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END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”) BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY DOWNLOADING, INSTALLING,

OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, YOU (AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE

CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER) CONSENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT

AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS

REGARDING LICENSE TERMS.

1. The Parties. The parties to this Agreement are (i) Juniper Networks, Inc. (if the Customer’s principal office is located in the

Americas) or Juniper Networks (Cayman) Limited (if the Customer’s principal office is located outside the Americas) (such applicable

entity being referred to herein as “Juniper”), and (ii) the person or organization that originally purchased from Juniper or an

authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software (“Customer”) (collectively, the “Parties”).

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software,

for which Customer has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller, or which was embedded

by Juniper in equipment which Customer purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller. “Software” also includes updates,

upgrades and new releases of such software. “Embedded Software” means Software which Juniper has embedded in or loaded onto the Juniper

equipment and any updates, upgrades, additions or replacements which are subsequently embedded in or loaded onto the equipment.

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to

Customer a non-exclusive and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject

to the following use restrictions:

a. Customer shall use Embedded Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer

from Juniper or an authorized Juniper reseller.

b. Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units

for which Customer has paid the applicable license fees; provided, however, with respect to the Steel-Belted Radius or Odyssey Access

Client software only, Customer shall use such Software on a single computer containing a single physical random access memory space and

containing any number of processors. Use of the Steel-Belted Radius or IMS AAA software on multiple computers or virtual machines (e.g.,

Solaris zones) requires multiple licenses, regardless of whether such computers or virtualizations are physically contained on a single

chassis.

c. Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify

limits to Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent

users, sessions, calls, connections, subscribers, clusters, nodes, realms, devices, links, ports or transactions, or require the purchase

of separate licenses to use particular features, functionalities, services, applications, operations, or capabilities, or provide

throughput, performance, configuration, bandwidth, interface, processing, temporal, or geographical limits. In addition, such limits

may restrict the use of the Software to managing certain kinds of networks or require the Software to be used only in conjunction with

other specific Software. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and purchase of all applicable licenses.

d. For any trial copy of the Software, Customer’s right to use the Software expires 30 days after download, installation or use of

the Software. Customer may operate the Software after the 30-day trial period only if Customer pays for a license to do so. Customer

may not extend or create an additional trial period by re-installing the Software after the 30-day trial period.

e. The Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software may be used by Customer only to manage access to Customer’s

enterprise network. Specifically, service provider customers are expressly prohibited from using the Global Enterprise Edition of the

Steel-Belted Radius software to support any commercial network access services.

The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally

purchase the applicable license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller.

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees

not to and shall not: (a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized

copies of the Software (except as necessary for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of

the Software, in any form, to any third party; (d) remove any proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software

or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of the Software to any third party, including as may be

embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted feature, function, service,

application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper, even

if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the

Software provided by Juniper to any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased
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by Customer from Juniper or an authorized Juniper reseller; (i) use Embedded Software on non-Juniper equipment; (j) use Embedded Software

(or make it available for use) on Juniper equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper

reseller; (k) disclose the results of testing or benchmarking of the Software to any third party without the prior written consent of

Juniper; or (l) use the Software in any manner other than as expressly provided herein.

5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper,

Customer shall furnish such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.

6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of

Juniper. As such, Customer shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in

confidence, which at a minimum includes restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use

the Software for Customer’s internal business purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright)

in and to the Software, associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or

conveyance of any right, title, or interest in the Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated

documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the

warranty statement that accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation

to support the Software. Support services may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support

services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS

OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT,

THE SOFTWARE, OR ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM UNAUTHORIZED

OR IMPROPER USE OF ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT

PERMITTED BY LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE (WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE),

INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES JUNIPER WARRANT

THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF

VULNERABILITY TO INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to Customer, whether in

contract, tort (including negligence), breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave

rise to the claim, or if the Software is embedded in another Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer

acknowledges and agrees that Juniper has set its prices and entered into this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty

and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between the Parties (including the risk

that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of

the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination

of the license granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related

documentation in Customer’s possession or control.

10. Taxes. All license fees payable under this agreement are exclusive of tax. Customer shall be responsible for paying Taxes arising

from the purchase of the license, or importation or use of the Software. If applicable, valid exemption documentation for each taxing

jurisdiction shall be provided to Juniper prior to invoicing, and Customer shall promptly notify Juniper if their exemption is revoked

or modified. All payments made by Customer shall be net of any applicable withholding tax. Customer will provide reasonable assistance

to Juniper in connection with such withholding taxes by promptly: providing Juniper with valid tax receipts and other required documentation

showing Customer’s payment of any withholding taxes; completing appropriate applications that would reduce the amount of withholding

tax to be paid; and notifying and assisting Juniper in any audit or tax proceeding related to transactions hereunder. Customer shall

comply with all applicable tax laws and regulations, and Customer will promptly pay or reimburse Juniper for all costs and damages

related to any liability incurred by Juniper as a result of Customer’s non-compliance or delay with its responsibilities herein.

Customer’s obligations under this Section shall survive termination or expiration of this Agreement.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any

applicable foreign agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any

such restrictions, laws or regulations, or without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version

of the Software supplied to Customer may contain encryption or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software

without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use,

duplication, or disclosure by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in

DFARS 227.7201 through 227.7202-4, FAR 12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.
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13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer

with the interface information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on

payment of applicable fee, if any. Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and

shall use such information in compliance with any applicable terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products

or technology are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this

Agreement, and such licensor or vendor shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition,

certain third party software may be provided with the Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective

owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and subject to open source licenses obligating Juniper to make

the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License (“GPL”) or the GNU Library General Public

License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate) available upon request

for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194

N. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html,

and a copy of the LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html .

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws

principles. The provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes

arising under this Agreement, the Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and

federal courts within Santa Clara County, California. This Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the

Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral

or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except that the terms of a separate written agreement

executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are inconsistent or conflict with

terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless expressly

assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such

invalidity shall not affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written

in the English language, and the Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment

leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise.

(Translation: The parties confirm that this Agreement and all related documentation is and will be in the English language)).
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前の部分

• 関連マニュアル xxxvページ

• マニュアルの表記規則 xxxviページ

• Requesting Technical Support xxxviページ

関連マニュアル

xxxvページの表1 には IC シリーズ アプライアンスのマニュアルが記述されています。

すべてのマニュアルは http://www.juniper.net/techpubs/software/uac/ にて入手可能です。

表1: IC シリーズ 出版物

説明出版物

Junos Enforcer で IC シリーズ デバイスを使用する際の詳細JUNOS Enforcer との UAC 相

互運用性

ScreenOS Enforcer で IC シリーズ デバイスを使用する際の詳細ScreenOS Enforcer との UAC

相互運用性

このガイドでは RADIUS および IC シリーズ デバイス RADIUS サーバー

の概要を説明しています。

802.1X、MAC アドレス認証およびそのほかの実用ケースの実装詳細が記

載されています。

レイヤ 2 および IC シリー

ズ RADIUS サーバー

IF MAP の総合的な概要と、UAC ソリューションで IF MAP を使用する

際の詳細が記載されています。

IF MAP フェデレーションの

UAC ガイド

Unified Access Control ソリューションおよび Infranet Controller

4500 および 6500 アプライアンスについての総合的な情報を含んでいま

す。

Unified Access Control 管

理ガイド

Infranet Controller クライアントおよび Odyssey Access Client がク

ライアント コンピュータに行った変更（インストールされたファイルお

よびレジストリの変更を含む）を一覧にします。

Client Side Changes ガイド

サインイン ページの外観をカスタマイズするガイドラインを含みます。カスタム サインイン ページ

ソリューション ガイド

Unified Access Control ソリューションを実装するいくつかのネット

ワーク シナリオの例を記載しています。

実装のシナリオ ガイド

xxxvCopyright © 2011, Juniper Networks, Inc.
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表1: IC シリーズ 出版物 （続き）

説明出版物

お使いのネットワークに Infranet Controller 4500 および 6500 をイ

ンストールし、構成を開始する方法を記載しています。

インストール ガイド

フロントエンド サーバーの実装シナリオのための Unified Access

Control ソリューションの構成例を含んでいます。

クイック スタート ガイド

UAC ソリューションのトラブルシューティングのためのヒントトラブルシューティング ガ

イド

マニュアルの表記規則

xxxviページの表2 defines notice icons used in this guide.

表2: Notice Icons

DescriptionMeaningIcon

Indicates important features or instructions.Informational note

Indicates a situation that might result in loss of data or hardware damage.Caution

Alerts you to the risk of personal injury or death.Warning

Alerts you to the risk of personal injury from a laser.Laser warning

Requesting Technical Support

Technical product support is available through the Juniper Networks Technical Assistance

Center (JTAC). If you are a customer with an active J-Care or JNASC support contract,

or are covered under warranty, and need post-sales technical support, you can access

our tools and resources online or open a case with JTAC.

• JTAC policies—For a complete understanding of our JTAC procedures and policies,

review the JTAC User Guide located at http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-

guides/7100059-en.pdf .

• Product warranties—For product warranty information, visit

http://www.juniper.net/support/warranty/ .

• JTAC hours of operation—The JTAC centers have resources available 24 hours a day, 7

days a week, 365 days a year.
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Self-Help Online Tools and Resources

For quick and easy problem resolution, Juniper Networks has designed an online

self-service portal called the Customer Support Center (CSC) that provides you with

the following features:

• Find CSC offerings: http://www.juniper.net/customers/support/

• Search for known bugs: http://www2.juniper.net/kb/

• Find product documentation: http://www.juniper.net/techpubs/

• Find solutions and answer questions using our Knowledge Base: http://kb.juniper.net/

• Download the latest versions of software and review release notes:

http://www.juniper.net/customers/csc/software/

• Search technical bulletins for relevant hardware and software notifications:

https://www.juniper.net/alerts/

• Join and participate in the Juniper Networks Community Forum:

http://www.juniper.net/company/communities/

• Open a case online in the CSC Case Management tool: http://www.juniper.net/cm/

To verify service entitlement by product serial number, use our Serial Number

Entitlement (SNE) Tool: https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/

Opening a Case with JTAC

You can open a case with JTAC on the Web or by telephone.

• Use the Case Management tool in the CSC at http://www.juniper.net/cm/ .

• Call 1-888-314-JTAC (1-888-314-5822 toll-free in the USA, Canada, and Mexico).

For international or direct-dial options in countries without toll-free numbers, see

http://www.juniper.net/support/requesting-support.html .
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第1部

はじめに

• 初期確認と重要な概念 3ページ

• SA シリーズ アプライアンスについて 15ページ
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第1章

初期確認と重要な概念

• ユーザーのアクセス可能性を検証する 3ページ

• SA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するためにテスト

シナリオを作成する 4ページ

• ユーザー ロールの定義 5ページ

• リソース プロファイルの定義 6ページ

• 認証サーバーの定義 7ページ

• 認証領域の定義 9ページ

• サインイン ポリシーの定義 10ページ

• テスト シナリオの使用 12ページ

• 管理者のデフォルト設定 13ページ

ユーザーのアクセス可能性を検証する

ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにアクセス可能かどうかを検証するために使用する

ユーザー アカウントを、システム認証サーバーに簡単に作成することができます。管理者コン

ソールでアカウントを作成した後は、SA シリーズ アプライアンスのユーザーのサインイン

ページで、そのユーザーとしてサインインします。

ユーザーのアクセス可能性を検証するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールから、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. System Local リンクを選択します。

3. Users タブを選択します。

4. New をクリックします。

5. ユーザー名として testuser1 と入力してパスワードを入力し、Save Changes を クリック

します。SA シリーズ アプライアンスが testuser1 のアカウントを作成します。

6. 別のブラウザ ウィンドウにコンピュータの URL を入力し、ユーザーのサインイン ページ

にアクセスします。URL は https://a.b.c.d の形式で入力します。a.b.c.d は、SA シリー

ズ アプライアンスを最初に設定した際にシリアル コンソールに入力した、コンピュータの

IP アドレスです。
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7. セキュリティの警告によって、署名された証明書なしで処理を続行するかどうかを尋ねられ

た場合は、Yes をクリックします。ユーザーのサインイン ページが表示されたら、SA シ

リーズ アプライアンスに正常に接続しています。

8. ユーザー アカウントに対して作成したユーザー名とパスワードを入力し、Sign In をクリッ

クして、ユーザー用の SA シリーズ アプライアンス ホーム ページにアクセスします。

9. Address ボックスに内部 Web サーバーへの URL を入力して、Browse をクリックします。

同じブラウザのウィンドウに Web ページが表示されます。SA シリーズ アプライアンスの

ホーム ページに戻るには、移動先の Web ページに表示されたブラウザ ツールバーの中央

にあるアイコンをクリックします。

10. SA シリーズ アプライアンスのホームページで、外部企業サイトの URL を入力し、Browse

をクリックします。Web ページが同じブラウザのウィンドウに開きます。SA シリーズ アプ

ライアンスのホームページに戻るには、ツールバーのボタンを使用します。

11. SA シリーズ アプライアンスのホーム ページで、Browsing > Windows Files をクリックし

て、利用可能な Windows ファイル共有を参照するか、Browsing > UNIX/NFS Files をクリッ

クして、利用可能な UNIX/NFS ファイル共有を参照します。

関連項目 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

•

• 5ページのユーザー ロールの定義

• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

SA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するためにテスト シナ
リオを作成する

SA シリーズ アプライアンスは、柔軟なアクセス管理システムを提供しています。ロール、リ

ソース ポリシー、認証サーバー、認証領域、サインイン ポリシーを使用して、ユーザーのリ

モート アクセスを容易にカスタマイズすることができます。これらのエンティティをすぐに使

用できるよう、それぞれのデフォルト値が SA シリーズ アプライアンスに設定されています。

以下のタスクを実行して、各アクセス管理エンティティを作成できます。

• ユーザー ロールを定義する

• リソース ポリシーを定義する

• 認証サーバーを定義する

• 認証領域を定義する

• サインイン ポリシーを定義する

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.4
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SA シリーズ アプライアンスは、次の 2 種類のユーザーをサポートしています。

• 管理者 － 管理者は、SA シリーズ アプライアンスの構成設定を表示したり修正できます。

最初の管理者アカウントは、シリアル コンソールで作成します。

• ユーザー － ユーザーは、管理者の設定に基づいて SA シリーズ アプライアンスを使用し、

企業リソースにアクセスします。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性の検証•

• 5ページのユーザー ロールの定義

• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

ユーザー ロールの定義

SA シリーズ アプライアンスには、Users というユーザー ロールがあらかじめ設定されていま

す。既定のこのロールでは、Web のブラウズやファイル参照のアクセス機能が有効で、Users

ロールが割り当てられているすべてのユーザーに対し、インターネット、企業の Web サーバー、

利用可能な Windows と UNIX/NFS のファイル サーバーへのアクセスを可能にします。このロー

ルは、User Roles ページに表示することができます。

任意のロールに対してアクセス機能を有効にした後は、各アクセス機能の設定タブから対応す

るオプションを設定します。

ユーザー ロールを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Roles を選択します。

2. New Role をクリックします。

3. Name ボックスに Test Role を入力し、Save Changes をクリックします。

SA シリーズ アプライアンスが、General タブと Overview リンクが選択された状態の Test

Role ページを表示します。

4. Access features の下の Web チェックボックスを選択し、Save Changes をクリックしま

す。

5. Web > Options を選択します。

6. User can type URLs in the IVE browser bar チェックボックスを選択し、Save Changes

をクリックします。

上記ステップが終わると、ユーザー ロールの定義は完了です。リソース プロファイルを作成

するとき、それらをこのロールに適用することができます。また、認証領域に定義したロール

マッピング規則によって、ユーザーにこのロールを割り当てることが可能です。

5Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.
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Web のブラウズやファイル参照を有効にするユーザー ロールをすばやく作成するには、Users

ロールを複製し、必要に応じて追加のアクセス機能を有効にします。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性を検証する•

• 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

リソース プロファイルの定義

リソース プロファイルには、それぞれのリソースへのアクセスを提供するのに必要なリソース

ポリシー、ロール割り当て、エンドユーザー ブックマークのすべてが含まれています。

リソース プロファイルの中で、リソース ポリシーは、ポリシーが適用されるリソース（たと

えば URL、サーバー、ファイル）と、SA シリーズ アプライアンスがリソースへのアクセスを

許可するか、またはアクションを実行するかどうかを指定します。SA シリーズ アプライアン

スには、次の 2 種類のリソース ポリシーがあらかじめ設定されています。

• Web Access － 既定のリソース ポリシー Web Access では、SA シリーズ アプライアンスを

通じてすべてのユーザーがインターネットと企業のすべての Web サーバーにアクセスできま

す。このリソース ポリシーは、デフォルトで Users ロールに適用されています。

• Windows Access － 既定のリソース ポリシー Windows Access では、Users ロールが割り当

てられたすべてのユーザーが、企業のすべての Windows ファイル サーバーにアクセスでき

ます。このリソース ポリシーは、デフォルトで Users ロールに適用されています。

注: Web とファイルのすべてのコンテンツにユーザーがアクセスすることについて

問題がある場合は、デフォルトのリソース ポリシー Web Access と Windows Access

を削除してください。

リソース プロファイルを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. New Profile をクリックします。

Web Applications Resource Profile ページが表示されます。

3. 以下の情報を入力します。

a. Type ボックスは、デフォルト オプション（Custom）のままにします。

b. Name ボックスには、Test Web Access と入力します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.6
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c. Base URL ボックスには、http://www.google.com と入力します。

d. Autopolicy: Web Access Control セクションで、SA シリーズ アプライアンス

（http://www.google.com:80/∗）で作成されたデフォルト ポリシーの横にあるチェック

ボックスを選択し、Delete を選択します。

e. Resource ボックスには、http://www.google.com と入力し、Action リストから Deny

を選択し、Add をクリックします。

f. Save and Continue をクリックします。

Test Web Access ページが表示されます。

4. Roles タブをクリックします。

a. Available Roles ボックスで Test Role を選択し、Add をクリックして Selected Roles

ボックスに移動します。

b. Save Changes をクリックします。

SA シリーズ アプライアンスは、Test Web Access を Web Application Resource Policies

ページに追加し、google.com にリンクする対応したブックマークを自動的に作成します。

上記のステップを完了すると、リソース プロファイル Web Access が設定されます。SA シリー

ズ アプライアンスに、すべての Web リソースへのアクセスを可能にするリソース ポリシーが

ある場合でも、Test Role に割り当てられたユーザーは、http://www.google.com へのアクセ

スが禁止されていることに注意してください。SA シリーズ アプライアンスのデフォルトの Web

アクセス ポリシーよりも、リソース プロファイルの設定中に作成した自動ポリシーが優先さ

れるため、これらのユーザーのアクセスは拒否されます。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性を検証する•

• 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

• 5ページのユーザー ロールの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

認証サーバーの定義

認証サーバーとは、ユーザー資格情報（ユーザー名とパスワード）に加え、一般にグループ情

報や属性情報を保存するデータベースです。ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスにサイ

ンインするときに、認証サーバーに関連付けられている認証領域を指定します。SA シリーズ

アプライアンスは、ユーザーの資格情報をこの認証サーバーに転送して、ユーザーの身元を検

証します。
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SA シリーズ アプライアンスは、Windows NT Domain、Active Directory、RADIUS、LDAP、NIS、

RSA ACE/サーバー、SAML サーバー、eTrust SiteMinder など、最も一般的な認証サーバーをサ

ポートしており、SA シリーズ アプライアンスで認証するユーザーのローカル データベースを

1 つ以上作成することができます。SA シリーズ アプライアンスには、ユーザー用のローカル

認証サーバー“System Local”があらかじめ設定されています。この既定のローカル認証サー

バーは、SA シリーズ アプライアンスのデータベースであり、ユーザー認証用のユーザー アカ

ウントをすばやく作成することができます。これにより、外部認証サーバーにユーザー アカウ

ントを作成する必要がなくなるため、テストでの使用やサードパーティにアクセスを提供する

際に便利です。

デフォルトのローカル認証サーバーは、Authentication Servers ページに表示することができ

ます。

注: SA シリーズ アプライアンスは、承認サーバーもサポートしています。承認サー

バー（またはディレクトリ サーバー）は、ユーザー属性およびグループ情報を保存

するデータベースです。ディレクトリ サーバーを使って、ロール マッピング規則

およびリソース ポリシーに必要なユーザーの属性情報やグループ情報を取得するよ

う、認証領域を設定することができます。

認証サーバーを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. New リストから Local Authentication を選択して、New Server をクリックします。

新規 Local Authentication ページが表示されます。

3. Name ボックスに Test Server を入力し、Save Changes をクリックします。

SA シリーズ アプライアンスから変更の保存が通知されるまで待ちます。その後、設定タブ

が表示されます。

4. Users タブをクリックしてから、New をクリックします。

New Local User ページが表示されます。

5. Username ボックスに testuser2 と入力し、パスワードを入力します。次に Save Changes

をクリックして、ユーザーのアカウントを Test Server 認証サーバーに作成します。

上記のステップが済んだら、ユーザー アカウントを 1 つ含む認証サーバーの作成が完了です。

このユーザーは、認証サーバー Test Server を使用する認証領域にサインインすることができ

ます。

管理者コンソールは、Last Sign in Statistic の各欄の中の Users タブで、各認証サーバー

ページにおける各ユーザー アカウントの前回のアクセス統計を提供します。提供される統計に

は、各ユーザーが前回正常にサインインした日時、ユーザーの IP アドレス、そしてエージェ

ントあるいはブラウザの種類とバージョンが含まれます。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性の検証•

• 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する
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• 5ページのユーザー ロールの定義

• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

認証領域の定義

認証領域は、認証リソースの分類の 1 つで、次のようなものがあります。

• 認証サーバー － ユーザーを確認します。SA シリーズ アプライアンスは、サインイン ペー

ジで送信された資格情報を、認証サーバーに転送します。

• 認証ポリシー － SA シリーズ アプライアンスが検証のために資格情報を認証サーバーに送

る前に満たす必要がある、領域セキュリティ要件を指定します。

• ディレクトリ サーバー － ロール マッピング規則およびリソース ポリシーで必要なユー

ザーおよびグループの属性情報を SA シリーズ アプライアンスに提供する、LDAP サーバー

です（オプション）。

• ロール マッピング規則 － SA シリーズ アプライアンスがユーザーにロールを割り当てる際

に、ユーザーが満たす必要のある条件です。これらの条件は、領域のディレクトリ サーバー

によって返される情報、個人のユーザー名、または証明書属性に基づいています。

SA シリーズ アプライアンスには、Users というユーザー領域があらかじめ設定されています。

既定のこの領域は、認証サーバー System Local と、最低 4 文字のパスワードが必要な認証ポ

リシーを使用し、ディレクトリ サーバーは使用しません。また、Users 領域にサインインする

すべてのユーザーに Users ロールを割り当てるロール マッピング規則を含んでいます。作成

した testuser1 アカウントは、認証サーバー System Local に作成されるため、Users 領域に

含まれます。作成した testuser2 アカウントは、Users 領域に含まれません。このアカウント

は新しい Test Server 認証サーバに作成しましたが、Users 領域はこの認証サーバーを使用し

ていないからです。

デフォルトのユーザー認証領域は、User Authentication Realms ページに表示されます。

認証領域を定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Realms を選択します。

User Authentication Realms ページが表示されます。

2. New をクリックします。

New Authentication Realm ページが表示されます。

3. Name ボックスに Test Realm と入力します。

4. Authentication リストから、Test Server を選択します。

5. Save Changes をクリックします。
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SA シリーズ アプライアンスから変更の保存が通知されるまで待ちます。その後、領域の設

定タブが表示されます。

6. Role Mapping タブがまだ選択されていない場合は、選択します。そして、New Rule をク

リックします。

Role Mapping Rule ページが表示されます。

7. テキスト ボックスに testuser2 と入力します。

8. ...then assign these roles で、Available Roles リストから Test Role を選択し、Add

をクリックして Selected Roles ボックスに移動します。

9. Save Changes をクリックします。

上記のステップが済んだら、認証領域の作成は完了です。この領域は Test Server を使用して

ユーザーを認証し、ロール マッピング規則を使用して testuser2 に Test Role を割り当てま

す。Test Role にはリソース ポリシー Test Web Access が適用されるため、このロールが割

り当てられたユーザーは http://www.google.com にアクセスすることができません。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性の検証•

• 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

• 5ページのユーザー ロールの定義

• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

サインイン ポリシーの定義

サインイン ポリシーは、以下を指定するシステム規則です。

• ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにサインインするときの URL

• ユーザーに表示するサインイン ページ

• SA シリーズ アプライアンスが資格情報を送信する認証領域を、ユーザーが入力または選択

する必要があるかどうか

• サインイン ポリシーを適用する認証領域

すべての Secure Access および Secure Access FIPS IVE には、∗/ という、ユーザーに適用

する 1 つのサインイン ポリシーがあらかじめ設定されています。このデフォルトのユーザー

サインイン ポリシー(∗/)では、ユーザーが SA シリーズ アプライアンスの URL を入力する

と、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー用のデフォルト サインイン ページを表示し、

複数の領域が存在する場合は、ユーザーに認証領域を選択するよう要求します。∗/ サインイン

ポリシーは、Users 認証領域に適用するよう設定されているため、作成した認証領域には適用

されません。
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デフォルトのサインイン ポリシーは、Signing In ページに表示されます。SA シリーズ アプ

ライアンスにセキュアミーティング アップグレード ライセンスがある場合は、∗/meeting サ

インイン ポリシーも、このページにリストされます。このポリシーを使用すると、セキュア

ミーティング用のサインイン ページをカスタマイズすることができます。

サインイン ポリシーを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing in > Sign in Policies を選択します。

Signing In ページが表示されます。

2. User URLs で ∗/ をクリックします。

∗/ ページが表示されます。

3. Sign in URL ボックス内の ∗/ の後に test と入力します。

4. Authentication realm で、User picks from a list of authentication realms オプショ

ン ボタンを選択し、次に Available Realms リストから Test Realm を選択して、Add を

クリックし、Selected Realms ボックスに移動します。（Users ロールが Selected Realms

ボックスに表示されていない場合、Users ロールに対してこの処理を繰り返します）。

5. Save Changes をクリックします。

上記のステップが済んだら、デフォルトのユーザー サインイン ポリシーの修正は完了です。

オプションのステップ

次のオプションのステップを実行して、サインイン ポリシー ∗/test/ に関連付けられた新し

いサインイン ページを定義できます。

1. Authentication > Signing In > Sign In Pages を選択し、New Page をクリックします。

2. Name フィールドに Test Sign in Page と入力し、Background color に #FF0000（赤）を

入力して、Save Changes をクリックします。

3. Authentication > Signing In > Signing In Policies を選択し、New URL をクリックしま

す。

New Sign In Policy ページが表示されます。

4. Sign in URL ボックスに ∗/test/ と入力し、Sign in Page リストから Default Sign in

Page を選択して、Save Changes をクリックします。

5. Authentication > Signing In > Sign In Policies を入力し、User URLs で ∗/test/ をク

リックします。

∗/test/ ページが表示されます。

6. Sign in page リストから Test Sign in Page を選択し、Save Changes をクリックしま

す。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性を検証する•

• 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

• 5ページのユーザー ロールの定義
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• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 12ページのテスト シナリオの使用

テスト シナリオの使用

テスト シナリオでは、以下のタスクを実行することができます。

• 修正したデフォルトのサインイン ポリシーを使用して、ユーザー コンソールにアクセスす

る。

• Test Server に作成されたユーザーとして、Test Realm にサインインする。

• Web ブラウズ機能をテストする。Test Role と Test Web Access が正しく設定されている場

合に可能。

テスト シナリオを使用するには、次の操作を行います。

1. ブラウザで、マシンの URL の後に /test と入力し、ユーザーのサインイン ページにアク

セスします。URL は https://a.b.c.d/test の形式で入力します。a.b.c.d は、初期の設定

でシリアル コンソールに入力したコンピュータの IP アドレスです。

2. セキュリティの警告によって、署名された証明書なしで処理を続行するかどうかを尋ねられ

た場合は、Yes をクリックします。ユーザーのサインイン ページが表示されたら、SA シ

リーズ アプライアンスに正常に接続しています。

注: 「サインイン ポリシーの定義」でオプションの設定手順を行った場合、ヘッ

ダーの色は赤です。

3. Test Server のユーザー アカウント用に作成したユーザー名とパスワードを入力し、Realm

ボックスに Test Realm と入力します。次に Sign in をクリックし、ユーザー用の SA シ

リーズ アプライアンス ホームページにアクセスします。

SA シリーズ アプライアンスは、Test Realm に資格情報を転送します。Test Realm は、

Test Server を使用するよう設定されています。この認証サーバーによって検証が正しく行

われると、SA シリーズ アプライアンスは、Test Realm 用に定義されたロール マッピング

規則を処理します。これにより、testuser2 に Test Role が割り当てられます。Test Role

は、ユーザーに対して Web ブラウズ機能を有効にします。

4. ブラウザの Address ボックスに、企業 Web サイトの URL を入力し、Browse をクリックし

ます。同じブラウザのウィンドウに Web ページが表示されます。SA シリーズ アプライア

ンスのホームページに戻るには、移動先の Web ページに表示されたブラウザ ツールバーの

中央にあるアイコンをクリックします。

5. SA シリーズ アプライアンスのホームページで www.google.com と入力し、Browse をクリッ

クします。Test Web Access は、Test Role が割り当てられたユーザーに対して、このサイ

トへのアクセスを拒否するので、SA シリーズ アプライアンスがエラー メッセージを表示

します。
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6. SA シリーズ アプライアンスのホームページに戻って Sign Out をクリックしてから、ユー

ザーのサインイン ページに戻ります。

7. testuser1 の資格情報を入力し、Users 領域を指定して、Sign In をクリックします。

8. SA シリーズ アプライアンスのホームページで www.google.com と入力し、Browse をクリッ

クします。Web ページが同じブラウザ ウィンドウに開きます。

9. テスト シナリオでは、SA シリーズ アプライアンスの基本的なアクセス管理メカニズムを

説明しています。領域の認証ポリシーやユーザーのグループ メンバーシップなどの可変要

因に基づいて、非常に高度なロール マッピング規則やリソース ポリシーを作成し、ユー

ザーのアクセスを制御することができます。オンライン ヘルプの内容を参照し、SA シリー

ズ アプライアンスのアクセス管理についてより理解されることをお勧めします。

SA シリーズ アプライアンスを自社用に設定される場合、ユーザー アクセス設定を行うこ

とをお勧めします。外部から SA シリーズ アプライアンスへのアクセスを可能にする場合

は、その前に、信頼できる認証局（CA）から署名付き電子証明書をインポートすることをお

勧めします。

関連項目 3ページのユーザーのアクセス可能性の検証•

• 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

• 5ページのユーザー ロールの定義

• 6ページのリソース プロファイルの定義

• 7ページの認証サーバーの定義

• 9ページの認証領域の定義

• 10ページのサインイン ポリシーの定義

管理者のデフォルト設定

SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーと同様に、管理者用のアカウントを素早く設定する

ためのデフォルト設定を提供しています。以下は、管理者のシステム デフォルト設定について

簡単に説明しています。

• Administrator roles — ビルトイン管理者ロールには以下の 2 つのロールがあります。

• .Administrators － このビルトイン ロールを使用して、管理者は SA シリーズ アプライ

アンスのあらゆる側面を管理することができます。シリアル コンソールで作成した管理者

ユーザーには、このロールが割り当てられます。

• .Read Only Administrators － このビルトイン ロールは、ロールが割り当てられたユー

ザーに対し、SA シリーズ アプライアンスの設定すべてを参照することを許可します（た

だし、設定はできません）。管理者のアクセスを制限したい場合、このロールを割り当て

る必要があります。

• Administrators ローカル認証サーバー － この管理者ローカル認証サーバーは、管理者アカ

ウントを保存する SA シリーズ アプライアンスのデータベースです。最初の管理者アカウン

トは、シリアル コンソールからこのサーバーに作成します。（SA シリーズ アプライアンス
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は、シリアル コンソールから作成した管理者アカウントをすべてこのサーバーに追加しま

す。）このローカル サーバーを削除することはできません。

• Admin Users 認証領域 － この管理者ユーザー認証領域は、デフォルトの Administrators

ローカル認証サーバーと、最少 4 文字のパスワード文字を要求する認証ポリシを使用し、

ディレクトリ サーバーを使用しません。また、Admin Users 領域にサインインしたすべての

ユーザーに .Administrators ロールを割り当てるというロール マッピング規則が含まれて

います。シリアル コンソールで作成した管理者アカウントは、Admin Users 領域に含まれま

す。

• ∗/admin サインイン ポリシ － デフォルトの管理者サインイン ポリシ(∗/admin) では、ユー

ザーが SA シリーズ アプライアンスへの URL の後に /admin を入力した場合、SA シリーズ

アプライアンスは管理者用のデフォルトのサインイン ページを表示します。さらにこのポリ

シでは、管理者は認証領域を選択するように要求されます（複数の領域が存在する場合）。

サインイン ポリシ ∗/admin は Admin Users 認証領域に適用するように設定されているた

め、シリアル コンソールで作成する管理者アカウントに適用されます。

関連項目 • 5ページのユーザー ロールを定義する
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• NSM でのエンドポイント セキュリティ評価プラグイン（ESAP）パッケージのインポー

ト 33ページ

• NSM でのサードパーティ ホストチェッカー ポリシーのアップロード 33ページ

• NSM でのサードパーティ ホストチェッカー ポリシー共有オブジェクトへのリンク 34ページ

• NSM での Secure Virtual Workspace 壁紙共有オブジェクトへのリンク 35ページ

• NSM でのホステッド Java アプレットのインポート 35ページ

• NSM でのカスタム Citrix Client .cab ファイルのインポート 36ページ

• Junos Pulse の概要 37ページ

• ロール向けの Junos Pulse クライアントの設定 39ページ

• クライアント インストーラ パッケージ 40ページ
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• Junos Pulse 設定の概要 40ページ

• クライアント接続設定オプション 43ページ

• クライアント接続セットの作成 46ページ

• 場所認識用の接続ルールの構成 48ページ

• Junos Pulse コンポーネント設定オプション 49ページ

• クライアント コンポーネント セットの作成 51ページ

• インストーラの作成 52ページ

Secure Access ソリューションの概要

Juniper Networks Secure Access デバイスによって、社員、パートナー、そして顧客に対し、

ファイル サーバー、Web サーバー、ネイティブのメッセージ クライアントや E メール クラ

イアント、ホスト サーバーなど、企業のデータとアプリケーションに対して、Web ブラウザだ

けを使って、信頼できるネットワークの外側から、安全で制御された方法でのアクセスを提供

することができます。

Secure Access は、外部のユーザーと企業の内部リソースとの間を流れるデータを仲介するこ

とによって、堅固なセキュリティを提供しています。ユーザーは、アプライアンスがホストす

るエクストラネット セッションを経由して、承認されたリソースに対する認証アクセスを取得

できます。仲介を行っている間、Secure Access は、外部にいる認証されたユーザーからの安

全な要求を受信し、それらのユーザーに代わって内部のリソースに対して要求を行います。こ

の方法によってコンテンツを仲介するため、Secure Access では、従来の DMZ 内にエクストラ

ネット ツールキットを配置したり、従業員用にリモート アクセス VPN を提供したりする必要

はありません。

直感的な Secure Access ホーム ページにアクセスする場合に、社員、パートナー、顧客が必

要とするのは、SSL とインターネット接続をサポートしている Web ブラウザのみです。この

ページでユーザーは、Web またはファイル サーバーの閲覧、HTML が有効な企業アプリケーショ

ンの利用、クライアント/サーバー アプリケーション プロキシの起動、Windows、Citrix、ま

たは Telnet/SSH ターミナル セッションの開始、企業の E メール サーバーへのアクセス、安

全なレイヤ 3 トンネルの開始、または安全なオンライン ミーティングのスケジュール設定や

出席ができます。

注: これらの機能は、購入した Juniper Networks Secure Access 製品やアップグ

レード オプションによって異なります。
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図 1: LAN 内の SA シリーズ アプライアンスの動作

Juniper Networks Secure Access デバイスを以下のように設定することができます。

• ユーザーがさまざまなリソースに安全にアクセスできるようにします。Secure Access は、

Web ベースの企業アプリケーション、Java アプリケーション、ファイルの共有、ターミナル

ホスト、そして Microsoft Outlook、Lotus Notes、Citrix ICA Client、pcAnywhere などの

クライアント/サーバー アプリケーションといった多くのタイプのアプリケーションとリソー

スへのアクセスを仲介します。さらに管理者は、ユーザーが会社の LAN 上にいない場合でも

同じレベルのアクセスを提供する完全なレイヤ 3 接続が行えるアクセス方法を提供すること

ができます。

• アプライアンス、リソース タイプ、または個々のリソースに対するユーザーのアクセスを、

グループ メンバーシップ、ソースの IP アドレス、証明書属性、エンドポイントのセキュリ

ティ ステータスを元にして微調整します。たとえば、デュアル要素認証とクライアントサイ

ドの証明書を使用して Secure Access についてユーザーを認証し、LDAP グループ メンバー

シップを使用してユーザーの個々のアプリケーションへのアクセスを承認することができま

す。

• 最新のウイルス対策ソフトウェア、ファイアウォール、セキュリティ パッチなど、エンドポ

イントにおける保護ツールをチェックして、ユーザーのコンピュータのセキュリティ ステー

タスを評価します。コンピュータのセキュリティ ステータスによって、アプライアンス、リ

ソース タイプ、または個々のリソースに対するユーザーのアクセスを許可または拒否するこ

とができます。

Secure Access は、セキュアなアプリケーション レイヤのゲートウェイとして動作し、パブ

リック インターネットと企業の内部リソース間の要求すべてを仲介します。Secure Access に

入ってきた要求はすべて、エンド ユーザーのブラウザで、SSL/HTTPS 128 ビットまたは 168

ビット暗号化を使用して暗号化済みです。暗号化されていない要求は除外されます。Secure

Access は、パブリック インターネットと内部リソース間に強固なセキュリティ レイヤを提供

するため、管理者は、常にセキュリティ ポリシーを管理したり、パブリックな DMZ に配備さ

れたさまざまなアプリケーションや Web サーバーのセキュリティの弱点に修正プログラムを適

用する必要はありません。

関連項目 18ページのSecure Access デバイスでトラフィックの安全を確保する•
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• 19ページの既存サーバーでのユーザーの認証

• 20ページのSecure Access デバイスへのアクセスと仲介対象のリソースを微調整する

• 21ページのSecure Access デバイスとその仲介対象のリソースの間をシームレスに統合する

• 21ページの感染したコンピュータなどのセキュリティ上の問題に対する保護

• 22ページのSecure Access 環境での冗長性の確保

• 22ページのSecure Access インターフェースを会社の画面表示スタイルに合わせる

• 23ページのさまざまなコンピュータとデバイス上のユーザーによる Secure Access の使用を

可能にする

• 23ページの国外のユーザーにも安全なアクセスを提供する

Secure Access デバイスでトラフィックの安全を確保する

Secure Access デバイスのリモート アクセス メカニズムによって、幅広いアプリケーション、

サーバー、その他のリソースへのアクセスの安全を確保することができます。安全を確保した

いリソースが決まったら、適切なアクセス メカニズムを選択することができます。

たとえば、Microsoft Outlook へのアクセスの安全を確保したい場合には、セキュア アプリ

ケーション マネジャー（SAM）を使用することができます。セキュア アプリケーション マネ

ジャーは、Microsoft Outlook、Lotus Notes、Citrix などのクライアント/サーバー アプリ

ケーションへのトラフィックの仲介を行います。あるいは、会社のイントラネットへのアクセ

スについて安全を確保したい場合には、Web 再書き込み機能を使用できます。この機能は、IVE

の Content Intermediation Engine を使用して、Web ベースのアプリケーションおよび Web

ページへのトラフィックを仲介します。

Secure Access デバイスには、以下のタイプのトラフィックを仲介するリモート アクセス メ

カニズムがあります。

• Web ページや Web ベースのアプリケーションなどの Web ベースのトラフィック — Web 再書

き込み機能を使用して、このタイプのコンテンツを仲介します。Web 再書き込み機能には、

Citrix、OWA、Lotus iNotes、Sharepoint などのアプリケーションへのアクセスを簡単に設

定できるようにするテンプレートが含まれています。さらに、Web 再書き込みのカスタム設

定オプションを使用して、カスタムメイドの Web アプリケーションも含む、幅広い Web ベー

スのアプリケーションおよび Web ページからのトラフィックについても仲介することができ

ます。

• Java アプレットを使用する Web アプリケーションなどの Java アプレット — ホストされて

いる Java アプレット機能を使用して、このタイプのコンテンツを仲介します。この機能に

よって、別の Java サーバーを持たずに IVE を直接参照する、Java アプレットと HTML ペー

ジをホストすることができます。

• ファイル サーバーやディレクトリなどのファイル トラフィック — ファイル再書き込み機能

を使用して、ファイルの共有へのアクセスを仲介し動的に「Web 化」します。ファイル再書

き込み機能によって、幅広い Windows と Unix ベースのサーバー、ディレクトリ、ファイル

の共有に対するトラフィックの安全を確保することができます。

• クライアント／サーバー アプリケーション — セキュア アプリケーション マネジャー（SAM）

機能を使用して、このタイプのコンテンツを仲介します。SAM には、2 つのタイプ（Windows
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バージョンと Java バージョン、すなわち WSAM と JSAM）があります。WSAM と JSAM の機

能には、Lotus Notes、Microsoft Outlook、NetBIOS ファイル閲覧、Citrix などのアプリ

ケーションに対するアクセスを簡単に設定できるようにするテンプレートが含まれています。

さらに、WSAM と JSAM のカスタム設定オプションを使用して、その他のクライアント/サー

バー アプリケーションおよび宛先ネットワークからのトラフィックを仲介することができま

す。

• Telnet と SSH ターミナル エミュレーション セッション — Telnet/SSH 機能を使用して、

このタイプのコンテンツを仲介します。この機能によって、UNIX サーバー、ネットワーキン

グ デバイス、その他のレガシー アプリケーションなどのターミナル セッションを利用する

ネットワークに接続された、さまざまなデバイスへのアクセスについて簡単に設定を行うこ

とができます。

• Windows ターミナル サーバーおよび Citrix サーバー ターミナルのエミュレーション セッ

ション — ターミナルサービス機能を使用して、このタイプのコンテンツを仲介します。この

機能によって、Windows ターミナル サーバー、Citrix MetaFrame サーバー、Citrix

Presentation サーバー（以前の Nfuse サーバー）へのアクセスの設定を簡単に行うことが

できます。また、この機能を使用して、IVE からターミナルサービス クライアントを直接提

供し、他の Web サーバーによるクライアントのホストを不要にすることもできます。

• IMAP4、POP3、SMTP プロトコルをベースにする E メール クライアント — E メール クライ

アント機能を使用して、このタイプのコンテンツを仲介します。この機能によって、Microsoft

Exchange Server や Lotus Notes Mail サーバーなど、IMAP4、POP3、SMTP プロトコルをベー

スにしている会社の任意のメール サーバーに対するアクセスを簡単に設定することができま

す。

• 全ネットワーク トラフィック — ネットワークコネクト機能を使用して、企業ネットワーク

上で使用可能なあらゆるタイプのアプリケーションへのアクセスを可能にする、安全なレイ

ヤ 3 トンネルを SSL 接続を介して作成します。この機能によって、トラフィックをポート

443 を通してトンネリングすれば、リモート ユーザーは、ネットワークに簡単に接続するこ

とができます。個々のサーバー、アプリケーション、リソースに対するアクセスの設定を行

うことなく、ネットワークのリソースすべてへの完全なアクセスが、ユーザーに可能になり

ます。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

既存サーバーでのユーザーの認証

会社の既存のサーバーを使用してエンドユーザーを認証するよう、Secure Access を簡単に設

定することができます。ユーザーは、Secure Access デバイスにアクセスするのに新しいユー

ザー名とパスワードを知る必要はありません。Secure Access は、LDAP、RADIUS、NIS、Windows

NT ドメイン、Active Directory、eTrust SiteMinder、SAML、RSA ACE/サーバーとの統合をサ

ポートしています。

あるいは、これらの標準的なサーバーのいずれも使用しない場合には、ユーザー名と資格情報

を Secure Access 上に直接保存して、Secure Access 自体を認証サーバーとして使用すること

もできます。さらに、SAML オーソリティが生成した認証アサーションまたはクライアントサイ

ドの証明書に格納されている属性に基づいて、ユーザーの認証を行うこともできます。また、

ユーザーが Secure Access にサインインしなくてもすむようにする場合には、Secure Access
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にアクセスできるようにするため、ユーザーにユーザー名またはパスワードを与えなくてもよ

い Secure Access 匿名認証サーバーを使用することができます。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 128ページの認証サーバーとディレクトリ サーバーについて

Secure Access デバイスへのアクセスと仲介対象のリソースを微調整する

Secure Access デバイスへのアクセスを制御するのに、認証サーバーを使用するのに加えて、

Secure Access およびその仲介対象となるリソースへのアクセスを、さまざまな追加のクライ

アントサイド チェックを使用して制御することができます。Secure Access デバイスは、多階

層のアプローチを作成して Secure Access とリソースを保護することができます。

1. まず、ユーザーの Secure Access サインイン ページへのアクセスを制御する、認証前チェッ

クを行うことができます。たとえば、Secure Access がユーザーのコンピュータで Norton

Antivirus の特定バージョンが実行されているかどうかをチェックするように設定すること

ができます。実行されていない場合には、ユーザーのコンピュータが安全ではないと判断し

て、ユーザーがそのコンピュータのアンチウイルス ソフトウェアを更新するまで Secure

Access サインイン ページへのアクセスを無効にすることができます。

2. ユーザーが Secure Access サインイン ページにアクセスできたら、領域レベルのチェック

を行って、そのユーザーが Secure Access のエンドユーザー ホーム ページにアクセスで

きるようにするかどうかを決定することができます。最も一般的な領域レベルのチェック

は、認証サーバーによって行われます。（サーバーは、ユーザーが有効なユーザー名とパス

ワードを入力したかどうかを判断します。）ただし、ユーザーの IP アドレスがネットワー

クの範囲内にあるか、ユーザーが指定したタイプの Web ブラウザを使用しているか、など

をチェックする他のタイプの領域レベル チェックを行うこともできます。

ユーザーは、指定した領域レベルのチェックに合格した場合には、Secure Access エンド

ユーザー ホーム ページにアクセスすることができます。合格できなかった場合には、ユー

ザーの Secure Access へのサインインが許可されないか、作成された Secure Access ホー

ム ページの一部を削除したページが表示されます。通常、この一部を削除したページには、

ユーザーが認証基準の一部しか満たしていないため、標準的なユーザーが使用できるより大

幅に少ない機能しか含まれていません。Secure Access は、きわめて柔軟性の高いポリシー

定義を提供しており、エンドユーザーのリソースへのアクセスを会社のセキュリティ ポリ

シーに合わせて動的に変更することができます。

3. Secure Access が、ユーザーを領域に割り当てることができたら、アプライアンスが、選択

した基準に基づいてユーザーをロールに割り当てます。ロールは、選択されたユーザーのグ

ループがアクセスできるアクセス メカニズムを指定しています。また、当該のユーザーの

グループに関してセッションと UI オプションの制御も行います。ユーザーのロールへの割

り当てには、さまざまな基準を使用することができます。たとえば、エンドポイントのセ

キュリティ チェックまたは LDAP サーバーやクライアントサイドの証明書から取得した属

性に基づいて、ユーザーを異なるロールに割り当てることができます。

4. ほとんどの場合、ユーザーのロールの割り当てでは、ユーザーが個々のリソースのうち、ど

れにアクセスできるかを制御します。たとえば、Web リソース プロファイルを使用して、

会社のイントラネット ページにアクセスするように設定し、さらに Employees ロールのメ

ンバー全員が、そのリソースにアクセスできるように指定することができます。
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ただし、個々のリソースに対するアクセスをさらに微調整することもできます。たとえば、

Employees ロールのメンバーが（上述のように）会社のイントラネットにアクセスできるよう

にしながら、ユーザーがリソースにアクセスするには追加の基準を満たすように要求する詳細

規則を、リソース ポリシーに追加することができます。たとえば、ユーザーが会社のイントラ

ネットにアクセスするにあたって、ユーザーが Employees ロールのメンバーであり、かつ勤務

時間中に Secure Access にサインインするよう求めることができます。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 55ページのアクセス管理の概要

Secure Access デバイスとその仲介対象のリソースの間をシームレスに統合する

一般的な Secure Access の設定では、ブックマークを直接 Secure Access のエンドユーザー

ホーム ページに追加することができます。これらのブックマークは、Secure Access が仲介す

るように設定したリソースへのリンクです。これらのブックマークを追加することで、ユーザー

はひとつの場所（Secure Access デバイス）にアクセスし、使用できるすべてのリソースの統

合されたリストを見ることができます。

一般的な設定では、シングル サインオン（SSO）を有効にすることで、Secure Access デバイ

スと仲介されるリソースとの間の統合を効率化することができます。SSO は、事前認証された

Secure Access ユーザーが、資格情報を再入力することなく、別のアクセス管理システムで保

護されているリソースにアクセスすることを許可するプロセスです。Secure Access の設定中

に、Secure Access デバイスが、仲介するリソースに渡すユーザーの資格情報を指定して、SSO

を有効にすることができます。

また、Secure Access エンドユーザー ホーム ページにリソースを一元化しない場合には、他

の Web ページからの Secure Access 仲介リソースへのリンクを作成することができます。た

とえば、Secure Access 上にブックマークを設定して、会社のイントラネットからそれらのブッ

クマークへのリンクを追加することができます。その後、ユーザーは会社のイントラネットに

サインインし、そこにあるリンクをクリックして、Secure Access ホーム ページを経由するこ

となく、仲介されるリソースにアクセスすることができます。標準の Secure Access ブック

マークの場合と同様に、これらの外部リンクについて SSO を有効にすることができます。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 225ページのシングル サインオン

感染したコンピュータなどのセキュリティ上の問題に対する保護

Secure Access では、ホストチェッカー機能を使用することによって、ウイルス、攻撃、その

他のセキュリティ上の懸念に対する保護を行うことができます。ホストチェッカーは、Secure

Access デバイスに接続するクライアントについてセキュリティ チェックを実行します。たと

えば、ホストチェッカーを使用して、エンドユーザーのシステムで最新のウイルス対策ソフト

ウェア、ファイアウォール、重要なソフトウェアのホットフィックス、およびユーザーのコン

ピュータを保護するその他のアプリケーションが稼動しているかを確認することができます。

さらに、ホストチェッカーによるチェックの結果に基づいて、Secure Access サインイン ペー

ジ、領域、ロール、リソースへのユーザーのアクセスを許可または拒否することができます。
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あるいは、ユーザーのコンピュータが基準に準拠するように、改善のための指示を表示するこ

ともできます。

ホストチェッカーを使用して、Windows 2000 または Windows XP を実行しているクライアント

上に保護された作業領域を作成することもできます。ホストチェッカーによって、クライアン

トのデスクトップ上に保護された作業領域を作成し、イントラネットにサインインしているエ

ンドユーザーが完全に保護された環境ですべての通信を行えるようにする Secure Virtual

Workspace（SVW）機能を有効にすることができます。Secure Virtual Workspace は、アプリ

ケーションがディスクまたはレジストリに書き込む情報を暗号化し、セッションが完了したと

きには自身または Secure Access セッションが保持しているすべての情報を破棄します。

Secure Access と Juniper Networks Intrusion Detection and Prevention（IDP）センサーを

統合することにより、外部からの悪意のある侵入からネットワークを保護することもできます。

IDP デバイスを使用すると、アノーマリ検出によって、ソフトウェアの脆弱性を狙ったネット

ワーク ワーム、非ファイルベースのトロイの木馬、スパイウェア、アドウェア、キー ロガー

の影響、さまざまなタイプのマルウェア、およびゼロデイ アタックのほとんどを検出してブ

ロックすることができます。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 893ページのSA シリーズ SSL VPN アプライアンスを IDP との相互運用に設定する

Secure Access 環境での冗長性の確保

Secure Access のクラスタリング機能を使用して、Secure Access に冗長性を持たせることが

できます。この機能によって、複数のアプライアンスをクラスタとして配備し、万一障害が発

生した場合にもダウンタイムが生じないようにして、ユーザーの設定、システム設定、ユーザー

のセッション データの同期を行うステートフルな相互接続を確保しています。

これらのアプライアンスは、LAN または WAN 上でアクティブ/パッシブまたはアクティブ/アク

ティブ設定をサポートしています。アクティブ/パッシブ モードでは、一方の Secure Access

デバイスがアクティブにユーザーの要求に応え、もう一方の Secure Access デバイスが受動的

にバックグラウンドで静的データの同期を行います。アクティブ Secure Access デバイスがオ

フライン状態になると、スタンバイ状態の Secure Access デバイスが自動的にユーザー要求の

受信を開始します。アクティブ/アクティブ モードでは、クラスタ内のすべてのコンピュータ

が、外部ロード バランサまたはラウンド ロビン DNS から送られてきたユーザー要求をアク

ティブに処理します。ロード バランサは、クラスタ VIP をホスティングして、ソース IP ルー

ティングに基づいて、クラスタ グループに定義された Secure Access デバイスにユーザー要

求をルーティングします。1 台の Secure Access デバイスがオフライン状態になると、ロード

バランサが、アクティブな Secure Access デバイスの負荷を調整します。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

Secure Access インターフェースを会社の画面表示スタイルに合わせる

Secure Access デバイスによって、エンドユーザー インターフェースのさまざまな要素をカス

タマイズすることができます。カスタマイズ機能を使用して、Secure Access エンドユーザー

コンソールの外観を更新して、会社の標準的な Web ページまたはアプリケーションと同様の外

観にすることができます。
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たとえば、Secure Access デバイスが Secure Access サインイン ページとエンドユーザー コ

ンソールで表示するヘッダー、背景色、ロゴを、会社のスタイルに合わせて簡単にカスタマイ

ズすることができます。また、Secure Access がブックマークを表示する順序や、Secure Access

がユーザーに対して表示するヘルプ システムも簡単にカスタマイズすることができます。

あるいは、Secure Access エンドユーザー ホーム ページを（標準またはカスタマイズした形

式のいずれの方法でも）ユーザーに対して表示したくない場合には、ユーザーが Secure Access

コンソールに最初にサインインしたときに、ユーザーを別のページ（たとえば会社のイントラ

ネット）にリダイレクトすることができます。このオプションを使用する場合には、Secure

Access ブックマークへのリンクを新しいページに追加する必要が生じる場合があります。

Secure Access のサインイン ページをさらにカスタマイズしたい場合には、Secure Access の

カスタム サインイン ページ機能を使用することができます。Secure Access の管理コンソー

ルから設定を行う標準のカスタマイズ方法とは異なり、カスタム サインイン ページ機能では

ページに加えることができるカスタマイズの数に制限はありません。この機能を使用すれば、

HTML エディタを使用して、仕様に完全に一致するサインイン ページを開発することができま

す。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 21ページのSecure Access デバイスとその仲介対象のリソースの間をシームレスに統合する

• 909ページの管理者およびエンドユーザーのカスタム ユーザー インターフェース

さまざまなコンピュータとデバイス上のユーザーによる Secure Access の使用を可能にする

ユーザーは Windows、Macintosh、Linux オペレーティング システムを実行する標準的なワー

クステーションやキオスクから Secure Access デバイスにアクセスできるだけではなく、Secure

Access デバイスではエンドユーザーが i モードや Pocket PC などの PDA、携帯電話、スマー

トフォンからも Secure Access デバイスにアクセスできるようになっています。ユーザーが

PDA や携帯端末から接続する場合には、Secure Access デバイスは、設定に基づいて表示する

Secure Access ページと機能を決定します。

さまざまなデバイスに対して Secure Access が表示するページを指定する方法の詳細について

は、Juniper Networks Customer Support Center の SSL VPN OS Software ページで入手でき

る Secure Access Supported Platforms Document を参照してください。

関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 949ページの携帯端末と PDA の概要

国外のユーザーにも安全なアクセスを提供する

Secure Access デバイスは、英語（US）、フランス語、ドイツ語、スペイン語、簡体中国語、

繁体中国語、日本語、韓国語をサポートしています。Secure Access デバイスにサインインす

ると、Secure Access デバイスは、お使いの Web ブラウザの設定に基づいて、自動的に適切な

言語を検出して表示します。もしくは、エンドユーザーのローカライゼーションおよびサイン

イン ページのオプションを使用して、エンドユーザーに対して表示したい言語を手動で指定す

ることもできます。
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関連項目 16ページのSecure Access ソリューションの概要•

• 945ページのSecure Access の多言語サポートについて

Secure Access デバイスの構成

ユーザーが Secure Access アプライアンスの使用を開始できるようにするには、以下の基本的

な手順を完了する必要があります。

1. アプライアンスのプラグを差し込み、ネットワークに接続して、システムの初期設定とネッ

トワークの設定を行います。この迅速かつ簡単に行えるプロセスの詳細については、Secure

Access Quick Start Guide に記載されています。

2. Secure Access デバイスをネットワークに接続したら、システムの日付と時刻を設定し、最

新のサービス パッケージにアップグレードして、製品ライセンスをインストールする必要

があります。管理コンソールに初めてサインインしたときには、このプロセスを速やかに完

了できるように Secure Access は初期設定作業のためのガイドを表示します。

3. 製品ライセンスをインストールしたら、アクセス管理フレームワークを設定し、ユーザーが

認証を受けてリソースにアクセスできるようにする必要があります。次の設定手順を行いま

す。

a. ユーザーの名前とパスワードの確認を行う認証サーバーを定義します。

b. ユーザー グループに対してアクセス メカニズム、セッションのオプション、UI のオプ

ションを有効にするユーザー ロールを作成します。

c. Secure Access デバイスにサインインするのにユーザーが満たさなければならない条件

を指定するユーザー認証領域を作成します。

d. Secure Access デバイスにサインインするときにアクセスしなければならない URL と、

サインインしたときに表示されるページを指定するサインイン ポリシーを定義します。

e. リソースへのアクセスを制御し、そのリソースにアクセスできるユーザー ロールを指定

し、リソースにリンクするブックマークを含むリソース プロファイルを作成します。

Secure Access では、この処理を速やかに完了できるようにするタスク ガイドを管理コン

ソールに用意しています。このタスク ガイドにアクセスするには、管理コンソールの右上

端にある Guidance リンクをクリックします。Recommended Task Guides で Base

Configuration を選択します。

これらの基本的な手順を完了したら、Secure Access アプライアンスの使用準備が完了します。

そのまま使用を開始するか、エンドポイントの保護やクラスタリングなど、追加の高度な機能

を設定することができます。

関連項目 4ページのSA シリーズ アプライアンスのコンセプトとベスト プラクティスを理解するため

にテスト シナリオを作成する

•
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Network and Security Manager と Infranet Controller

Network and Security Manager (NSM) は Juniper Networks のネットワーク管理ツールであ

り、ネットワーク アプライアンスの分散管理を行います。NSM アプリケーションを使用して、

集中ステータス管理、ロギング、レポーティング、および Secure Access の設定管理を行えま

す。

NSM では、Secure Access 管理コンソールで設定できるほとんどのパラメータを管理できます。

NSM で表示される設定画面は、Secure Access のネイティブ インターフェースに類似していま

す。

NSM には幅広い設定管理フレームワークが組み込まれており、他の方法を使った共通管理が可

能です。Secure Access の管理コンソール インターフェースを通して XML のインポート・エ

クスポートができ、または Secure Access の管理コンソールから管理が可能です。

Infranet Controller と NSM との間の通信

Secure Access と NSM アプリケーションは、デバイス管理インターフェース（DMI）を介して

通信します。DMI とは、共通トランスポート（TCP)で実行されるスキーマ ドリブン プロトコ

ルの集まりです。DMI は、Juniper Networks のプラットフォームで、全管理領域について一貫

したデバイス管理を行えるよう設計されています。サポートされている DMI プロトコルには、

NetConf（インベントリ管理、XML ベース設定、テキストベース設定、アラーム モニター、お

よびデバイス固有のコマンド用）、structured syslog、ネットワーク プロファイリング用脅

威フローが含まれます。DMI は サードパーティの DMI スタンダードを組み入れたネットワー

ク管理システムをサポートしていますが、サポートできるのはデバイス毎に 1 つの DMI ベー

スのエージェントだけです。

Secure Access の設定は、設定項目の階層型ツリーとして表示されます。この構造は XML で表

現され、これは NetConf で操作できます。NetConf は、XML を使用するネットワーク管理プロ

トコルです。DMI は NetConf の一般設定管理能力を使用して、デバイスのリモート設定に使用

します。

NSM により、DMI プロトコルを使用して Secure Access を管理するには、Juniper Schema

Repository からスキーマおよびメタデータ ファイルをインポートしなければなりません。

Juniper Schema Repository は、デバイスのリリース毎にアップデートされる公開リソースで

す。Secure Access の現在のスキーマのダウンロードに加えて、NSM は、アップグレードされ

たソフトウェアをダウンロードする場合もあります。

Schema Repository は、各デバイス、モデル、およびソフトウェア バージョン用に定義された

XSD ファイルおよび XML ファイルへのアクセスを可能にします。

NSM との通信を行う前に、まず Secure Access の初期設定を行う必要があります。初期設定に

は、ネットワーク インターフェース設定や、DNS の設定、ライセンシング、パスワード管理な

どがあります。

複数の Secure Access デバイスをクラスタ環境で設定する場合、まず NSM Cluster Manager

でクラスタ アブストラクションを作成する必要があります。次に、個々のノードを追加できま

す。NSM は、クラスタ メンバーシップを自動検出できません。

ネットワーク設定の初期設定が完了したら、適切なネットワーク情報を使用して、Secure Access

と NSM との間の通信を設定することができます。Secure Access と NSM との間の通信を設定
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したら、Secure Access は NSM にコンタクトし、初期 TCP ハンドシェイクにより DMI セッ

ションを確立します。

データ整合性を確保するため、Se と NSM との間の通信はすべて、SSH を通じて行われます。

Secure Access が初めて NSM にコンタクトし、TCP セッションが確立されると、Secure Access

と NSM との間の対話は NSM 側から行われ、NSM が、Secure Access デバイスのハードウェア、

ソフトウェア、ライセンスの詳細情報を得るためコマンドを発行します。NSM は Schema

Repository に接続して、Secure Access デバイスに特有の設定スキーマをダウンロードしま

す。

次に、NSM は、Secure Access デバイスから設定情報を取得するコマンドを発行します。NSM

が、クラスタのメンバーとして複数の Secure Access デバイスからコンタクトされた場合、1

台のクラスタ デバイスの情報のみを収集します。NSM は、Juniper Networks からのスキーマ

に対して、Secure Access デバイスから受け取った設定を検証しようと試みます。

Secure Access デバイスと NSM が通信中は、Secure Access デバイスは、syslog とイベント

情報を NSM に送信します。

NSM と Secure Access デバイスが接続された後、NSM を使わず、直接 Secure Access デバイ

ス上で設定を変更できます。NSM は、自動的にこれらの変更を検出し、新しい設定データをイ

ンポートします。同様に、Secure Access クラスタ メンバーへの変更も、NSM が検出します。

NSM を通じて Secure Access の設定を変更する場合、Update Device を実行して、その変更を

デバイスに転送する必要があります。

デバイス マネジャーの Secure Access デバイス アイコンをダブルクリックし、Config タブ

を選択すると、メイン表示領域に、Secure Access インターフェース上に表示されるアイテム

と同じ向きに、構成ツリーが表示されます。

使用可能なサービスと設定オプション

Secure Access は、以下のサービスとオプションを NSM に提供しています。

• インベントリ管理サービス — インベントリ管理サービスは、Infranet Controller のソフト

ウェア、ハードウェア、およびライセンス詳細の管理を行います。ライセンスの追加や削除、

あるいはソフトウェアのアップグレード/ダウングレードはできません。

• ステータス モニター サービス — ステータス モニター サービスは、名前やドメイン、OS

のバージョン、同期ステータス、接続の詳細、現在のアラームなど、Secure Access デバイ

スのステータスを取得します。

• ロギング サービス — ロギング サービスは、時系列で Secure Access のログを取得します。

Secure Access デバイスで設定されたロギング設定詳細は、NSM に適用されます。

• XML ベース構成管理サービス — 設定管理サービスは、Secure Access デバイスの設定を管理

します。NSM は、Secure Access と同じ XML スキーマを使用します。したがって、Secure

Access デバイスからダウンロードされた XML ファイルを使用して、NSM をトラブルシュー

ティングできます。
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以下のデバイス設定アイテムはサポートしていません。

• ライセンス情報の編集（ライセンスの表示は可能です）

• クラスタの作成、クラスタへのノードの追加、またはクラスタ ノードの有効化・無効化

• リモート分析用のログ ファイルまたはデバッグ ファイルのパッケージ化

• Secure Access デバイスの再起動

Secure Access デバイスとの DMI 通信

Secure Access デバイスの NSM との通信を設定するには、Secure Access デバイス管理者と

NSM 管理者との間のアクションを調整する必要があります。IP アドレスやパスワード、HMAC

鍵（ワンタイム パスワード）、デバイス ID などを、Secure Access デバイスと NSM の管理

者間で共有する必要があります。

Secure Access デバイスと NSM を接続するには、以下を行う必要があります。

• Secure Access デバイスをインストールし、設定する。

• NSM で Secure Access をデバイスとして追加する。

• Secure Access デバイス上で DMI エージェントを設定し、アクティブにする。

• 接続を確認し、Secure Access の構成を NSM にインポートする。

関連項目 27ページの初回 DMI 接続用の Secure Access の設定•

• 29ページのラージ バイナリデータ ファイルの管理

• 30ページのラージ バイナリデータ ファイルのアップロードと NSM とのリンク

初回 DMI 接続用の Secure Access の設定

Secure Access と NSM 間の初回接続を行うためには、Secure Access の構成に NSM 管理ユー

ザーを追加する必要があります。このセクションでは、Secure Access デバイスと NSM 間の通

信を行うため、NSM 管理者を追加し、DMI エージェントを設定する方法を概説します。ユーザー

認証のための Secure Access デバイスの全設定については、このセクションの説明の範囲外で

す。

Secure Access と NSM 間の通信のため、DMI セッションを開始するには、次の操作を行いま

す。

1. 基本的な接続情報（ネットワーク アドレス、DNS、パスワード）が Secure Access デバイ

スで設定されていることを確認します。

2. Secure Access デバイスに適切なライセンスがインストールされていることを確認します。

3. 他の NSM UI クライアント デバイス マネージャから、Add アイコンをクリックし、Device

を選択して、Add Device ウィザードを開き、NSM に Secure Access デバイスを追加するた

めに必要な情報を入力します。Network and Security Manager Administration Guide を参

照してください。
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注: NSM UI クライアントに一意の NSM 管理ユーザー名とパスワードを入力する

必要があります。Secure Access デバイスは、このユーザー名を Secure Access

デバイスの管理に使用する管理者アカウント用のユーザー名として使用します。

NSM は、Secure Access との通信の中断を避けるため、一意のアカウント ログ

インを使用する必要があります。NSM は、HMAC 鍵に使用する一意の ID を自動

的に生成します。

4. Secure Access の管理者コンソールから Authentication > Auth. servers を選択し、該当

の認証サーバーで NSM について入力した資格情報を使って、NSM 管理者のユーザー名とパ

スワードを入力します。NSM UI クライアントで入力した NSM ユーザー名とパスワードを使

用してください。

注: パスワード ベースの認証サーバーのみを使用できます。ワンタイム パス

ワード認証はサポートしていません。

5. Administrators > Admin Roles を選択し、DMI エージェント管理者ロールを作成します。

6. Administrators > Admin Realms を選択して、Secure Access デバイス上で DMI エージェ

ント用の新しい DMI エージェント管理者領域を作成します。そして、ロール マッピングを

使用し、DMI エージェントのロールと領域を関連付けます。

7. NSM インターフェースで、Domain メニューを選択し、Secure Access デバイスを追加する

ドメインを選択します。

8. デバイス マネージャで、Add アイコンをクリックし、Device を選択して、Add Device ウィ

ザードを開き、NSM に Secure Access デバイスを追加するために必要な情報を入力します。

Network and Security Manager Administration Guide を参照してください。

注:

• クラスタ環境では、各クラスタ ノードに一意の DMI エージェントおよびデバ

イス ID と HMAC 鍵が必要です。これは、各クラスタ ノード自体が管理アプ

リケーションに対する持続的な DMI 接続を維持するためです。

• HMAC 鍵とデバイス ID は、アプリケーションに対して個々のデバイスを識別

させるため、ハッシングされます。Juniper では、HMAC 鍵を推測されないよ

うにするため、鍵の値として強いパスワードを使用することをお勧めします。

9. NSM に Secure Access デバイスを追加した後、Secure Access 管理者コンソールで System

> Configuration > DMI Agent を選択します。

10. DMI connection で次を選択します。

• Secure Access デバイスを管理するために SSH セキュア シェル コマンド ライン イン

ターフェース（CLI）を使用している場合は、Inbound Enabled チェックボックスを選択

します。Juniper Network の DMI 仕様に準拠し SSH が認識する netconf を統合して、

Secure Access デバイスを管理することもできます。

• NSM と通信するように Secure Access デバイスを設定している場合は、Outbound Enabled

チェックボックスを選択します。
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注: 接続を有効または無効にするとき、接続状態が更新されるのに数分かかりま

す。

11.着信接続用の DMI 設定で、Secure Access デバイスが接続を受け付ける TCP ポートを入力

します。この TCP ポートは、他の Secure Access プロセスが使用してはいけません。デ

フォルト ポートまたは 1024 より大きいポート番号の使用をお勧めします。

12.送信接続用の DMI 設定で、NSM プライマリ サーバー IP アドレスまたはホスト名、プライ

マリ ポート、バックアップ サーバーとバックアップ ポート（該当する場合）、デバイス

ID、HMAC 鍵を入力します。

13. DMI エージェント用に設定した管理者領域を選択します。

Secure Access デバイスが NSM への TCP 接続を開始します。HMAC 鍵とデバイス ID のハッ

シュにより Secure Access デバイスが NSM に対して識別されたら、Secure Access デバイス

と NSM が SSH トンネルをネゴシエートし、NSM がユーザー名とパスワードに基づき Secure

Access デバイスに対して認証を要求します。

NSM からデバイスを切断する必要がある場合は、デバイスから DMI エージェントを無効化する

か、NSM インターフェースからデバイスを削除します。後日、DMI 接続を確立する場合、NSM

は、その間に蓄積されたログおよび設定変更を自動的に取得します。

NSM に Secure Access クラスタを追加するには、まずクラスタを追加してから、各メンバーを

追加します。メンバーの追加は、スタンドアロン Secure Access デバイスの追加に似ていま

す。NSM によるクラスタへのアクセスを可能にするためには、クラスタ オブジェクトおよび

NSM で定義されたすべてのクラスタ メンバーが必要です。

ラージ バイナリ データ ファイルの管理

Secure Access の設定の一部を構成している大きなバイナリ データ ファイルは、NSM の残り

の設定とは異なった扱いをします。これらのバイナリ ファイルはサイズが大きいため、設定情

報が大きくなりすぎ、NSM サーバー上のリソースがオーバーロードになる可能性があります。

したがって、ユーザーが指定したラージ バイナリ ファイルのみが NSM にインポートされ、こ

れらのファイルが共有オブジェクトとして設定されて、複数デバイスに使用される場合の重複

を避けています。

NSM では、通常のデバイス インポート作業中、ラージ バイナリ データ ファイルは、他の設

定情報と一緒にインポートされません。ファイルは、デバイス構成ツリーに、MD5 ハッシュと

ファイル長指定を含むスタブで表示されます。このファイルを NSM で管理する必要がある場

合、ファイルを別々にアップロードして、共有オブジェクトとして設定します。ファイルを NSM

のデバイス オブジェクトに入れるには、デバイス構成ツリー内のノードと共有バイナリ デー

タ オブジェクトの間にリンクを確立する必要があります。リンクを確立すると、MD5 ハッシュ

とファイル長が、共有バイナリ データ オブジェクトのポインタに変わります。

リンクを確立すると、Update Device 指示が、すべてのリンク済みバイナリ データ ファイル

を、デバイスの他の設定情報とともにデバイスに転送します。まだ MD5 ハッシュとファイル長

指示子が含まれるノードには、バイナリ データは転送されません。

NSM からラージ バイナリ データ ファイルを管理する必要がない場合、デバイス オブジェク

ト設定に入れる必要はありません。たとえば、Secure Access 上にホストされている Java ア
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プレットを持っており、このアプレットをアップロードするつもりがないとします。この場合、

共有オブジェクトの作成やファイルのアップロードは必要ありません。NSM デバイス オブジェ

クトには、これらのエンドポイントについて MD5 ハッシュ スタブのみが含まれます。NSM と

デバイス間のデルタ設定操作は、NSM 内の MD5 ハッシュがデバイスのファイルと一致するの

で、同一の設定を示します。同じ理由により、Update Device 指示はデバイスに影響を与えま

せん。

関連項目 30ページのラージ バイナリ データ ファイルのアップロードと NSM とのリンク•

NSM でのラージ バイナリ データ ファイルのアップロードとリンク

このトピックでは、ラージ バイナリデータ ファイルのダウンロードと、そのファイルを Secure

Access デバイスの設定ツリーにリンクする全手順について説明します。

ラージ バイナリデータ ファイルをアップロードし、リンクするには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、デバイス アイコンを右クリックし、リストから Import Device

を選択して、Secure Access デバイスの設定情報をインポートします。

インポートが終わると、デバイス オブジェクト設定には、各ラージ バイナリデータ ファ

イル用の MD5 スタブが含まれます。

2. 必要とする各ラージ バイナリデータ ファイルを NSM クライアント ワークステーションに

アップロードします。

Secure Access デバイスからいくつかのファイルを取得する必要があります。ESAP 設定ファ

イルなどの他のファイルは、元のサイトからダウンロードします。Secure Access からバイ

ナリ ファイルをアップロードするにはデバイス Web UI を使用します。

3. バイナリ ファイル用に、NSM オブジェクト マネージャ内に共有オブジェクトを作成するに

は、次の操作を行います。

a. NSM のナビゲーション ツリーの Configure パネルから、Object Manager > Binary data

を選択し、Add アイコンをクリックします。

b. Binary Data ダイアログボックスにオブジェクト名を入力し、オブジェクト アイコンの

色を選択し、必要に応じてコメントを追加して、ステップ 2 でアップロードしたファイ

ルを選択します。OK をクリックします。

4. 以下の方法で、共有オブジェクトをデバイス設定ツリー内の対応するノードにリンクさせま

す。

a. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor

を開き、Configuration タブを選択します。

b. 設定内のバイナリ ファイルをロードしたいノードまで移動します。

たとえば、ESAP パッケージをロードするには、Authentication を展開して、Endpoint

Security を選択します。Host Checker タブで Endpoint Security Assessment Plug Ins

を選択し、Add アイコンをクリックします。

c. 共有オブジェクトを選択します。
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ESAP の例を続けるには、New Endpoint Security Assessment Plug Ins ダイアログボッ

クス内にバージョン番号を入力し、Path to Package リストから共有バイナリ データを

選択します。このリストには全ての共有バイナリ データ オブジェクトが含まれます。

OK をクリックします。

必要なオブジェクトがリスト内にない場合は、Add アイコンをクリックして、共有バイ

ナリ データ リストに追加することができます。ステップ 3 と同様に Binary Data ダ

イアログボックスが表示されます。

d. 新しい設定リンクを保存するには OK をクリックします。

関連項目 29ページのラージ バイナリ データ ファイルの管理•

NSM でのカスタム サインイン ページのインポート

カスタム サインイン ページ機能はライセンスされた機能であり、Secure Access デバイスに

付属のサインイン ページを変更せずに、独自のアクセス ページを使用できます。

Secure Access 設定ツリーからカスタム サインイン アクセス ページを含む共有オブジェクト

へのリンクを作成するには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Signing In を展開します。

4. Sign in Pages を展開します。

5. Users/Administrator Sign in Pages を選択し、右ペインの Add アイコンをクリックしま

す。

6. アクセス ページ名を入力します。

7. Custom Sign in Pages を選択します。

8. Custom Pages Zip File リストから共有バイナリ データ オブジェクトを選択します。

9. OK を一度クリックするとリンクが保存され、もう一度クリックすると設定が保存されます。

Secure Access 設定ツリーからカスタム サインイン ミーティング ページを含む共有オブジェ

クトへのリンクを作成するには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Signing In を展開します。

4. Sign in Pages を展開します。

5. Meeting Sign in Pages を選択し、右ペインの Add アイコンをクリックします。

6. サインイン ミーティング ページ名を入力します。
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7. Custom Sign in Page を選択します。

8. Blob リストから共有バイナリ データ オブジェクトを選択します。

9. OK を一度クリックするとリンクが保存され、もう一度クリックすると設定が保存されます。

関連項目 222ページのサインイン ページの設定•

NSM でのウイルス対策ライブアップデート設定のインポート

Juniper Downloads Web サイト

（https://download.juniper.net/software/av/uac/epupdate_hist.xml）から最新の AV ライブアッ

プデート ファイルを取得します。

Juniper Download Web サイト

（https://download.juniper.net/software/hc/patchdata/patchupdate.dat）から最新のパッチ

ファイルを取得します。

Secure Access デバイス設定ツリーからウイルス対策（AV）ライブアップデート ファイルを含

む共有オブジェクトへのリンクを作成するには、次の操作を行います。

1. デバイスマネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Endpoint Security を選択します。

4. Host Checker タブから Live Update Settings を選択します。

5. Manually import virus signature リストから共有バイナリ データ オブジェクトを選択し

ます。

6. OK をクリックして設定を保存します。

Secure Access 設定ツリーから AV パッチ ライブアップデート ファイルを含む共有オブジェ

クトへのリンクを作成するには、次の操作を行います。

1. デバイスマネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Endpoint Security を選択します。

4. Host Checker タブから Live Update Settings を選択します。

5. Manually import patch management data リストから共有バイナリ データ オブジェクトを

選択します。

6. OK をクリックして設定を保存します。

関連項目 33ページのNSM でのサードパーティ ホストチェッカー ポリシーのアップロード•

• 262ページのホストチェッカーと Trusted Network Computing
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NSM でのエンドポイント セキュリティ評価プラグイン（ESAP）パッケージのインポート

Secure Access デバイスのエンドポイント セキュリティ評価プラグイン（ESAP）は、エンドポ

イント上のサード パーティのアプリケーションが、ホストチェッカー ポリシーで設定した既

定の規則に違反していないかをチェックします。

Juniper Networks Customer Support Center から、エンドポイント セキュリティ評価プラグ

インを NSM クライアント コンピュータにアップロードするには、次の操作を行います。

1. https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/ ページを開きます。

2. Customer Support Center にアクセスするには、Juniper Networks Support アカウントの

ユーザー名とパスワードを入力します。

3. ESAP リンクをクリックします。

4. ESAP Download Page リンクをクリックします。

5. 必要とする ESAP リリースに移動します。

6. プラグインの zip ファイルをご使用のコンピュータにアップロードします。

Secure Access 設定ツリーから ESAP パッケージを含む共有オブジェクトへのリンクを作成す

るには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Endpoint Security を選択します。

4. Host Checker タブで Endpoint Security Assessment Plug Ins を選択し、Add アイコン

をクリックします。

5. New Endpoint Security Assessment Plug Ins ダイアログボックスに、ESAP のバージョン

番号を入力します。

6. Path to Package リストから共有バイナリ オブジェクトを選択します。

7. OK を一度クリックするとリンクが保存され、もう一度クリックすると設定が保存されます。

NSM でのサードパーティ ホストチェッカー ポリシーのアップロード

デバイスがパッケージの定義ファイルを認識できるようにするには、以下を行う必要がありま

す。

1. パッケージ定義ファイルに名前を MANIFEST.HCIF と付け、ファイルを META INF という名前

のフォルダに収めます。

2. ホストチェッカー ポリシー パッケージを zip アーカイブ形式で作成します。アーカイブ

には、META INF フォルダを含める必要があります。このフォルダには、MANIFEST.HCIF

ファイルに加え、インターフェース DLL やその他の初期化ファイルを格納します。たとえ

ば、ホストチェッカー ポリシー パッケージに以下を含めます。

META INF/MANIFEST.HCIF
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hcif myPestPatrol.dll

hcif myPestPatrol.ini

3. ホストチェッカー パッケージを NSM 共有オブジェクトにアップロードします。NSM 共有オ

ブジェクトに、異なる MANIFEST.HCIF ファイルを格納した複数のポリシー パッケージを

アップロードすることができます。

注: 一度ホストチェッカー ポリシー パッケージを NSM 共有オブジェクトにアッ

プロードすると、パッケージの内容を修正できません。修正する場合、パッケー

ジをローカル システムで修正してから、修正したバージョンを NSM にアップ

ロードする必要があります。

4. オプションを使用して、ポリシーを領域、ロール、あるいはリソース レベルで適用します。

パッケージそのものがクライアント コンピュータにインストールされて実行されているか

どうかを確認する場合（パッケージの特定のポリシーのパスまたは失敗でなく）、ポリシー

パッケージをアップロードしたときに指定した名前（例: myPestPatrol）を使用できます。

パッケージの特定のポリシーを実行するには、構文 package name.policy name を使用しま

す。たとえば、myPestPatrol パッケージの FileCheck ポリシーを実行するには、

myPestPatrol.FileCheck を使用します。

関連項目 262ページのホストチェッカーと Trusted Network Computing•

NSM でのサードパーティ ホストチェッカー ポリシー共有オブジェクトへのリンク

Secure Access デバイス設定ツリーからサードパーティ ホストチェッカー ポリシーを含む共

有オブジェクトへのリンクを作成するには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Endpoint Security を選択します。

4. Host Checker タブで、Settings タブを選択し、Policies ボックスの Add アイコンをク

リックします。

5. Policy type リストから、3rd Party Policy を選択します。

6. ポリシーに名前を付けます。

7. Package リストから共有バイナリ データ オブジェクトを選択します。

8. OK をクリックして設定を保存します。

関連項目 262ページのホストチェッカーと Trusted Network Computing•
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NSM での Secure Virtual Workspace 壁紙共有オブジェクトへのリンク

Secure Access 設定ツリーから Virtual Workspace 壁紙を含む共有オブジェクトへのリンクを

作成するには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Authentication を展開します。

3. Endpoint Security を選択します。

4. Host Checker タブで、Settings タブを選択し、Policies ボックスの Add アイコンをク

リックします。

5. Policy type リストから Secure Virtual Workspace Policy を選択します。

6. Options タブを選択します。

7. Desktop wallpaper image リストから共有バイナリ データ オブジェクトを選択します。

8. OK をクリックして設定を保存します。

関連項目 317ページのSecure Virtual Workspace を有効にする•

NSM でのホステッド Java アプレットのインポート

別途 Web サーバーをホストとして使用せずに、選択した Java アプレットを NSM に共有オブ

ジェクトとして保存することができます。これらのアプレットを使用すると、Secure Access

デバイスからトラフィックをさまざまなタイプのアプリケーションに仲介できます。たとえば、

3270 アプレット、5250 アプレット、または Citrix Java アプレットを共有 NSM オブジェク

トにアップロードできます。これらのアプレットにより、ユーザーはターミナル エミュレータ

から IBM メインフレーム、AS/400、Citrix MetaFrame サーバーへのセッションを確立できま

す。IVE セッション から Citrix Java ICA クライアントを有効化するには、複数の Citrix

.jar ファイルおよび .cab ファイルをアップロードするか、Citrix Terminal Services リソー

スプロファイルを Java アプレットをホストするよう設定する必要があります。

個々の.jar ファイルおよび .cab ファイルを NSM 共有オブジェクトにアップロードするか、

または zip、.cab、または .tar アーカイブ ファイルをアップロードします。アーカイブ ファ

イルには、Java アプレットやアプレットが参照するファイルを含めることができま

す。.zip、.cab、または.tar ファイルでは、Java アプレットはアーカイブの最上位に置かれ

ている必要があります。

Sun と Microsoft の Java Virtual Machines（JVM）の互換性を確保するには、.jar と .cab

の両ファイルをアップロードする必要があります。Sun JVM は .jar ファイルを使用し、

Microsoft JVM は .cab ファイルを使用します。
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注: Java アプレットを NSM にアップロードする場合、NSM は、アプレットのイン

ストールを完了する前に契約書を読むよう要求します。この同意書は、アップロー

ドする Java アプレットについての適法性、運用、サポートについて全責任を負う

ことを義務付けているので、注意してお読みください。

Java アプレットをアップロードするには、クライアント アプリケーションをダウ

ンロード、インストール、起動するブラウザで、署名済み ActiveX あるいは署名済

み Java アプレットが有効に設定されている必要があります。

Secure Access デバイス設定ツリーから Java アプレットを含む共有オブジェクトへのリンク

を作成するには、次の操作を行います。

1. デバイス マネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Users を展開します。

3. Resource Profiles を展開します。

4. Hosted Java Applets を選択し、右ペインの Add アイコンをクリックします。

5. アプレットおよびファイルのそれぞれに名前を付けます。

6. Applet file to be uploaded リストから共有バイナリ データ オブジェクトを選択します。

7. OK を一度クリックするとリンクが保存され、もう一度クリックすると設定が保存されます。

関連項目 335ページのホステッド Java アプレット テンプレートについて•

• 336ページのタスク サマリー:Java アプレットのホスティング

NSM でのカスタム Citrix Client .cab ファイルのインポート

カスタム Citrix Client ファイルは、Secure Access デバイスからの Citrix クライアントの

提供を可能にします。エンドユーザーのマシンに事前インストールしたり、他の Web サーバー

からダウンロードしたりする必要がありません。

Secure Access デバイス設定ツリーからカスタム Citrix .cab ファイルを含む共有オブジェク

トへのリンクを作成するには、次の操作を行います。

1. デバイスマネージャで、Secure Access デバイスをダブルクリックして device editor を

開き、Configuration タブを選択します。

2. Users を展開します。

3. User Roles を選択します。

4. Global Role Options タブを選択します。

5. Global Terminal Services Role Options タブで、Citrix Client CAB File リストから共

有バイナリ データ オブジェクトを選択します。

6. OK をクリックして設定を保存します。
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関連項目 112ページのCitrix XenDesktop リソース ポリシーの設定•

• 352ページのCitrix Web アプリケーションでリソース プロファイルを作成する

Junos Pulse の概要

Junos Pulse は、OAC や NC に取って代わるものではなく、OAC と共に使用できる接続方法を

すべてサポートします。（Layer 2 および Layer 3 接続、有線および無線接続）。また、Junos

Pulse は、UAC クライアントとして、静的・動的な IPsec およびソース IP 強制をサポートし

ます。UAC との 802.1X 接続は、ネイティブ Windows サプリカントのコンポーネントを使用す

ることにより、Windows XP SP3、Windows Vista、および Windows 7 上でサポートされます。

Junos Pulse は、SA シリーズ デバイスへの SSL VPN トンネル用の SSL トランスポートをサ

ポートします。

Junos Pulse の最初のリリースは、OAC と NC と同等の機能を提供しません。ただし、Junos

Pulse クライアントの今後のリリースには、既存の OAC と NC の機能のサブセットを組み込み

ます。

Junos Pulse は、既存の WX Client ソフトウェアと同じクライアント WAN 最適化サービスを

提供します。

セッション移行

Junos Pulse の主な長所の 1 つは、ユーザーが、ネットワーク上のデバイスを通して一度ログ

インすれば、再認証なしに他のデバイスにアクセスできる点です。

Junos Pulse を使用すると、ユーザーは、再認証なしに、場所から場所へと移行できます。た

とえば、自宅から SA シリーズ デバイスに接続すると、職場に到着して、再度ログインしなく

ても、IC シリーズ デバイスを通して接続できます。また、セッション移行によって、繰り返

し資格情報を提供しなくても、Juniper Networks デバイスが保護する、ネットワーク内の様々

なリソースにアクセスできます。ユーザーに対してセッション移行を有効にするには、IF MAP

Federation が必要です。

場所認識

場所認識機能を使用すると、エンドポイントの場所に基づいて、自動的にアクティブ化される

接続を定義できます。Pulse は、定義される場所認識規則 を評価することにより、エンドポイ

ントの場所を判断します。場所認識規則は、クライアントの IP アドレスおよびインターフェー

スをベースにします。たとえば、Junos Pulse が、ユーザーが自宅にいるときに限り、SA シ

リーズ デバイスを通して企業ネットワークへの安全なトンネルを自動的に確立でき、ユーザー

が LAN 上の企業ネットワークに接続しているときは、UAC 接続を確立できる、といったような

規則を定義できます。場所認識機能を設定するには、個々の接続の場所認識規則を定義します。

場所認識規則は、アクセス・デバイス上で定義され、次にエンドポイントに配布される接続に

利用できます。ユーザーは、Junos Pulse クライアント上で手動で接続を作成することにより、

場所認識機能を設定することはできません。

Junos Pulse 上のセキュリティ証明書

ユーザーは、CA サーバーを追加したり、サーバー リストを管理したりできません。ブラウザ

が証明書を扱うのと同じように、Pulse が証明書を扱います。Pulse の動的証明書信用オプショ
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ンが接続に有効な場合、エンドポイントの証明書ストアで定義された認証機関からの証明書で

なければ、ユーザーは、提示された証明書を受理または拒否できます。

802.1X 接続は、証明書検証のさらなるレイヤ上で有効です。アクセス デバイス上の 802.1X

接続を定義するとき、各 CA にサーバー証明書識別名を指定できます。

ユーザー側

ユーザー側からは、Junos Pulse は、クリーンで簡単なインターフェースを提供します。ユー

ザーは、資格情報の入力、領域の選択、設定の保存、サーバー証明書の受理または拒否ができ

ます。クライアントを設定するとき、エンドユーザーに接続の追加などの設定変更を許可する

かどうかを指定できます。

接続が行われるまで、クライアントは接続ステータスを表示します。エンドポイントがホスト

チェッカー ポリシーに不合格であった結果、接続が失敗した場合、ホストチェッカー理由文字

列と修復オプションが表示されます。

プラットフォーム サポート

次の Juniper Networks デバイスは、Junos Pulse リリース 1.0 をサポートします。

• Unified Access Control 4.0 以降

• SA シリーズ デバイス 7.0 以降

• WX シリーズ JWOS 6.1 以降

• SRX シリーズ 9.5

Junos Pulse クライアントは、Windows XP SP3 32、Windows Vista SP1/2 32 および 64、Windows

7 上でサポートされています。

注: SRX シリーズ デバイスから Junos Pulse クライアント ソフトウェアを設定、

配備する機能は、まだ利用できませんが、エンドポイントは、Junos Pulse クライ

アント ソフトウェアを使用して、Junos OS リリース 9.5 を実行している SRX シ

リーズ デバイスに接続できます。接続タイプ「Firewall」を使用する接続を作成

し、サポート対象のアクセス デバイスからこれらの接続を配備できます。

セキュリティ ソフトウェアをインストールしたエンドポイントに Junos Pulse をダウンロードする

エンドポイント セキュリティ ソフトウェアがインストールされている場合、設定により ActiveX

コントロールを起動できない場合があります。この場合、ブラウザ ベースの Junos Pulse イ

ンストール方法が使用できません。たとえば、Kaspersky 2010 では、ユーザーは、Kaspersky

クライアントの My Security Zone からブラウザを手動で削除し、インストールの実行を可能

にする必要があるかもしれません。

関連項目 40ページのJunos Pulse 設定の概要•

• 43ページのクライアント接続セットのオプション

• 46ページのクライアント接続セットの作成

• 39ページのロール向けの Junos Pulse クライアントの設定
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ロール向けの Junos Pulse クライアントの設定

クライアントと共に配布したい接続およびコンポーネントを指定したら、エンドポイントにク

ライアントを配備できます。ダウンロードを受領するためのロールにユーザーを割り当てるか、

または、カスタム インストーラ パッケージを作成して、ユーザーに配布します。40ページの

「クライアント インストーラ パッケージ」 を参照してください。

ロールの割り当てによって、エンドポイント向けに Junos Pulse クライアントを設定するに

は、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles > New User Role を選択するか、既存のロールを

選択します。

2. 新規ロールには名前を入力します。

3. Save Changes をクリックします。ロール設定オプションが表示されます。

4. Agent タブを選択します。

5. Install Junos Pulse オプション ボタンを選択します。

6. Save Changes をクリックします。新しい Junos Pulse 設定タブが表示されます。

7. （オプション）作成したコンポーネント セットを選択するか、デフォルトのコンポーネン

ト セットを使用するか、または none を選択します。none を選択した場合、インストーラ

パッケージを作成し、ユーザーに配布する必要があります。

8. Users > User Realms > 領域を選択 > Role Mapping > New Rule を選択して、自分が設定

したロールに Junos Pulse ユーザーをマッピングするロール マッピング規則を設定しま

す。

SA シリーズ アプライアンス上で、ロールの割り当てによって、エンドポイント向けに Junos

Pulse クライアントを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles > New User Role を選択するか、既存のロールを

選択します。

2. 新規ロールには名前を入力します。

3. Save Changes をクリックします。ロール設定ページが表示されます。

4. General Overview タブから Junos Pulse のオプション ボタンを選択します。

5. Options ハイパーリンクをクリックします。

6. Junos Pulse Settings を選択します。

7. （オプション）作成したコンポーネント セットを選択するか、デフォルトのコンポーネン

ト セットを使用するか、または none を選択します。none を選択した場合、インストーラ

パッケージを作成し、ユーザーに配布する必要があります。

8. Users > User Realms > 領域を選択 > Role Mapping > New Rule を選択して、自分が設定

したロールに Junos Pulse ユーザーをマッピングするロール マッピング規則を設定しま

す。

関連項目 43ページのクライアント接続セットのオプション•
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• 46ページのクライアント接続セットの作成

• 51ページのクライアント コンポーネント セットの作成

• 40ページのクライアント インストーラ パッケージ

クライアント インストーラ パッケージ

クライアント接続セットを作成し、クライアント コンポーネント セット内の設定を組み込ん

だ後、インストーラ パッケージを作成できます。ただし、ユーザーにロールを割り当てたとき

に、クライアントを自動的にダウンロードしたい場合を除きます。作成するには、IC シリーズ

デバイスを管理するのに使用する事前構成ユーティリティを PC にダウンロードしインストー

ルします。このユーティリティを使用して、設定およびコンポーネントをインストーラにまと

め、ユーザーに配布できるようにします。

Juniper Networks アプリケーションの jnprmkpreconfig プログラムがインストールされてい

る場合は、このアプリケーションを使用して、実際のクライアント インストーラを作成できま

す。インストール パッケージを作成するときは、gzipped tar (.tgz) ファイルが構成され、

PC に配布されます。jnprmkpreconfig プログラムは、起動すると、preconfig.jnprpreconfig

という名前のダウンロードされたパッケージをロードします。jnprmkpreconfig プログラムは、

ファイルを抽出し、MSI インストーラを生成します。インストーラのファイル名を入力するよ

う指示されます。その後、ユーザーに MSI インストーラを配布できます。

これらの手順に従い、事前に設定されたクライアントで No components を選択すると、設定の

更新を作成できます。この場合、クライアントは更新されますが、新しいコンポーネントは設

定に適用されません。

関連項目 52ページのインストーラの作成•

Junos Pulse 設定の概要

ユーザーに Junos Pulse をプロビジョニングする方法の 1 つに、ユーザー ロールの割り当て

があります。ロールのエージェント オプションとして Junos Pulse を選択すると、ユーザー

はクライアントを自動的にダウンロードできます。ユーザーがアクセス デバイスの Web ポー

タルに接続すると、ダウンロードが行われます。Junos Pulse ダウンロードを含む新しいロー

ルを設定して、新しいクライアントへユーザーを徐々に移行させることができます。次に、管

理された配備におていユーザーを新しいロールに移行させることができます。

カスタム Junos Pulse パッケージをユーザーにプロビジョニングするには、1 つ以上の接続を

含む Junos Pulse 接続セットを最初に設定します。各接続には、エンドポイントが特定のアク

セス デバイスに接続するのに必要な設定がすべて含まれます。次に、Junos Pulse コンポーネ

ント セットを作成します。エンドポイントにダウンロードする Junos Pulse コンポーネント

を選択できます。以前に作成したクライアント接続セット プロファイルを選択し、クライアン

ト コンポーネント セットに関連付けることができます。

ロールを割り当てるには、新しいロールを作成するか、既存のロールを選択します。次に、そ

のロールにクライアント コンポーネントを選択します。ユーザーが、提供された URL で有効

な資格情報を提供すると、Junos Pulse クライアントが自動的にダウンロードされます。
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ユーザーが Junos Pulse クライアントをインストールできるようにするのに、メインの Junos

Pulse Components ページからインストーラ パッケージを作成し、SMS を通してエンドポイン

トにインストーラを配布する方法もあります。

41ページの図2 は、ユーザーにクライアントを配備するプロセスを示しています。

図 2: 構成とインストールの概要

Junos Pulse をインストールする前に、OAC を無効にするかアンインストールするよう、必ず

ユーザーに指示してください。Junos Pulse と OAC は同じエンドポイント上で共存できます

が、同時に動作してはいけません。ユーザーは、Windows タスク マネージャから OAC を無効

にできます。

Junos Pulse コンポーネント

Junos Pulse コンポーネントは、エンドポイントに配備された Junos Pulse のソフトウェア

サービスおよび機能を提供する、個別のソフトウェア パッケージです。コンポーネント セッ

トは、選択したコンポーネントの集合です。選択するコンポーネントは、インストール パッ

ケージのサイズに影響します。また、クライアントが新規デバイスへの接続を確立するのに必

要な時間にも、影響する場合があります。たとえば、IC シリーズ デバイスへの接続に必要な

コンポーネントのみを含むインストール パッケージを使用して、エンドポイントに Junos Pulse

を配備します。そのパッケージを使用しているクライアントが、後で SRX シリーズ ファイア

ウォールに接続する場合、デバイスは、ファイアウォール接続の他に、クライアントへのファ

イアウォール接続に必要な全コンポーネントをダウンロードしなければなりません。

Junos Pulse は軽量に設計されています。したがって、個々の接続に必要なコンポーネントの

みをダウンロードすることができます。たとえば、接続が IPsec を必要としない場合、IPsec

用のコンポーネントをダウンロードする必要はありません。

エンドポイントが、別のコンポーネントを必要とする異なるデバイスに遭遇すると、その要求

に応じて、個々のコンポーネントがダウンロードされます。

エンドポイントが、IC シリーズ デバイスまたは SA シリーズ デバイスへの接続を試みると、

接続セットは、どのように接続を行うか判断します。

コンポーネントの例には、802.1X アクセス、WX 機能、および IC シリーズ デバイス IPsec

の接続オプションが含まれます。
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Junos Pulse クライアント接続

ユーザーのエンドポイント上に保管される接続と接続方法を定義できます。IC シリーズ デバ

イスまたは SA シリーズ デバイス上のクライアント設定を行います。次に、クライアントのイ

ンストールまたは接続によって、ユーザーに接続オプションを配布します。クライアント設定

は、クライアント コンピュータ上に存在するテキスト ファイルです。

クライアントが、異なるデバイスにアクセスするごとに、そのデバイス用に設定されたクライ

アント設定が、以前の接続によるファイルを上書きできます。

クライアント接続セットを設定するときに、クライアント設定を行います。

クライアント設定には、次のタイプの固定データが含まれます。

• Connections － 接続には、接続のタイミングを管理する接続ポリシーが含まれます。たとえ

ば、ユーザー ログイン時に自動的に接続するか、ユーザーの接続開始時に手動で接続するよ

うに、クライアントを設定できます。接続は、ユーザー固有のものではありません。クライ

アント コンピュータ 1 台に、接続は 1 セットしかありません。同じクライアント コン

ピュータの全ユーザーが、同じ接続セットを共有します。

• Connection Set Options － Connection Set オプションは、接続から独立しています。

Connection Set オプションは、Junos Pulse クライアントの操作全体を管理します。接続の

たびに使用される特定の機能をクライアントにプロビジョニングするかどうかを管理します。

次のオプションを有効または無効にできます。

• Allow user connections － ユーザーは、サーバーから提供される接続に依存するのでは

なく、手動で新規接続を定義できます。

• Dynamic certificate trust － ユーザーが、未知の証明書を信頼することを容認できるど

うかを管理します。

• Dynamic connections － クライアントは、サポート対象の新規アクセス デバイスに接続

するとき、新規接続を追加できます。

• Wireless suppression － ラップトップがドッキング ステーションに挿入されたときな

ど、有線接続に接続すると、クライアント コンピュータ上での無線操作を自動的に抑制し

ます。

Junos Pulse は、学習済みユーザー設定も保持してします。これには、パスワードや領域、ロー

ル割り当てなど、ユーザーに関する情報が含まれます。学習済みユーザー設定は、管理者によっ

て設定されません。これらの設定は、エンドポイント上で確実に保持され、ユーザーが別のデ

バイスや方法によって接続するとともに進化します。学習済みユーザー設定は、ユーザーが入

力した値を思い出すために、Junos Pulse クライアントが利用します。ユーザーは、Save Setting

チェックボックスを有効にして、ログイン プロンプトへの応答を Pulse に記憶させることが

できます。

Junos Pulse クライアントは、次の設定を保存できます。

• 証明書の受理

• 証明書の選択

• 領域
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• ユーザー名とパスワード

• プロキシーのユーザー名/パスワード

• セカンダリ ユーザー名/パスワード

• ロール

注: ユーザーが設定の保存を選択すると、その情報が、その後の各接続に使用され

ます。入力は要求されません。設定が変わると、たとえば、ユーザーがパスワード

を変更すると、保存された設定は無効になり、接続試行は失敗します。この場合、

ユーザーは、Junos Pulse クライアントの Forget Saved Settings 機能を使用する

必要があります。Forget Saved Settings 機能は、保存したユーザー設定をすべて

クリアします。その後、Junos Pulse は、接続試行に際して、必要な情報の入力を

ユーザーに要求します。

デフォルト設定

IC シリーズおよび SA シリーズのデバイスには、デフォルトのクライアント接続セットとクラ

イアント コンポーネント セットが提供されています。ユーザーにデフォルト値を備えた Junos

Pulse をプロビジョニングできます。新しい接続セットまたはコンポーネント セットをわざわ

ざ作成する必要はありません。クライアントのデフォルト設定は、動的な接続を許可し、接続

に必要なコンポーネントのみをインストールします。また、エンドポイントが接続する IC シ

リーズ デバイスまたは SA シリーズ デバイスへの自動接続を許可します。

関連項目 37ページのJunos Pulse の概要•

• 43ページのクライアント接続セットのオプション

• 46ページのクライアント接続セットの作成

• 51ページのクライアント コンポーネント セットの作成

• 39ページのロール向けの Junos Pulse クライアントの設定

クライアント接続設定オプション

クライアント接続設定には一般的なネットワーク アクセス オプションがあり、Junos Pulse

をサポートしているすべてのアクセス デバイスへのクライアントのアクセスのための特定の接

続ポリシを構成することができます。 43ページの表3 で、利用可能な接続設定オプションの詳

細を説明しています。

表3: Junos Pulse 接続設定用の構成可能なパラメータ

オプション:

ログオン情報の保存許可—Junos Pulse クライアントにあるログオン資格証明書ダイ

アログ ボックスで Save Settings チェック ボックスを有効にするかを管理しま

す。このチェック ボックスをオフにすると、Junos Pulse クライアントは常にユー

ザーにログオン資格証明書を提供することを要求します。このチェック ボックスを

選択すると、ユーザーは資格証明書を保存することになります。
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表3: Junos Pulse 接続設定用の構成可能なパラメータ （続き）

ユーザー接続の許可 ー クライアントのエンド ユーザーによって接続が追加可能で

あるかを管理します。

動的な証明書信頼 ― ユーザーが不明の証明書を信頼するかどうかを決定します。

このチェック ボックスを有効にすると、ユーザーは無効な証明書に対する警告を無

視し、目的のデバイスへ接続することができます。

動的接続 ― ウェッブ ブラウザからのサポートされた新しいアクセス デバイスを

検出したときに、その新規接続を自動的に Junos Pulse クライアントに追加しま

す。

ワイヤレス禁止 ― 有線接続が有効な場合には、ワイヤレスのアクセスは無効にな

ります。

注: ワイヤレス禁止を有効にする場合は、クライアントが有線接続で接続するよう

に構成していることを確認します。

接続設定用の接続を作成するときは、接続タイプを選択します。各接続タイプの利用可能なオプション

は、以下の通りです。

802.1X オプション：

アダプタ タイプ ― 認証に使用するアダプタのタイプを、有線またはワイヤレスか

ら指定します。

外部ユーザー名 ― ユーザーが暗号化されたトンネルを本当のログイン名（内部 ID

と呼ばれます）で通過するときに、匿名でログインしているように表示することを

有効にします。結果として、ユーザー資格証明書は通信傍受から守られ、ユーザー

の内部 ID は保護されます。原則として、匿名はデフォルト設定されたものを入力

します。場合によっては、テキストを追加する必要があります。例えば、外部 ID

がサーバーへのユーザー認証に使用されている場合は、anonymous@acme.com のよう

な形式を使用するように要求されることがあります。ボックスを空白にすると、ク

ライアントは外部 ID としてユーザー ログイン名（内部 ID）を認識します。

スキャン リスト ― アダプタ タイプにワイヤレスを選択した場合、スキャン リス

ト ボックスを利用して、優先順位に従って接続する SSID を指定することが可能で

す。

802.1X 接続用のトラステッド サーバー リスト:

サーバー証明書 DN サーバー証明書識別名（DN）とその署名をする証明局（CA）

を指定します。DN フィールドを空白のままにすると、選択した CA によって署名さ

れているすべてのサーバー証明書をクライアントが承認することを許可します。

IC または SA オプション:

ユーザーによる接続ポリシの上書きの許可 ー ユーザーに手動での接続または切断

による接続ポリシの上書きを許可します。

このサーバー ー 端点をこのデバイスに接続するかどうかを指定します。
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表3: Junos Pulse 接続設定用の構成可能なパラメータ （続き）

URLー デフォルト接続として別のデバイスのための URL を指定することを許可しま

す。お使いのネットワークに別のアクセス デバイス用の接続を作成する場合は、別

のサーバー URL を指定します。

ファイアウォール オプション（動的 VPN 用）

ユーザーによる接続ポリシの上書きの許可 ー ユーザーに手動での接続または切断

による接続ポリシの上書きを許可します。

URL － ファイアウォールの場所を指定します。

WX オプション:

ユーザーによる接続ポリシの上書きの許可 ー ユーザーに手動での接続または切断

による接続ポリシの上書きを許可します。

コミュニティ文字列 ー コミュニティ文字列によって識別されている同じコミュニ

ティに属する場合のみ、Junos Pulse クライアントおよび WX 端点は WAN 最適化の

ための隣接性を形成することができます。WX 接続を作成する場合は、接続用のコ

ミュニティ文字列が WX デバイスで定義されているコミュニティ文字列と同一であ

ることを確認します。

IC または SA またはファイアウォール接続を作成する場合は、場所認識機能を管理する規則を含む、接

続の確立方法を指定することができます。 接続は以下のオプションを使用して確立することができます。

ユーザーによる手動接続 ー 端点が開始すると、Junos Pulse クライアント ソフト

ウェアは開始しますが、接続は行われません。ユーザーは Junos Pulse クライアン

ト ユーザー インターフェースを使用して、接続を選択しなければなりません。

ユーザーがログオンした後に自動接続 ー 端点が開始し、ユーザーが端点にログオ

ンしたときに、Junos Pulse クライアント ソフトウェアが自動的に接続します。

注: 自動的に開始するように構成された端点へのすべての接続は、動作開始時に目

的のネットワークへの接続を行うようになります。複数の接続を行うことを避ける

ために、場所認識規則を構成しなければなりません。
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表3: Junos Pulse 接続設定用の構成可能なパラメータ （続き）

場所認識規則による接続 ー 場所認識規則により、条件付きで端点へ接続するよう

にします。例えば、社内のイントラネットに接続する場合は端点は IC シリーズ デ

バイスに接続し、社外の場合は SA シリーズ デバイスに接続します。

Pulse 接続は端点にある指定されたインターフェースの IP アドレスを使用し、そ

のネットワークの場所を決定します。それぞれの場所認識規則は、以下の設定を含

みます。

• 名前 ー 記述的な名前、例えば「corporate DNS」。名前には、文字、数字、ハ

イフン、下線を含むことができます。

• アクション ー IP アドレスを見つけるために接続が行う方法以下のいずれか 1

つを選択します。

• DNS サーバー ー 指定のインターフェースの端点の DNS サーバーが指定値の

うちの 1 つに設定されている場合に、端点に接続することを許可します。

Condition ボックスを使用して、IP アドレスまたはアドレス範囲を指定しま

す。

• アドレスの解決ー DNS Nameボックスで指定されているホスト名が、指定のイ

ンターフェースの DNS サーバーによって解決できる場合に、端点に接続する

ことを許可します。1 つまたは 2 つのアドレス範囲がアドレス範囲ボックス

で指定されている場合は、アドレスはその内の 1 つの範囲に解決され、エク

スプレッションを満たさなければなりません。

• 端点 アドレスー 指定のインターフェースの IP アドレスが IP アドレス範囲

ボックスで指定されている範囲内にある場合は、端点に接続することを許可し

ます。

関連項目 46ページのクライアント接続設定を作成する•

• 51ページのクライアント コンポーネント設定を作成する

• 37ページのJunos Pulse の概要

クライアント接続セットの作成

クライアント設定を作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールから Users > Junos Pulse > Connections を選択します。

2. New ボタンをクリックします。

3. この接続セットの名前を入力し、オプションで説明を入力します。

注: 名前は入力しなければなりません。入力しないと、接続セットを作成できま

せん。

4. Save Changes をクリックします。

5. メインの Junos Pulse Connections ページから、接続セットを選択します。

6. Options で、次の各項目のチェックボックスを選択するかクリアします。

• Allow saving logon information

• Allow user connections
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• Dynamic certificate trust

• Dynamic connections

• Wireless suppression

詳細については、43ページの表3 を参照してください。

7. connections で、New をクリックし、新しい接続を定義します。

8. この接続の名前を入力し、オプションで説明を入力します。

9. Type で接続のタイプを選択します。Type は、接続のデバイス タイプを識別し、次のいず

れかです。

• 802.1X

• IC or SA

• Firewall

• WX

10.タイプのリストから 802.1X を選択した場合、値を入力するか、あるいは、次のチェック

ボックスを選択またはクリアします。

• Adapter type

• Outer username － 外部ユーザー名を入力します。

• Scan list － 優先度の順に接続する SSID を入力します。

11. Save Changes をクリックします。

12. Options の後で IC or SA を選択した場合、次の各項目のチェックボックスを選択またはク

リアします。

• Allow user to override connection policy

• Connect automatically

• This Server － この接続は、接続を作成しているサーバーの URL を使用します。

• URL － This Server のチェックボックスを有効にしなかった場合、この接続用のサーバー

の URL を指定しなければなりません。

13. Firewall を選択した場合には、Address ボックスに IP アドレスを入力します。

14. Options リストから、次のチェックボックスを選択またはクリアします。

• Allow user to override connection policy

• Connect automatically

• URL － ファイアウォール デバイスのネットワーク アドレスを入力します。

15.（オプション）場所認識規則を作成して、場所認識を有効にできます。場所認識は、特定の

インターフェースへの接続を強制できます。48ページの「場所認識用の接続ルールの構成」

を参照してください。
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16. WX を選択した場合、Connect Automatically チェックボックスを選択して、ネットワーク

内の WX にクライアントが自動的に接続することを許可します。

17.クライアント接続セットを作成した後、クライアント コンポーネント セット プロファイ

ルを作成して、この接続セットを選択します。

関連項目 43ページのクライアント接続セットのオプション•

• 49ページのJunos Pulse コンポーネント セットのオプション

• 51ページのクライアント コンポーネント セットの作成

• 48ページの場所認識用の接続ルールの設定

場所認識用の接続ルールの構成

Junos Pulse は、場所によって、リモート アクセス セッションまたはローカル アクセス セッ

ションを自動的に開始できます。たとえば、エンドポイントが離れた場所で起動すると、Junos

Pulse は、自動的にリモート アクセス接続を選択できます。ユーザーが LAN 環境でコンピュー

タを起動すれば、Junos Pulse は、保存してある接続構成を使用して、IC シリーズ UAC デバ

イスにアクセスします。Junos Pulse は、場所認識ルールを使用して、エンドポイントの場所

を判断し、適切な接続を選択します。

下に示した基準は、インターフェースで修飾できます。可能なインターフェースの値は、

physical、Junos Pulse、または any です。ネットワーク接続を確立するために、次の基準を

指定できます。

• DNS server(s) － エンドポイント上のネットワーク アダプタの DNS サーバーが、ある値ま

たはある値の集合に設定されている場合、接続します。

• DNS host(s) － 構成されたホスト名またはその集合が、特定の IP アドレスに解決できる（ま

たは、できない）場合、接続します。

• IP Address(es) － エンドポイント上のネットワーク アダプタの IP アドレスが、ある範囲

または範囲の集合内にある場合、接続します。

注: 場所認識ルールは、IC または SA、およびファイアウォール接続タイプに適用

されます。場所認識ルールの構成オプションは、802.1X 接続には利用できません。

場所認識ルールを使用してネットワーク接続を確立するには、次の操作を行います。

1. Junos Pulse 接続を開くか作成して、Location Awareness Rules の下にある New をクリッ

クします。

2. このルールの名前を入力します。

3. Action リストから DNS Server、Resolve address、または Endpoint address を選択しま

す。

4. Condition に IP アドレスを入力します。
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5. On Interface オプションは、指定された IP アドレスまたは IP アドレス範囲にマッチし

たとき、どのように接続を試行するかを指定します。以下のいずれかを選択します。

• Physical － エンドポイント上の物理インターフェースを使用します。

• Junos Pulse － WAN 接続を確立するときに Junos Pulse が作成する仮想インターフェー

スを使用します。

• Any － 任意のインターフェースを使用します。

たとえば、ユーザーが離れた場所にいるか、またはオフィスにいるかにより、IC シリーズ

のデバイスへの接続、または SA シリーズのデバイスへの接続を自動的に開始する場所認識

ルールを構成するには、2 つの場所認識ルールを構成します。

• IC シリーズのデバイスへの接続では、IC または SA 接続タイプおよび企業の IC シリー

ズのデバイスの URL を指定します。クライアントが、その IC シリーズ デバイスの物理

アドレスへの接続を試みると、接続が確立されるよう、接続ルールで指定します。

• IC シリーズのデバイスへの接続では、IC または SA 接続タイプおよび企業ネットワーク

の URL を指定します。クライアントが、指定された IP アドレス（企業の DNS サーバー）

への接続を試みると、クライアントは、特定の SA シリーズ デバイスに関連付けられた

DNS サーバーに接続するよう、接続ルールで指定します。

6. Save Changes をクリックします。

接続ルールは、接続ポリシーのページに表示されます。接続ポリシー用に複数の場所認識

ルールを作成できます。

a. 適用したい適切な Connection Rule(s) チェックボックスを選択します。

b. Require の下で、All of the above rules、Any of the above rules、または Custom

オプション ボタンを選択します。

c. Custom を選択した場合は、この接続ポリシー用のカスタム ルールを表すカスタム式を

入力します。カスタム式の使用に関する説明は、Unified Access Control 管理ガイドを

参照してください。

7. Save Changes をクリックします。

関連項目 46ページのクライアント接続セットの作成•

Junos Pulse コンポーネント設定オプション

Junos Pulse コンポーネントには Junos Pulse の接続性とサービスを提供する専用のソフト

ウェア コンポーネントが含まれています。

コンポーネント設定オプションには、以下の選択肢があります。

• All components － 50ページの表4 でリストされているコンポーネントを含みます。Enhanced

Endpoint Security（EES）コンポーネントは、EES ライセンスを購入した場合のみ有効で、

ユーザーの割り当てられたロールによって要求された場合にのみ含まれます。すべてのサポー

トされたアクセス デバイスにクライアント エンドポイントを接続可能にし、WAN アクセレー

ション(WX)を使用可能にしたい場合のみに、All components を選択します。WX コンポーネ
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ントを含んでいる場合は、Junos Pulse クライアントのインストール用にディスク容量要件

を 300 MB に増設します。

• No components ー 既存の Pulse クライアント インストールを更新する（新しい接続を追加

する等）場合のみのインストーラを作成するには、このオプションを選択しなければなりま

せん。Pulse がインストールされていないエンドポイントにインストーラを作成して Pulse

を追加する場合には、このオプションを使用しないでください。

• Minimal components － 選択されている接続をサポートする必要があるコンポーネントのみ

を含みます。例えば、作成する接続設定が IC デバイスへの接続を含んでいる場合は、コン

ポーネント設定は IC デバイスへの接続に必要なコンポーネントのみを含みます。最小限の

コンポーネントはデフォルトの選択です。Junos Pulse インストール ファイルのサイズを限

定する一方で、必要なコンポーネントをすべて提供します。

表4: Junos Pulse コンポーネント

クライアントが最小限のコンポーネント設定をダウンロードし、それをエ

ンドポイントへインストールするのを可能にします。

コア機能

802.1X 接続のための必要なコンポーネントを含みます。クライアントは、

クライアント PC に元から配線されている、またはワイヤレスの両方の

802.1X サプリカントを操作します。

802.1X アクセス

Junos Pulse が IC または SA シリーズ デバイスを同時に使用することを

可能にする基本機能を提供します。

IC または SA アクセス

Junos Pulse が Juniper Networks J シリーズ ファイアウォールの動的

VPN クライアントとして操作することを可能にする基本機能を提供します。

ファイアウォール アクセ

ス

クライアントを WAN アクセレーション用の WX シリーズ デバイスで使用

することが容易になります。

WX 機能

IC または SA 接続がホストチェッカー ポリシを起動し、実行を許可する

Trusted Network Computing（TNC）クライアントを含みます。 このコン

ポーネントは Windows OS に既存するすべてのホストチェッカーへのサポー

トを提供します。

ホストチェッカー

IC および SA が統合された拡張エンドポイント セキュリティ アンチマル

ウェア ソフトウェアを使用することを可能にします。

拡張エンドポイント セキュ

リティ

Juniper Networks セキュリティ デバイスが使用されているときに、クラ

イアントが IC シリーズ デバイスで IPsec を 通信方法として使用するこ

とを可能にします。

IC IPsec

Secure Access アプライアンスでの SSL 接続を容易にします。SSL VPN

関連項目 51ページのクライアント コンポーネント設定を作成する•

• 39ページのロール用に Junos Pulse クライアントを構成する

• 40ページのクライアント インストーラ パッケージ
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クライアント コンポーネント セットの作成

クライアント コンポーネント セットを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールから Users > Junos Pulse > Components を選択します。

2. New をクリックして、新しいコンポーネント セットを作成します。

3. クライアント接続セットをまだ作成していない場合は、Users > Junos Pulse > Connections

を選択して、新しい接続セットを作成します。または、デフォルトのクライアント構成を使

用できます。この構成では、動的な接続を許可し、匿名の外部ユーザー名をサポートして、

クライアントは、IC または SA シリーズ デバイスに自動的に接続できます。

4. クライアント コンポーネント セットの名前を Name で指定します。

5. （オプション）このクライアント コンポーネント セットの説明を Description に入力し

ます。

6. 作成した接続セットを選択するか、またはデフォルトの接続セットを使用します。

7. Junos Pulse クライアント コンポーネントについて、次のオプション ボタンの 1 つを選

択します。

• All components － インストーラは、Junos Pulse コンポーネントをすべて収めており、

すべてのアクセス方式と機能をサポートします

• No components － あらかじめ設定されたインストーラは、設定更新のみで、Junos Pulse

クライアントをすでにインストールしているエンドポイントで作動します。

• Minimal components － 設定が分析され、（Junos Pulse コア コンポーネントに加えて）

その設定で接続をサポートするのに必要なアクセス方式のみが、インストーラに収められ

ています。IPsec やホストチェッカーなどの追加コンポーネントは、必要に応じて実行時

にダウンロードされます。インストーラには含まれません。

8. Save Changes をクリックします。

9. コンポーネント セットを作成したら、次の方法の 1 つによって、ユーザーにクライアント

を配布します。

a. メインの Junos Pulse Client Components ページに戻って、事前構成ユーティリティを

ダウンロード、インストールして、インストーラ パッケージを作成します。

b. ロールを通してユーザーに配布します。

ユーザーがロールにアクセスすると、インストーラは、エンドポイントに自動的にダウ

ンロードされます。インストーラ コンポーネントおよび接続が、エンドポイント クラ

イアントに適用されます。

コンポーネントのリストが変更されていなくても、ロールのコンポーネント セットに関

連付けられたクライアント接続が変更されると、エンドポイント上の既存の設定は、置

換されます。エンドポイントが現在接続されている場合は即座に、またはエンドポイン

トが次に接続するときに置換されます。

ユーザーに複数のロールが割り当てられ、ロールによって、含まれるコンポーネント

セットが異なる場合、エンドポイントのロールのリストで最初のロールが、どのクライ

アント（コンポーネント セット）が配備されるかを決めます。
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関連項目 43ページのクライアント接続セットのオプション•

• 46ページのクライアント接続セットの作成

• 49ページのJunos Pulse コンポーネント セットのオプション

• 40ページのクライアント インストーラ パッケージ

• 39ページのロール向けの Junos Pulse クライアントの設定

インストーラの作成

エンドポイントに配布するためのインストーラを作成するには、次の操作を行います。

1. カスタム接続セットでクライアント コンポーネント セットを作成します。

2. 管理者コンソールで、Junos Pulse > Components を選択します。

3. download and install pre configuration utility リンクをクリックします。

preconfigurationBuilder.x86.exe アプリケーションを保存するよう表示されます。

4. save をクリックして、アプリケーションを PC にダウンロードします。

5. PC でアプリケーションをダブルクリックしてインストールします。

6. IC シリーズのデバイスの Junos Pulse > Components ページから、作成する事前構成イン

ストーラのチェックボックスを選択します。

7. Create Install Package をクリックします。事前構成を保存するよう表示されます。

8. 事前構成を PC に保存します。

9. PC で、Juniper Networks > Preconfiguration Builder > Juniper Networks

Preconfiguration Builder アプリケーションを開きます。Juniper 事前構成ファイルを選

択するよう表示されます。

10.ダウンロードした事前構成を選択します。事前構成ユーティリティが、ユーザーに配布でき

る MSI を作成します。

関連項目 • 40ページのクライアント インストーラ パッケージ

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.52

Secure Access 管理ガイド



第2部

アクセス管理のフレームワーク

• 一般的なアクセス管理 55ページ

• ユーザー ロール 83ページ

• リソース プロファイル 103ページ

• 仮想デスクトップ リソース プロファイル 111ページ

• リソース ポリシ 117ページ

• 認証サーバーとディレクトリ サーバー 127ページ

• 認証領域 201ページ

• サインイン ポリシ 213ページ

• シングル サインオン 225ページ

• ユーザー レコードの同期化 251ページ
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第3章

一般的なアクセス管理

• アクセス管理の概要 55ページ

• ポリシー、規則、制限、条件の概要 56ページ

• ポリシ、規則、制限、条件の評価 58ページ

• 動的ポリシ評価 59ページ

• ソース IP のアクセス制限を指定する 61ページ

• ブラウザのアクセス制限を指定する 63ページ

• 証明書のアクセス制限を指定する 65ページ

• パスワードのアクセス制限を指定する 66ページ

• セッションの制限を指定する 67ページ

• IF MAP Federation の概要 68ページ

• IF MAP Federation の詳細 70ページ

• タスク サマリー:IF MAP Federation の設定 72ページ

• IF MAP サーバー設定の構成 73ページ

• IF MAP Federation クライアントの設定 73ページ

• IF MAP Federation ネットワークのタイミングの注意事項 74ページ

• Session Export ポリシーと Session Import ポリシー 74ページ

• Session Export ポリシーの設定 76ページ

• Session Import ポリシー 78ページ

• IF MAP フェデレーション ネットワークをトラブルシューティングする 79ページ

• IF MAP クライアント上のアクティブ ユーザーを表示する 79ページ

• トラステッド サーバー リスト 80ページ

アクセス管理の概要

SA シリーズ アプライアンスは、認証領域、ユーザー ロール、およびリソース ポリシーを使

用して、企業リソースのセキュリティ保護を実現します。これら 3 つのレベルのアクセス可能

性により、アクセス管理を、広範囲なレベル（どのユーザーが SA シリーズ アプライアンスに

サインインできるかを制御）から、詳細なレベル（どの認証済みユーザーが特定の URL やファ

イルにアクセスできるかを制御）に渡って可能にします。ユーザーが SA シリーズ アプライア

ンスにサインインする場合、機能にアクセスする場合、または特定の URL、ファイルおよびそ
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の他のサーバー リソースにアクセスする場合のセキュリティ要件を指定できます。SA シリー

ズ アプライアンスでは、設定したポリシー、規則、制限、条件を適用して、ユーザーが、承認

されていないリソースやコンテンツにアクセスしたり、それらをダウンロードできないように

します。

Juniper Networks セキュリティ デバイスに直接接続されていないエンドポイントが、ファイ

アウォールの背後にあるリソースにアクセスすることを許可するため、Unified Access Control

を設定し、様々な SA アプライアンスや Infranet Controller から共有ユーザー セッション

をプロビジョニングできます。IF MAP Federation を使用すると、ユーザーは、再認証しなく

ても、Juniper Networks ファイアウォール（Infranet Enforcer）に保護されたリソースにア

クセスできます。

SA シリーズ アプライアンスのアクセス管理フレームワークは、すべての Secure Access 製品

で利用できます。領域、リソース ポリシー、サーバーを含むアクセス管理機能は、すべての

Secure Access 製品が構築されるプラットフォームの基礎となっています。

関連項目 83ページのユーザー ロールの概要•

• 201ページの認証領域の概要

ポリシー、規則、制限、条件の概要

SA シリーズ アプライアンスは、認証領域、ユーザー ロール、およびリソース ポリシーを使

用して、企業リソースのセキュリティ保護を実現します。これら 3 つのレベルのアクセス可能

性により、アクセス管理を、広範囲なレベル（どのユーザーが SA シリーズ アプライアンスに

サインインできるかを制御）から、詳細なレベル（どの認証済みユーザーが特定の URL やファ

イルにアクセスできるかを制御）に渡って可能にします。

認証領域へのアクセス

リソースへのアクセス可能性は、認証領域から始まります。認証領域は、認証リソースの分類

の 1 つで、次のようなものがあります。

• 認証サーバー － ユーザーが本人に間違いないかどうかを検証します。SA シリーズ アプラ

イアンスは、ユーザーがサインイン ページで送信する資格情報を認証サーバーに転送しま

す。

• 認証ポリシー － IVE が検証のためにユーザー資格情報を認証サーバーに送る前に、満たす

必要がある領域セキュリティ要件を指定します。

• ディレクトリ サーバー － LDAP サーバー。SA シリーズ アプライアンスが、ユーザーに 1

つ以上のユーザー ロールを割り当てる際に使用する、ユーザーとグループの情報を SA シ

リーズ アプライアンスに提供します。

• ロール マッピング規則、 － SA シリーズ アプライアンスがユーザーを 1 つまたは複数の

ロールにマップする際に、ユーザーが満たす必要のある条件です。この条件は、領域のディ

レクトリ サーバーに返されたユーザー情報、またはユーザー名に基づいています。

SA シリーズ アプライアンスのサインイン ページに、1 つ以上の認証領域を関連付けることが

できます。サインイン ページに複数の領域が存在する場合、ユーザーは、資格情報を送信する

前に領域を指定する必要があります。ユーザーが資格情報を送信すると、IVE は、選択された

領域に定義されている認証ポリシーをチェックします。ユーザーが、領域の認証ポリシーで指
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定されたセキュリティ要件を満たしていない場合、IVE は、ユーザーの資格情報を認証サーバー

に転送しません。

領域レベルでは、ユーザーのソース IP アドレスや、クライアントサイドの証明書の有無など

の要素に基づいて、セキュリティ要件を指定できます。領域の認証ポリシーで指定された要件

をユーザーが満たしている場合、IVE は、ユーザーの資格情報を適切な認証サーバーに転送し

ます。このサーバーでユーザーが無事認証されると、IVE は、領域に定義されたロール マッピ

ング規則を確認して、ユーザーに割り当てるロールを決定します。

ユーザー ロールへのアクセス

ロールとは、定義済みのエンティティであり、そのロールに割り当てられたユーザーの IVE

セッション プロパティを指定します。これらのセッション プロパティには、セッション タイ

ムアウト、利用できるアクセス機能などの情報が含まれます。ロールの設定は、リソース アク

セス管理の第 2 レベルとして機能します。ロールには、ユーザーが利用できるアクセス メカ

ニズムを指定するだけでなく、ロールに割り当てられる際にユーザーが満たす必要のある条件

も指定できます。

ロール レベルでは、ユーザーのソース IP アドレスや、クライアントサイド証明書の有無など

の要素に基づいて、セキュリティ要件を指定できます。ロール マッピング規則またはロールの

制限のいずれかで指定された要件をユーザーが満たしている場合、IVE は、ユーザーにロール

を割り当てます。ユーザーが、そのロールで利用可能なバックエンド リソースに要求を送信す

ると、IVE は、対応するアクセス機能のリソース ポリシーを確認します。

ロールのセキュリティ要件は、認証領域のロール マッピング規則（カスタム式）による指定

と、ロール定義内で制限を定義することによる指定が可能です。IVE は、両方の指定エリアの

要件を評価し、ユーザーをロールに割り当てる前に、ユーザーがそれらの要件を満たしている

かどうか確認します。

リソース ポリシーへのアクセス

リソース ポリシーとは、アクセスなどのリソース固有のアクション（再書き込みやキャッシン

グなど）が許可または拒否されるリソース名の集合（URL、ホスト名、IP アドレス/ネットマス

クの組み合わせなど）です。リソース ポリシーは、リソース アクセス管理の第 3 レベルとし

て機能します。ロールでは、特定の種類のアクセス機能やリソース（ブックマークやアプリケー

ションなど）へのアクセスを許可しますが、ユーザーが個々のリソースにアクセスできるかど

うかは、リソース ポリシーによって管理されます。これらのポリシーでは、サーバー共有また

はファイルに対するユーザー アクセスを許可または拒否する条件も指定できます。これらの条

件は、指定したセキュリティ要件に基づくことも可能です。ユーザーは、これらのセキュリティ

要件を満たしている必要があり、満たしていない場合、IVE はユーザーの要求を処理しません。

リソース レベルでは、ユーザーのソース IP アドレスや、クライアント サイドの証明書の有

無などの要素に基づいて、セキュリティ要件を指定できます。リソース ポリシーの条件で指定

されている要件をユーザーが満たしている場合は、IVE は要求されたリソースに対するアクセ

スを許可または拒否します。たとえば、ロール レベルで Web アクセスを許可した場合に、そ

のロールを割り当てられたユーザーが Web 要求を行うとします。このとき、Web リソース ポ

リシーを設定し、ユーザーのマシン上に受け付けられないファイルをホストチェッカーが確認

した場合、特定の URL やパスへの要求を拒否することも可能です。この場合、ホストチェッ

カーが動作しており、ユーザーのコンピュータが必要なホストチェッカー ポリシーに準拠して

いることを示しているか、IVE がチェックします。ユーザーのマシンが要件を満たしている場
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合、つまり、許容できないファイルが存在しない場合には、IVE は要求された Web リソースに

対するアクセスを許可します。

別のリソース ポリシーを作成したり、リソース プロファイルの設定時に自動リソース ポリ

シー（自動ポリシー）を作成（推奨）することができます。

関連項目 58ページのポリシー、規則、制限、条件の評価•

• 59ページの動的ポリシー評価

ポリシ、規則、制限、条件の評価

以下の図は、ユーザーが Secure Access 経由でリソースにアクセスを試みた際に Secure Access

デバイスが実行する、アクセス管理セキュリティ チェックを示します。各ステップの詳細につ

いては、図の後に説明しています。

1. ユーザーが、Secure Access エンドユーザー コンソールの URL

（http://employees.yourcompany.com/marketing 等）を Web ブラウザに入力します。

2. Secure Access は自らのサインイン ポリシを（管理者 URL で始まりユーザー URL にいた

るまで）、ユーザーが入力したホスト名と一致するまで評価します。

3. Secure Access は認証前の制限を評価し、ユーザーのシステムがホスト チェックなどの要

件を満たしているかどうかを判断します。認証前チェックに失敗した場合に、Secure Access

はユーザー アクセスを拒否します。チェックに合格すると、Secure Access は、認証前

チェックに合格した領域のユーザー名とパスワードを入力するように、ユーザーに指示しま

す。（領域によっては、Secure Access は、ユーザーに資格証明書を 2 セット入力するよ

うに指示します。）複数の領域が存在する場合、ユーザーは、領域を入力するか、またはリ

ストから選択する必要があります。

4. Secure Access は認証後の制限を評価し、ユーザーのパスワードが指定された制限や要件を

満たしているかどうかを判断します。認証後チェックに失敗した場合に、Secure Access は

ユーザー アクセスを拒否します。チェックに合格すると、Secure Access はユーザーの資

格証明書を領域の認証サーバーに渡します。

5. Secure Access はユーザーのユーザー名とパスワードを認証サーバーに転送し、サーバーは

認証の承認または失敗を返信します。(RADIUS または SiteMinder 認証サーバーは、Secure

Access がロール マッピングで使用する属性も返します。)認証サーバーが失敗を返した場

合、Secure Access はユーザー アクセスを拒否します。サーバーが承認を返した場合、

Secure Access は、ユーザーの資格証明書を保存します。領域に別の LDAP 認証サーバーが

ある場合、Secure Access はその LDAP 認証サーバーにも属性とグループ情報を問い合わ

せ、LDAP が返した情報を保存します。領域にセカンダリ認証サーバーが含まれる場合、

Secure Access はこのプロセスをセカンダリ認証サーバーにも繰り返します。

6. Secure Access は領域のロール マッピング規則を評価して、ユーザーに対する適格なロー

ルを判断します。Secure Access は、LDAP または RADIUS サーバーの情報、あるいはユー

ザー名を使用して、適格性を判断します。

7. Secure Access は適格なロールの制限を確認し、ユーザーに対し、ユーザーのコンピュータ

が制限を満たしているロールへのアクセスを許可します。制限には、ソース IP、ブラウザ

の種類、クライアントサイド証明書、ホストチェッカー、キャッシュクリーナーなどがあげ

られます。
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8. Secure Access は「セッション ロール」を作成し、ユーザーのセッション権限を決定しま

す。パーミッシブ マージを有効にした場合、Secure Access は、有効なロールすべてをマー

ジし、有効な各ロールの許可されたリソースを許可することによって、セッション権限を決

定します。マージを無効にした場合、Secure Access は、ユーザーがマップされている最初

のロールにユーザーを割り当てます。

9. ユーザーがリソースを要求すると、Secure Access は、対応するアクセス機能がそのセッ

ション ユーザー ロールに対して有効かどうかを調べます。有効でない場合、Secure Access

はユーザー アクセスを拒否します。アクセス機能が有効である場合、Secure Access はリ

ソース ポリシを評価します。

10. Secure Access は、リソース リストと指定されたロールがユーザーの要求と一致するプロ

ファイルまたはポリシが見つかるまで、ユーザーの要求に関連するリソース プロファイル

とポリシを連続して処理し、評価します。プロファイルまたはポリシで指定された場合、

Secure Access はそのリソースへのユーザー アクセスを拒否します。それ以外の場合、プ

ロファイルまたはポリシがアクセスを有効化している場合は Secure Access はユーザー要

求を仲介します。

11. Secure Access はユーザー要求を仲介し、ユーザー要求と資格証明書（必要な場合）を、適

切なサーバーに転送します。次に、Secure Access は、サーバーからの応答をユーザーに転

送します。

12.ユーザーは、要求されたリソースまたはアプリケーション サーバーにアクセスします。ユー

ザーがサインアウトするか、時間制限あるいは一定時間操作を行わないことによってセッ

ション タイムアウトになると、ユーザー セッションは終了します。さらに、動的ポリシ評

価を有効化して、ユーザーがポリシに失敗した場合、Secure Access がユーザーを強制終了

する場合があります。

注: 動的ポリシ評価を有効にすると、Secure Access は、ここに記載した以外の

チェックも実行します。

関連項目 59ページの動的ポリシ評価•

動的ポリシ評価

動的ポリシ評価を使用すると、領域の認証ポリシ、ロール マッピング、ロール制限、リソース

ポリシを評価することによって、自動または手動によりユーザーに割り当てられたロールを更

新できます。Secure Access が動的評価を実行するとき、クライアントのステータスが変更し

たかどうかも確認します。（たとえば、クライアントのホストチェッカーのステータスが変更

した可能性があります。あるいは、ユーザーがローミングしている場合、コンピュータの IP

アドレスが変更された可能性があります。）ステータスが変更した場合、これに応じて Secure

Access は、従属領域、ロール、あるいはリソース ポリシへのユーザー アクセスを、許可ある

いは拒否します。

Secure Access は、動的ポリシ評価を実行するとき、RADIUS、LDAP、または SiteMinder サー

バーから取得するユーザー属性が変わったかどうかを確認しません。代わりに Secure Access

は、ユーザーが Secure Access デバイスにサインインしたときに取得した元のユーザー属性に

基づいて、ロールとポリシを再評価します。
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動的ポリシ評価について理解する

動的ポリシ評価の際には、Secure Access は次のリソース ポリシ タイプを評価します。

• Windows セキュア アプリケーション マネージャ

• Java セキュア アプリケーション マネージャ

• ネットワークコネクト

• Telnet/SSH

• ターミナルサービス（Windows および Citrix）

• Java アクセス

• コード署名（Java アプレット用）

注: ユーザーがリソースの要求を行う場合は、Secure Access は Web と Files の

リソース ポリシを評価するため、Web と Files の動的ポリシ評価は不要です。

Secure Access は、ミーティング リソース ポリシと E メール クライアント リ

ソース ポリシに対して動的ポリシ評価を使用しません。

動的ポリシ評価の結果、Secure Acces が、ユーザーがポリシやロールのセキュリティ要件を満

たしていないと判断した場合は、Secure Access はそのユーザーとの接続を直ちに終了します。

ユーザーは、TCP やアプリケーション接続の終了、またはネットワークコネクト、セキュア ア

プリケーション マネージャ、ターミナルあるいは Telnet/SSH の終了を見ることができます。

ユーザーは、ポリシやロールのセキュリティ要件を満たすために必要な手順を行ってから、

Secure Access に再びサインインしなければなりません。

Secure Access は、ポリシ評価やロールの変更、イベント ログへのアクセスについての情報を

ログに記録します。

標準ポリシ評価について理解する

動的ポリシ評価を使用しない場合、Secure Access は次のイベントが発生した場合のみ、ポリ

シとロールを評価します。

• ユーザーが Secure Access サインイン ページに初めてアクセスすると、Secure Access は

領域のホストチェッカー ポリシ（存在する場合）を評価します。

• ユーザーの初期認証の直後に、Secure Access は、認証ポリシ、ロール マッピング規則、お

よびロール制限にあるユーザーの領域制限を評価します。

• 関連するロールがリーソースへのアクセスが許可された場合、ユーザーがリソースを要求す

ると、Secure Access はリソース アクセス ポリシを評価し、判定します。

• ユーザーコンピュータのホストチェッカーのステータスが変更された場合は、Secure Access

はロールのホストチェッカー ポリシ（存在する場合）を評価します。

動的ポリシ評価を使用せず、認証ポリシ、ロール マッピング規則、ロール制限、またはリソー

ス ポリシを変更する場合は、上記のイベントが発生したときにのみ Secure Access はこれら

の変更を強制実行します。
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動的ポリシ評価を使用する場合、Secure Access は、上記イベントが発生したときに変更を強

制し、さらに指定した時間にも変更を強制します。

動的ポリシ評価を有効にする

動的ポリシ評価は、以下のいずれかの方法で使用できます。

• Evaluate all signed in users in a realm － Administrators > Admin Realms > Select

Realm or Users > User Realms > Select Realm ページの General タブを使用して、ある領

域に現在サインインしているすべてのユーザーのロールを、自動または手動で更新できます。

以下の機能により、領域レベルにおいて動的ポリシ評価を実行するように Secure Access を

トリガできます。

• An automatic timer －Secure Access が現在領域にサインインしているすべてのユーザー

の自動ポリシ評価を実行する頻度を、30 分毎などの更新間隔で指定できます。更新間隔を

指定する場合、ロールやリソース ポリシに加え、認証ポリシ、ロール マッピング規則、

ロール制限も更新するかどうかを指定することにより、Secure Access のパフォーマンス

を微調整することも可能です。

• On demand － 現在領域にサインインしているすべてのユーザーの認証ポリシ、ロール

マッピング規則、ロール制限、リソース ポリシを、いつでも手動で評価できます。認証ポ

リシ、ロール マッピング規則、ロール制限、またはリソース ポリシを変更し、この領域

のユーザーのロールを直ちに更新する場合に、この方法が役立ちます。

• Evaluate all signed in users in all realms － System > Status >Active Users ページ

の設定を使用して、すべての領域に現在サインインしているすべてのユーザーのロールを、

いつでも手動で更新できます。

• Evaluate individual users － Authentication > Endpoint Security > Host Checker ペー

ジで、ホストチェッカーの動的ポリシ評価を有効にすると、個々のユーザーのロールを自動

的に更新できます。ホストチェッカーは、ユーザーのホストチェッカーのステータスが変わっ

た場合にリソース ポリシを評価するように、Secure Access をトリガできます。 （ホスト

チェッカーの動的ポリシ評価を有効にしない場合は、Secure Acces は、リソース ポリシを

評価しませんが、ユーザーのホストチェッカーのステータスが変わると、認証ポリシ、ロー

ル マッピング規則、ロール制限を評価します。）

関連項目 783ページのアクティブなユーザーを監視する•

ソース IP のアクセス制限を指定する

特定の IP アドレスを使用するユーザーに対して Secure Access サインイン ページへのアク

セス、ロールへの割り当て、またはリソースへのアクセスを許可するには、ロールまたは領域

レベルでソース IP 制限を使用します。

特定の IP アドレスを使用するユーザーに対して Secure Access サインイン ページへのアク

セス、ロールへの割り当て、またはリソースへのアクセスを許可するには、ソース IP 制限を

使用します。
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ソース IP により、リソースへのアクセスを制限できます。

• 管理者あるいはユーザーが Secure Access へのサインインを試みる場合 － ユーザーは、IP

アドレス/ネットマスクの組み合わせが、選択された認証領域の指定ソース IP 要件と一致す

るコンピュータからサインインする必要があります。領域が要求する IP アドレス/ネットマ

スクの組み合わせが、ユーザーのコンピュータにない場合は、Secure Access はユーザーの

資格証明書を認証サーバーに転送せず、ユーザーは Secure Access へのアクセスを拒否され

ます。特定の IP アドレス/ネットマスクのどの組み合わせへのアクセスも、拒否または許可

できます。たとえば、ワイヤレス ネットワーク（10.64.4.100）のすべてのユーザーへのア

クセスを拒否し、他のすべてのネットワーク ユーザー（0.0.0.0）へのアクセスを許可する

ことが可能です。

• 管理者あるいはユーザーがロールに割り当てられている場合 － 認証されたユーザーは、IP

アドレス/ネットマスクの組み合わせが、Secure Access がユーザーに割り当てるロールに指

定したソース IP 要件と一致するコンピュータから、サインインしている必要があります。

ロールが要求する IP アドレス/ネットマスクの組み合わせがユーザーのコンピュータにない

場合、Secure Access はそのロールをユーザーに割り当てません。

• ユーザーがリソースを要求する場合 － 認証と承認されたユーザーは、IP アドレス/ネット

マスクの組み合わせがユーザーの要求に対応するリソース ポリシの指定ソース IP 要件と一

致するコンピュータから、リソースを要求する必要があります。リソースが要求する IP ア

ドレス/ネットマスクの組み合わせがユーザーのコンピュータにない場合、Secure Access は

そのリソースへのユーザー アクセスを許可しません。

ソース IP の制限を指定する

ソース IP の制限を指定するには、次の操作を行います。

1. IP 制限を実装するレベルを以下から選択します。

• Realm level ー 以下のように選択します。

• Administrators > Admin Realms > SelectRealm> Authentication Policy > Source IP

• Users > User Realms > SelectRealm> Authentication Policy > Source IP

• Role level ー 以下のように選択します。

• Administrators > Admin Roles > Select Role> General > Restrictions > Source IP

• Users > User Roles > Select Role > General > Restrictions > Source IP

• Resource policy level — 以下のように選択します。

• Users > Resource Policies > Select Resource > Select Policy > Detailed Rules >

Select|CreateRule > Condition Field

2. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• Allow users to sign in from any IP address － アクセス管理の要件を満たすため、

ユーザーがどの IP アドレスからでも Secure Access にサインインできるようにします。

• Enable administrators to sign in on the external port — 管理者が外部インターフェー

スから Secure Access デバイスにサインインできるようにします。外部ポートを有効に

してからこのオプションを設定する必要があります。
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• Allow or deny users from the following IP addresses － リスト表示されたすべての

IP アドレスから Secure Access デバイスへのアクセスを、それらの設定に基づいて、

ユーザーに許可あるいは拒否するかを指定します。IP アドレスからのアクセスを指定す

るには、次の操作を行います。

a. IP アドレスとネットマスクを入力します。

b. Allow を選択し、ユーザーが特定の IP アドレスからサインインすることを許可するか、

または Deny を選択し、ユーザーが特定の IP アドレスからサインインすることを阻止

します。

c. Add をクリックします。

d. 複数の IP アドレスを追加した場合は、IP アドレスの横にあるチェック ボックスを選

択し、上矢印ボタンをクリックすることによって、優先度の最も高い制限を一番上に移

動します。たとえば、ワイヤレス ネットワーク（10.64.4.100）のすべてのユーザーへ

のアクセスを拒否し、他のすべてのネットワーク ユーザー（0.0.0.0）へのアクセスを

許可するには、ワイヤレス ネットワーク アドレス（10.64.4.100）をリストの一番上に

移動し、（0.0.0.0）ネットワークをワイヤレス ネットワークの下に移動します。

3. Save Changes をクリックして設定を保存します。

関連項目 88ページのロール制限•

• 202ページの認証領域を作成する

• 63ページのブラウザのアクセス制限を指定する

• 65ページの証明書のアクセス制限を指定する

• 66ページのパスワードのアクセス制限を指定する

• 300ページのホストチェッカー制限について

ブラウザのアクセス制限を指定する

ブラウザ制限を使用することにより、特定の Web ブラウザのユーザーからの Secure Access

のサインイン ページへのアクセス、またはロールへの割り当てを管理することができます。

ユーザーが、サポートされていないブラウザを使用して Secure Access へのサインインを試行

すると、そのサインインはエラーになり、サポートされていないブラウザが使用されているこ

とを通知するメッセージが表示されます。この機能は、企業のアプリケーションと互換性があ

るブラウザ、または企業のセキュリティ ポリシで承認されているブラウザから Secure Access

デバイスへのサインインが行われるようにするためにも使用できます。

ブラウザ タイプにより、Secure Access およびリソースへのアクセスを制限できます。

• 管理者あるいはユーザーが Secure Access デバイスへのサインインを試みる場合 － ユー

ザーは、ユーザー エージェント文字列が、選択した認証領域の指定するユーザー エージェ

ント文字列パターン要件を満たすブラウザから、サインインする必要があります。ブラウザ

のユーザー エージェント文字列がその領域で「許可」されると、Secure Access がユーザー

の資格証明書を認証サーバーに送信します。ブラウザのユーザー エージェント文字列がその
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領域で「拒否」された場合、Secure Access はユーザーの資格証明書を認証サーバーに送信

しません。

• 管理者あるいはユーザーがロールに割り当てられている場合 － 認証されたユーザーは、ユー

ザー エージェント文字列が、Secure Access がユーザーに割り当てるロールに指定された

ユーザー エージェント文字列パターン要件と一致するブラウザから、サインインしている必

要があります。ユーザー エージェント文字列がロールの「許可」または「拒否」要件を満た

していない場合、Secure Access はユーザーをそのロールに割り当てません。

• ユーザーがリソースを要求する場合 － 認証および承認されたユーザーは、ユーザー エー

ジェント文字列が、ユーザーの要求に対応するリソース ポリシの指定した「許可」または

「拒否」要件と一致するブラウザから、リソースを要求する必要があります。ユーザー エー

ジェント文字列がリソースの「許可」または「拒否」要件を満たしていない場合は、IVE は

そのリソースへのユーザー アクセスを許可しません。

ブラウザ制限機能の目的は、厳格なアクセス コントロールではありません。技術力のあるユー

ザーは、ブラウザのユーザー エージェント文字列を変更できるからです。この機能は、通常の

運用環境で、アドバイス的なアクセス コントロールとして役に立ちます。

ブラウザの制限を指定するには、次の操作を行います。

1. ブラウザ制限を実行するレベルを選択します。

• 領域レベル － 以下のように選択します。

• Administrators > Admin Realms > Select Realm > Authentication Policy > Browser

• Users > User Realms > Select Realm > Authentication Policy > Browser

• ロールレベル － 以下のように選択します。

• Administrators > Admin Realms > Select Realm > Role Mapping > Select|Create

Rule > Custom Expressions

• Administrators > Admin Roles > Select Role > General > Restrictions > Browser

• Users > User Realms > Select Realm > Role Mapping > Select|Create Rule > Custom

Expression

• Users > User Roles > Select Role > General > Restrictions > Browser

2. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• Allow all users matching any user agent string sent by the browser — サポートさ

れている任意の Web ブラウザを使用して Secure Access デバイスまたはリソースにアク

セスできるようにします。

• Only allow users matching the following User agent policy － ブラウザ アクセス

のコントロール規則を定義できます。規則を作成するには、次の操作を行います。

a. User agent string pattern には、以下の形式で文字列を入力します。

∗<browser_string>∗

この場合、∗（アスタリスク）は、あらゆる文字を表すオプションの文字です。大文字

と小文字が区別される <browser_string> は、ブラウザが送信したユーザー エージェ
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ント ヘッダーにある部分文字列と一致する必要があります。エスケープ文字（\）を

ブラウザ制限に含めることはできません。

b. 次のいずれかを選択します。

• Allow を選択すると、ユーザーは、ユーザー エージェント ヘッダーに部分文字列

<browser_string> が含まれるブラウザを使用できます。

• Deny を選択すると、ユーザーは、ユーザー エージェント ヘッダーに部分文字列

<browser_string> が含まれるブラウザを使用できません。

c. iii.Add をクリックします。

3. Save Changes をクリックして設定を保存します。

規則は順番に適用されます。つまり最初に一致した規則が適用されます。

規則に指定する文字の大文字と小文字は区別されます。また、指定する文字にスペースを含め

ることができます。

また指定する文字には、スペースを含めることができません。たとえば、文字列 ∗Netscape∗

は、部分文字列 Netscape を含むすべてのユーザー エージェント文字列と一致します。

以下の規則では、ユーザーが Internet Explorer 5.5x または Internet Explorer 6.x を使用

してサインインする場合のみ、リソースへのアクセスが許可されます。この例の場合、ユーザー

エージェント ヘッダーの部分文字列として「MSIE」を送信する Internet Explorer 以外の汎

用ブラウザも含まれます。

∗Opera∗Deny

∗AOL∗Deny

∗MSIE 5.5∗Allow

∗MSIE 6.∗Allow

∗Deny

証明書のアクセス制限を指定する

管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs ページ

から、Secure Access デバイスにあるクライアントサイド証明書をインストールすると、クラ

イアントサイド証明書を要求することにより、Secure Access やリソース アクセスを制限でき

ます。

• 管理者またはユーザーが Secure Access デバイスにサインインをしようとする場合 — ユー

ザーは、指定のクライアントサイド証明書（適切な認証局（CA）から発行され、オプション

指定の任意フィールド/値ペア要件を含む）を所有しているコンピュータからサインインして

いる必要があります。領域が要求する証明書情報がユーザーのコンピュータ上にない場合、

ユーザーはサインイン ページにアクセスできますが、Secure Access がユーザーのブラウザ

に証明書がないことを確認すると、Secure Access はユーザーの資格証明書を認証サーバー

に送信しません。そのため、ユーザーは Secure Access デバイスの機能にアクセスできませ

ん。

領域レベルで証明書制限を実施するには、以下のように選択します。
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• Administrators > Admin Realms > SelectRealm > Authentication Policy > Certificate

• Users > User Realms > SelectRealm > Authentication Policy > Certificate

• 管理者あるいはユーザーがロールに割り当てられている場合 － 認証されたユーザーは、

Secure Access がユーザーに割り当てるロールに指定したクライアントサイド証明書の要件

（適切な認証局（CA）から発行され、オプション指定の任意フィールド/ペア値の要件を含

む）を満たしているコンピュータから、サインインしている必要があります。ロールが要求

する証明書情報がユーザーのコンピュータに存在しない場合、Secure Access はユーザーに

そのロールを割り当てません。

• Administrators > Admin Roles > SelectRole > General > Restrictions > Certificate

• Users > User Realms > Select Realm Role Mapping > Select|CreateRule >

CustomExpression

• Users > User Roles > SelectRole > General > Restrictions > Certificate

• ユーザーがリソースを要求する場合 － 認証と承認されたユーザーは、ユーザーの要求に対

応するリソース ポリシに指定したクライアントサイド証明書の要件（適切な認証局（CA）か

ら発行され、オプション指定の任意フィールド/ペア値の要件を含む）を満たすコンピュータ

から、リソースを要求する必要があります。リソースが要求する証明書情報がユーザーのコ

ンピュータに存在しない場合、Secure Access はユーザーにそのリソースへのアクセスを許

可しません。

• Users > Resource Policies> SelectResource > SelectPolicy > Detailed

RulesSelect|CreateRule > ConditionField

関連項目 59ページの動的ポリシ評価•

パスワードのアクセス制限を指定する

管理者あるいはユーザーが Secure Access デバイスへのサインインを試みるとき、パスワード

の文字数により Secure Access とリモート アクセスを制限できます。ユーザーは、領域に指

定されている最低文字数要件を満たしているパスワードを入力する必要があります。ローカル

ユーザーと管理者の記録は Secure Access 認証サーバーに格納されます。このサーバーでは、

領域の認証ポリシに指定する値に関係なく、6 文字以上のパスワードが要求されます。

パスワードの制限を指定するには、次の操作を行います。

1. パスワード制限を実行したい管理者領域またはユーザー領域を選択します。

次のとおりに移動します。

• Administrators > Admin Realms > Select Realm > Authentication Policy > Password

• Users > User Realms > Select Realm > Authentication Policy > Password

2. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• Allow all users (passwords of any length) － Secure Access デバイスにサインイン

するユーザーに対してパスワード文字数の制限を適用しません。
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• Only allow users that have passwords of a minimum length － ユーザーは、指定され

ている最低文字数でパスワードを入力する必要があります。

3. パスワード管理を有効にする場合は、Enable Password Management を選択します。また、

Secure Access 認証サーバー設定ページ（ローカル認証サーバー）で、または LDAP サー

バーを通して、パスワード管理の設定を行わなければなりません。パスワード管理の詳細に

ついては、

4. セカンダリ認証サーバーを有効にした場合は、上記の制限をガイドラインとして使用して、

パスワードの文字数制限を指定してください。

5. Save Changes をクリックして設定を保存します。

Secure Access のデフォルト設定では、サインイン ページに入力するユーザー パスワードは

最低 4 文字と指定されています。ユーザーの資格証明書の正当性を検証する認証サーバーに

よっては、最低文字数が異なる場合があります。たとえば、Secure Access ローカル認証デー

タベースでは、ユーザー パスワードの最低文字数は 6 文字です。

関連項目 59ページの動的ポリシ評価•

セッションの制限を指定する

認証ポリシに指定できるアクセス管理オプションに加えて、同時ユーザーに対しても制限を指

定できます。この領域のサインイン ページに URL を入力するユーザーは、認証ポリシに指定

されたあらゆるアクセス管理要件と同時ユーザー要件を満たさないと、 Secure Access にサイ

ンイン ページを表示させることができません。

最小、または最大設定限定数を設定すると、Secure Access がライセンスのあるユーザーの数

に近づく場合に、利用可能性が高くなる領域を構成することができます。

セッションの最小有効数は、0 からライセンスの制限内になります。デフォルトの 0 は制限が

ないということです。領域のすべての最小制限数は、ライセンスの制限まで増やすことができ

ますが、それを超えてはいけません。既存の領域最小制限数の更新、またはライセンスの制限

を超えた新しい領域の最小制限数の追加はできません。最大制限数は指定領域の最小制限数と

同じ、またはそれよりも多くなければなりません。最大制限数が 0 というのは、ユーザーは領

域にログインできないということです。

また、セッションごとに、同時ユーザー数を制限できます。1 人のユーザーが複数のセッショ

ンにログインできます。例えば、ユーザーが 2 台のコンピュータから同じ領域にログインした

場合は、追加のセッションが作成されます。

同時進行のセッションの数を制限するには、次の操作を行います。

1. 制限を実行したい管理者領域またはユーザー領域を選択します。

• Administrators > Admin Realms >SelectRealmAuthentication Policy > Limits

• Users > User Realms > SelectRealm > Authentication Policy > Limits

2. 領域の同時ユーザーの数を制限するには、Limit the number of concurrent users を選択

し、これらのオプションの制限値を指定します。
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• Guaranteed minimum － ゼロ（0）から領域に定義された同時ユーザー最大数の間で、任

意のユーザー数を指定できます。あるいは、領域の最大数がない場合、ライセンスによっ

て許可された最大数までの数を設定できます。

• Maximum（オプション）－ 同時ユーザーの数を、指定した最小数からライセンスのある最

大ユーザー数の間で指定できます。Maximum フィールドにゼロ（0）を入力すると、ユー

ザーは領域にログインできません。

3. Save Changes をクリックします。

関連項目 59ページの動的ポリシ評価•

IF MAP Federation の概要

他の Infranet Controller や SA アプライアンスのためにユーザー セッション情報を保管す

るよう、Juniper Networks Unified Access Control（UAC）Infranet Controller を設定でき

ます。Federation では、ユーザーは、単一の SA アプライアンスまたは Infranet Controller

に対して認証を受け、任意の数の Juniper Networks ファイアウォール デバイスが保護するリ

ソースにアクセスできます。Juniper Networks ファイアウォール デバイスは、Infranet

Enforcer と呼ばれ、異なった Infranet Controller によって制御されます。Federation は、

ネットワーク性能を向上させます。ユーザーが、様々なリソースにアクセスするため、一日の

間に複数の SA アプライアンスまたは Infranet Controller にログインする必要がある場合、

各デバイスが、認証とホスト チェックを行う必要があります。一日中、定期的なホストチェッ

カーの更新を伴う場合もしばしばあります。そのオーバーヘッドにより、デバイスだけでなく

ネットワークやエンドポイントの性能も低下する場合があります。インポートされた IF MAP

セッションにより、冗長なログインやホスト チェックが除去されます。

IVE 上の Federation は、標準の IF MAP（Interface for Metadata Access Point）プロトコ

ルを使用して、分散ネットワーク上の接続デバイス間でセッション情報などのデータを共有し

ます。IF MAP は、TNC WG（Trusted Network Connect Working Group）によって、様々なネッ

トワーク要素やデバイスの間の標準インターフェースとして定義されたプロトコルです。

Federation は、IFMAP サーバーと IF MAP クライアントを使用して構築されます。

IF MAP 上の Federation ネットワークにおけるデータ伝送用の基本的な通信方式を理解する

ことは、管理者として重要です。SA アプライアンス上で設定するポリシーはこの通信を許可し

ます。

フェデレーション ネットワークでは、IF MAP サーバーは、IF MAP クライアント用のリポジ

トリつまりデータ保管場所として機能します。IF MAP クライアントは、ネットワーク上の活

動に関する情報を公開するために、これを使用します。たとえば、SA アプライアンス IF MAP

クライアントは、ネットワーク上のセッションに関する情報を公開でき、Juniper Networks IDP

デバイスは、公開に対する IF MAP クライアントへの潜在的な脅威に関する情報を通知できま

す。IF MAP クライアントは、セッションや脅威に関する情報を検索できます。また、IF MAP

クライアントは購読を設定でき、他のクライアントが新規情報や変更された情報を公開すると、

IF MAP サーバーがクライアントに通知します。さらに、IF MAP クライアントは、もはや有

効でないデータを除去できます。処理はすべて IF MAP クライアントが開始します。68 ペー

ジの「IFMAP の概要」に、簡単な IF MAP 処理を示しています。IF MAP Federation の手順

の一部は示していません。
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IF MAP Federation は、SA アプライアンス上の非ルート IVS に対してはサポートされていま

せん。

IF MAP Federation は、バージョン 6.4 以降の全 SA アプライアンスで利用できます。ライ

センスは必要ありません。

1. エンドポイントは、IF MAP クライアント（SA アプライアンス）を通して認証を受けます。

IF MAP クライアントは、セッション情報を IF MAP サーバーに公開します。

2. エンドポイントは、Infranet Enforcer の背後にある保護リソースにアクセスを試みます。

3. Infranet Enforcer は、Infranet Controller（IF MAP クライアント）に通知します。

IF MAP クライアントは、IF MAP サーバーでセッション情報を探します。

4. Infranet Controller は、エンドポイントの IP アドレスに関するセッション情報を購読し

ています。

5. Infranet Controller は、リソースへのアクセスを試みている IP アドレスに対して、セッ

ション情報が存在することを Infranet Enforcer に通知します。すると、Infranet Enforcer

は、auth テーブル エントリをプロビジョニングします。

6. 保護されたリソースへのアクセスが認められます。ユーザーに関するセッション情報が変わ

ると、認証する IF MAP クライアントは、新しい情報を公開します。ユーザーのセッショ

ン情報を購読している Infranet Controller は、変更を知り、変更されたセッション情報

に従ってアクセスをプロビジョニングします。

IF MAP フェデレーション ネットワークで Infranet Controller と連携するよう SA アプラ

イアンスを設定する方法の詳細は、Unified Access Control Administrator’s Guide を参照

してください。

IF MAP Federation のワークフロー

IF MAP フェデレーション ネットワークの設定には、フェデレーション ネットワークに参加

する様々なデバイスの管理者間で、調整が必要になります。

このドキュメントでは、Infranet Controller、SA アプライアンス、Infranet Enforcer ファ

イアウォール、Juniper Networks IDP といった、Juniper Networks 製デバイスのみを含む

IF MAP 配備を説明します。サードパーティ製コンポーネントを組み込む実装については、

Juniper Networks 技術サポートにお問い合わせください。

ネットワークを計画する際、フェデレーション ネットワークにおけるデバイスの混在は重要で

す。ネットワークを Infranet Controller のみで構成しますか、それとも、SA アプライアン

スを組み込みますか。ネットワークのデバイスは、類似のロール マッピング ポリシーを持っ

ていますか、それとも、各デバイスが異なりますか。

フェデレーション ネットワークのゴールを決定し理解してください。複雑になれば、全体像が

実装をガイドします。Juniper Networks では、ゆっくり始めることを推奨します。たとえば、

最初は各デバイスに単一のロールを割り当て、ネットワークを徐々に構築します。

最も簡単なモデルでは、デフォルトのポリシーを使用できます。このモデルを使用すると、素

早くフェデレーション ネットワークを確立できます。そして、セッション情報は、ネットワー

クに分散したデバイスの間で自動的に共有されます。この単純モデルは、フェデレーション

ネットワークのデバイスが、同じか非常に類似したロール マッピング ロールを持つ、ほとん

どの実装に十分です。
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より複雑なポリシーが構成に必要な場合、意図した結果を得るため、いくつかの作業を行う必

要があります。次のガイドラインが、ワークフローの計画に役立つでしょう。

• IF MAP サーバーと IF MAP クライアントとの間の通信が確立されていることを確認します

• 様々なデバイスの間で共有されるリソースを決定します

• 個別のリソースに誰がアクセスできるかを確定します

• リソースおよびユーザーをロールに配当します

• すべての管理者とデバイスの間で共有され実施される命名規約を確立します

• デバイスに設定したロール指定を反映する Session Export ポリシーと Session Import

ポリシーを作成します。

関連項目 70ページのIF MAP Federation の詳細•

• 72ページのタスク サマリー:IF MAP Federation の構成

IF MAP Federation の詳細

IF MAP サーバー用の IF MAP クライアントとして、SA アプライアンスを設定できます。

Infranet Controller を IF MAP サーバーとして設定します。IF MAP サーバー上で作成され

た、IP アドレスを持つエンドポイント セッションが、その IF MAP サーバーに自動的に公開

されます。

SA アプライアンスに認証するエンドポイント用のソース IP ポリシーを作成し、Infranet

Enforcer の背後にあるリソースへのアクセスを許可できます（ScreenOS Enforcer および JUNOS

Enforcer）。IF MAP クライアントで設定する Session Export ポリシーによって、クライア

ントは、エンドポイント ユーザー データを IF MAP サーバーに公開できます。IF MAP クラ

イアントである SA アプライアンスは、IF MAP サーバー上のその情報を購読できます。

ユーザーが、IF MAP クライアントとして設定されている SA アプライアンスにアクセスする

とき、クライアントは、IP アドレス、ユーザー名、ロールなど、基本的なセッション情報を

IF MAP サーバーに公開します。サーバーは、その情報をメタデータとして保管します。Infranet

Enforcer の背後にある保護リソースへのアクセスをエンドポイントが試みた結果、セッション

情報が必要になると、ネットワークの他の IF MAP クライアントは、メタデータを求めてサー

バーをポーリングします。

IF MAP クライアントとして設定されている SA アプライアンスからの認証されたユーザーが、

IF MAP クライアントとして設定されている Infranet Controller のために、Infranet Enforcer

が保護しているリソースへのアクセスを試みると、Infranet Controller は、ユーザーが

Infranet Controller に認証されなくても、Infranet Enforcer 上のユーザーがアクセスを許

可できるよう、auth テーブル エントリを自動的にプロビジョニングします。

IF MAP クライアントとしての Infranet Enforcer は、発信 IP アドレスに基づいて、エンド

ポイントのためのセッション情報と他のデータを購読します。認証する SA アプライアンス（元

の IF MAP クライアント）は、セッション パラメータに変化があれば IF MAP サーバーに公

開します。アクセスされたリソースを保護している Infranet Controller は、Federation サー

バーのメタデータを購読しているので、セッション情報は常に最新です。
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Infranet Enforcer は、接続している Infranet Controller で設定されたリソース アクセス

ポリシーに基づいて、トラフィックを許可または拒否します。

IF MAP サーバーになる Infranet Controller のサーバー設定を行います。SA アプライアン

スと Infranet Controller それぞれのクライアント設定を行います。するとネットワークに接

続されます。

サーバーとクライアントの設定に加えて、設定した IF MAP クライアントである SA アプライ

アンスと Infranet Controller 上で Session Export ポリシーを設定し、Infranet Enforcer

に接続されている Infranet Controller IF MAP クライアント上で Session Import ポリシー

を設定します。

IF MAP では、IF MAP サーバーとクライアントのネットワーク内にあるデータへの検索、ポー

リング、購読が、サーバーとクライアントに許可されます。IF MAP サーバーに公開される、

ネットワーク内の IVE と SA アプライアンスからの全データは、IF MAP プロトコルを使用し

ます。SA アプライアンスと Infranet Controller 上で設定した Session Export ポリシーと

Session Import ポリシーは、デバイスが IF MAP プロトコルを使用してセッション情報を共

有することを許可します。

Session Export ポリシーは、IVE または SA アプライアンス上のエンドポイントのセッショ

ンを IF MAP データに変換する方法を指定します。セッション情報を IF MAP データに変換

するため、詳細なユーザー情報を入力します。IVE または SA アプライアンスは、Export ポリ

シーを評価して、セッションの IF MAP ロール、機能、ID、デバイス属性を判断します。そし

て、そのデータを IF MAP サーバーに公開します。

IVE で設定する Session Import ポリシーは、デバイスが、IF MAP データに基づいて、ユー

ザー名およびロールの集合をどのように取得するかを指定します。IF MAP データは、他の IVE

または SA アプライアンスからの IF MAP サーバーからデバイスが受領します。Import ポリ

シーは、領域上の Role Mapping ポリシーに類似しています。Export ポリシーおよび Import

ポリシーを設定するときは、正確に行う必要があります。そうしないと、ロールを適切に割り

当てることができません。

[INSERT XREF HERE] は、2 台の IVE が IF MAP クライアント、1 台の SA アプライアンスが

IF MAP クライアント、1 台の IVE が IF MAP サーバーとして設定されたシナリオを示して

います。IF MAP クライアントのいずれかにより認証を受けたエンドポイントは、IVE 1 に接

続された強制ポイントの背後にある保護リソースにアクセスできます。

エンドポイント、クライアント、サーバー間のやり取りは、以下のとおりです。

• エンドポイントは、図に示された SA アプライアンスによって認証され、ネットワークコネ

クトを開始します。

• SA アプライアンスは、エンドポイントが内部ネットワーク上で使用するため、IP アドレス

をプロビジョニングします。内部ネットワーク上のエンドポイントの IP アドレスが知られ

ると、SA アプライアンスは、エンドポイントのセッションから IF MAP データを取得しま

す。

• SA アプライアンス IF MAP クライアントは、Session Export ポリシーを使用し、セッショ

ン情報を IF MAP データとして IF MAP サーバーに公開します。

• ユーザーが、強制ポイントの背後にあるリソースへのアクセスを試みると、Infranet Enforcer

にはエンドポイントに関する情報がないので、アクセスがブロックされます。Infranet
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Enforcer は、エンドポイントのソース IP アドレスを含む、動的な発見メッセージを送信し

ます。

• IVE 1 は、その IP アドレスを使用して、IF MAP サーバーからセッション データを取得し

ます。

• IVE は、Session Import ポリシーを使用して、IF MAP サーバーからセッション データを

取得します。

SA アプライアンスに認証を受けるエンドポイントは、ネットワークコネクトを実行していなけ

ればなりません。

各ユーザーは、認証を受けた SA アプライアンス上でカウントされるので、インポートされた

ユーザー セッションは、いずれのプラットフォームの最大ユーザー数にもカウントされませ

ん。

IF MAP Federation ネットワークの設定に関する詳細は、Unified Access Control

Administrator’s Guide を参照してください。

IF MAP ログ

IF MAP 関連のイベントは、IF MAP サーバーと IF MAP クライアントの両方でログに記録さ

れます。

タスク サマリー:IF MAP Federation の設定

このトピックに示された作業は、Secure Access デバイスの管理者と共に、Infranet Controller

管理者が実行します。Secure Access デバイスで、Session Export ポリシーおよび IF MAP

クライアントを設定します。IF MAP Federation ネットワークの設定に関する詳細は、Unified

Access Control Administrator’s Guide を参照してください。

IF MAP Federation を使用するには、Infranet Controller および SA アプライアンスで次の

操作を行います。

1. Federation と使用したい接続済み Infranet Enforcer のいずれかで、動的認証テーブル

プロビジョニングを有効にします。

2. Infranet Controller で、IF MAP クライアントとの通信を行えるように IF MAP サーバー

を設定します。

3. IFMAP サーバーとの通信を行えるように IF MAP クライアントを設定します。

4. Infranet Controller と SA アプライアンスにおいて、フェデレーション ネットワークの

全クライアント間の Session Import ポリシー、Session Export ポリシー、ロール、お

よびリソース アクセス ポリシーを調整します。

5. IVE と SA アプライアンスで Session Export ポリシーを設定し、セッションを IF MAP

データにどう変換するかを定義します。

6. IF MAP データを IVE ロールに変換するため、Export ポリシーに対応する Session Import

ポリシーを IVE で設定します。

7. Infranet Controller で、ネットワークにアクセスするためにソース IP を使用する SA ア

プライアンス ユーザー向けにソース IP ポリシーを設定します。
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関連項目 73ページのIF MAP サーバー設定の構成•

• 73ページのIF MAP Federation クライアントの設定

• 74ページのSession Export ポリシーと Session Import ポリシー

• 79ページのIF MAP Federation ネットワークのトラブルシューティング

IF MAP サーバー設定の構成

IVE IF MAP サーバーに IF MAP クライアントをすべて追加する必要があります。クライアン

トを追加するには、クライアントの IP アドレスおよびセキュリティ メカニズムと資格情報を

指定しなければなりません。

IF MAP サーバーの設定に関する詳細は、Unified Access Control Administrator’s Guide

を参照してください。

関連項目 79ページのIF MAP Federation ネットワークのトラブルシューティング•

IF MAP Federation クライアントの設定

各 SA アプライアンス IF MAP クライアントに対して IF MAP サーバーを識別する必要があ

ります。サーバーを追加するには、サーバーの IF MAP URL およびサーバーの認証方法を指定

します。URL およびセキュリティ設定を、IF MAP クライアントが接続する IF MAP サーバー

と一致させます。

IF MAP クライアントになる SA アプライアンスで IF MAP クライアント設定を行うには、次

の操作を行います。

1. 管理者コンソールで System > IF MAP Federation > Overview を選択します。

2. Enable IF MAP Client オプション ボタンを選択します。

3. IF MAP サーバー上の IF MAP Web サービスのサーバー URL を入力します。すべての

Juniper Networks IF MAP サーバーには、サーバー URL に /dana ws/soap/dsifmap を追

加します。

4. Client Authentication Method: Basic または Certificate を選択します。

a. Basic を選択した場合は、Username および Password を入力します。これは、IF MAP

サーバーに入力した情報と同じです。

b. Certificate を選択した場合は、使用する Device Certificate を選択します。

c. IF MAP サーバー証明書に署名した CA の証明書は System > Configuration >

Certificates > Trusted Server CA ページから追加します。

IF MAP クライアントが、IF MAP サーバー証明書を検証します。検証が失敗すると、

接続も失敗します。クライアント マシン上の IF MAP URL のホスト名が、IFMAP サー

バーのサーバー証明書のホスト名と一致するようにします。また、サーバー証明書に署
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名した CA を、IF MAP クライアント上のトラステッド サーバー CA として設定しま

す。

5. Save Changes をクリックします。

関連項目 73ページのIF MAP サーバー設定の構成•

IF MAP Federation ネットワークのタイミングの注意事項

完全でタイムリーな情報を IF MAP が提供するのに、タイムアウトの問題は重要なので、すべ

ての IF MAP サーバーの時刻が正しいことが重要です。IFMAP Federation は、フェイル セ

キュアに設計されています。ネットワークのいずれかのコンポーネントが、タイムリーな情報

を受領しない場合、IF MAP メタデータはデータ ストアから除去されます。

コンポーネントは、フェイル セキュアに設計されています。完全でタイムリーな情報が提供さ

れなければ、ユーザーのセッションは削除されます。たとえば、セッションを公開する IF MAP

クライアントと、リソースへのアクセスを認めるクライアントとの間で、接続のチェーンが壊

れると、アクセスを認めたクライアントはそのセッションを削除します。フェイル セキュアの

時間制限は 3 分です。

IF MAP のタイムアウト制限は 3 分であり、次のイベントに適用されます。

• IF MAP サーバー（またはクラスタ）が、その IF MAP クライアントの 1 つとのコンタク

トを失う

• IF MAP サーバー（クラスタ）が、IF MAP フェデレーションのもう一方の IF MAP サー

バー（クラスタ）とのコンタクトを失う

• Juniper IF MAP クライアントが、その IF MAP サーバー（クラスタ）とのコンタクトをあ

まりに長い間失う

関連項目 73ページのIF MAP サーバー設定の構成•

• 73ページのIF MAP Federation クライアントの設定

• 74ページのSession Export ポリシーと Session Import ポリシー

• 79ページのIF MAP Federation ネットワークのトラブルシューティング

Session Export ポリシーと Session Import ポリシー

Federation ネットワークの、IF MAP クライアントである SA アプライアンスと Infranet

Controller のすべてに Session Export ポリシーを設定します。これらのポリシーにより、

IF MAP クライアントは、発信セッション情報を IF MAP データに、着信 IF MAP データを

セッション情報に変換できます。これらの変換によって、セッションを共有するデバイスのロー

ル構成が異なる場合でも、SA アプライアンスと Infranet Controller の間でセッションを共

有できます。

Session Export ポリシーと Session Import のポリシーを正確に設定するには、IF MAP 識

別子と IF MAP メタデータについての最小限の理解が必要です。識別子は、すべてのメタデー

タ操作に必要な、他と重複しない値です。メタデータの各インスタンスは、識別子と関連付け
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られます。識別子の例には、アクセス要求、ID、IP アドレス、MAC アドレスなどがあります。

メタデータの例には、機能、ロール、デバイス属性などがあります。

IF MAP は、IVE および SA アプライアンス上のロールに類似した、IF MAP ロールと IF MAP

機能という 2 つのメタデータ タイプを認識します。IF MAP ロールは、組織のユーザーに割

り当てられた属性です。IF MAP メタデータが IF MAP サーバーに公開されたとき、この情報

は、ネットワーク上の個人を識別する方法の 1 つになります。これは、SA アプライアンスで

のロールの概念とは多少異なります。SA アプライアンスでのロールの概念により近いのが、

IF MAP 機能です。IFMAP 機能は、アクセス要求の結果として割り当てられた権限の集まりで

す。認証領域でロール マッピングを通して得られるので、こちらの方が、SA アプライアンス

ロールに類似しています。

ユーザー セッションについて IF MAP サーバーに公開されるデータは、ユーザー セッション

に Session Export ポリシーを適用することにより得られます。Session Import ポリシー

は、IF MAP サーバーからのデータに適用され、ユーザーに一連のロールを割り当てます。

エンドポイントが、IVE に関連付けられた保護リソースへのアクセスを試みると、デバイスは、

データがないか IF MAP サーバーに問い合わせます。Infranet Controller は、Session Import

ポリシーを使用して、IF MAP データからロールとユーザー名を取得します。たとえば、ある

ホストチェッカー ポリシーを探す Session Import ポリシーを設定できます（Session Import

ポリシーでホストチェッカー ポリシーを指定します）。Infranet Controller が一致（この場

合は、ホストチェッカー デバイス属性）を発見すると、Session Import ポリシーで指定され

たロールにユーザーを割り当てることができます。

IF MAP Federation ネットワークでデバイスを構成する管理者全員の間で、機能、ロール、デ

バイス属性の集合および IF MAP で使用される意味が同じでなければなりません。そして、各

管理者は、ローカル セッションと IF MAP データとの間でマッピングするよう、デバイスを

設定します。[INSERT XREF TO ART] は、サンプル ユーザーによる保護リソースへのアクセス

を許可するポリシーを使った、協調 IF MAP フェデレーション ネットワーク構成を示してい

ます。

Session Import ポリシーと Session Export のポリシーについての理解を深めるため、次の

Juniper Networks IF MAP 規則に注意してください。

• SA アプライアンスは、同一の IF MAP ユーザー名にマッピングされます。

• SA アプライアンスのロールは、IF MAP 機能とペアになります。

• 機能は、ペアになるロールと名前が同じでも異なっても構いません。

• 異なった IF MAP クライアントが、異なるが同等のロール名を持つ場合（たとえば、Legal

と Law で、両方とも企業の法務部のメンバーを示す）、単一の IF MAP 機能を選択する必

要があります。

• すべてのロールを IF MAP 機能とペアにする必要はありません。ロールが、SA アプライア

ンスにローカルであっても構いません。

• IF MAP 機能と、SA アプライアンスまたは IVE 上のロールとの間のペアを決めた後、各ペ

アに対してセッション エクスポート ポリシーを作成します。Infranet Enforcer を制御す

る Infranet Controller では、セッション インポート ポリシーを作成します。

• ポリシーのパラメータは、SA アプライアンス ロールと IF MAP 機能のみです。それ以外は

固定されています。
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デフォルトの Session Export および Session Import ポリシーのアクション

デフォルトでは、IF MAP 機能（IVE または SA のアプライアンス ロールに相当）を IF MAP

サーバーに公開し、IF MAP サーバーから取得できるように、Session Import と

Session Export の IF MAP ポリシーは構成されます。ただし、各 IF MAP クライアントに、

一致するロールがある場合に限ります。各デバイス上で新しい Session Import と

Session Export ポリシーを開き、そのポリシーに名前を付け閉じることができます。フェデ

レーション ネットワークの IF MAP クライアントが、一致するロールを持っていれば、それ

を使用してリソースにアクセスできます。

高度な Session Export ポリシーと Session Import ポリシー

デフォルトでは、Session Export ポリシー ページや Session Import ポリシー ページの高

度なオプションのリンクをクリックした場合を除いて、高度なポリシー オプションは見えませ

ん。デフォルトのモードでは、IF MAP 機能と IVE ロールを使用して、Session Export ポリ

シーと Session Import ポリシーを設定します。

デバイス属性、IF MAP ロール、ID には、高度なオプション リンクからアクセスできます。

IF MAP 機能と IVE ロールが、ほとんどの IVE および SA アプライアンス IF MAP Federation

が必要とする機能を提供するはずです。

関連項目 76ページのSession Export ポリシーの設定•

• 78ページのSession Import ポリシー

Session Export ポリシーの設定

Session Export ポリシーでは、ユーザーのセッションが IF MAP を通して公開されたとき、

IF MAP サーバーでユーザーを識別する方法を決めます。ポリシーが、IF MAP 識別子を設定

します。様々な Infranet Controller 上でロールの一致を判断するのに使用される、ユーザー

の属性を定義します。たとえば、「engineering」ロールに属するユーザーは IF MAP サーバー

の「engineering」IF MAP 機能を持つ、と識別するように Session Export ポリシーを設定

します。その識別は、他の IF MAP クライアントが購読するセッション情報に含められます。

ユーザーをどのロールに割り当てるかを識別するため、Infranet Controller 上で、対応する

Session Import ポリシーを設定します。

Infranet Controller または SA アプライアンス ロールに基づいた Session Export ポリシー

を設定します。ロールが、ターゲット Infranet Controller のロールと一致した場合にのみ、

そのロールに属するユーザーは、Infranet Enforcer 上のリソースにアクセスできます。ネッ

トワークの Infranet Enforcer の背後にあるリソースへのアクセスが許可されているユーザー

を持つ、すべての Infranet Controller と SA アプライアンスに関して、Session Export ポ

リシーを設定します。

Session Export ポリシーが設定されたユーザーが、ネットワークで認証されると、

Session Export ポリシーを使用して、ユーザー セッションは、IF MAP データに変換され、

その後 IF MAP サーバーへ送信されます。ユーザーが、Infranet Enforcer が保護するリソー

スへのアクセスを試みると、ターゲットの Infranet Controller は、2 番目の Infranet

Controller デバイス上で設定された Session Import ポリシーを使用して、そのユーザーの

IF MAP データをユーザー名とロールに変換しようと試みます。
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Session Export ポリシーの管理ドメイン

レイヤ 2 環境では、IF MAP サーバー上のセッション情報には MAC アドレスが含まれます。

エクスポート ポリシーが管理ドメインを指定する場合、そのドメインは、IF MAP サーバーに

公開された MAC アドレスに関連付けられます（管理ドメインは、IF MAP サーバーに公開され

た ID にも関連付けられます）。

DHCP サーバーは、認証の後、エンドポイントに IP アドレスを割り当てます。IFMAP 対応の

DHCP サーバーは、IF MAP に ip mac リンクを公開し、エンドポイントの IP アドレスをそ

の IF MAP セッション情報に関連付けます。

MAC アドレスに管理ドメインを含めると、管理ドメインに基づいて ip mac リンクを作成でき

ます。

IF MAP フェデレーション ネットワークが、異なる管理ドメインにわたる場合、各ドメインに

個別の Session Export ポリシーを設定し、MAC アドレスのスプーフィングを防ぐ必要があり

ます。各管理ドメインには、関連付けられた DHCP サーバーおよび独自の Session Export ポ

リシーが必要です。

IF MAP フェデレーション ネットワーク内の Session Export ポリシーの他の側面は重複し

ても構いません。

Session Export ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで System > IF MAP > Session Export Policies を選択します。

2. 新しいポリシーを作成するには、New をクリックします。

3. Policy Name に入力し、オプションで Description に入力します。

4. オプションで、Available Roles を Selected Roles 列に追加して、このポリシーが適用さ

れるロールを決めます。ロールを追加しなければ、ポリシーはすべてのセッションに適用さ

れます。ただし、アクセスを必要としないプリンタなど、非対話型デバイスがある場合に

は、ロールを手動で追加して、非対話型デバイスを持つそれらのロールを除外したいことも

あります。

5. Policy Actions で Set IF MAP Capabilities を選択し、該当するロールを選択します。

• Copy Matching Roles － このアクションを選択すると、このポリシーの Roles セクショ

ンで指定したロールと一致する全ユーザー ロールを、IF MAP 機能データにコピーしま

す。

• Copy all Roles － このアクションを選択すると、ユーザー セッションからの全ロール

を IF MAP 機能データにコピーします。

• Set capabilities specified below － 機能を 1 行に 1 つ入力します。

6. このポリシーが一致すると、これ以上 Session Export ポリシーが適用されないように指

定するには、Stop processing policies when this policy matches を選択します。

7. Save Changes を選択するか、Advanced Actions の設定に進みます。
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詳細オプションを設定するには、次の操作を行います（通常、Infranet Controller および SA

アプライアンス IF MAP Federation には不要）。

1. View Advanced Actions リンクを選択します。ページにその他のオプションが表示されま

す。

2. Set IF MAP Identity － このアクションを選択した場合、Identity を入力し、メニュー

から Identity Type を選択します。通常、ID には <NAME> と指定し、ユーザーのログイン

名を割り当てます。文字テキストとコンテキスト変数を自由に組み合わせて指定できます。

Identity Type で other を選択した場合、テキストボックスに独自の Identity Type を入

力してください。

3. オプションで、Session Export ポリシーの管理ドメインを Administrative Domain に入

力します。このオプションのフィールドは、ID と MAC アドレス情報に適用されます。複数

のドメインを持つ大規模なネットワーク環境で、ユーザー名が重複する可能性がある場合な

どに、このフィールドを使用します。ドメインを入力することによって、適切なユーザーが

識別されます。

4. Set IF MAP Roles － このアクションを選択した場合は、該当するロールを選択してくだ

さい。

• Copy Matching Roles － このアクションを選択すると、このポリシーの Roles セクショ

ンで指定したロールと一致する全ユーザー ロールを、IF MAP 機能データにコピーしま

す。

• Copy all Roles － このアクションを選択すると、ユーザー セッションからの全ロール

を IF MAP 機能データにコピーします。

• Set capabilities specified below － 機能を 1 行に 1 つ入力します。

5. Set IF MAP Device Attributes － デバイス属性は、Infranet Controller または SA ア

プライアンス上の渡されたホストチェッカー ポリシーを表します。

• Copy Host Checker policy names － セッションについて渡された各ホストチェッカー

ポリシーの名前が、デバイス属性にコピーされます。

• Set Device Attributes － デバイス属性を 1 行に 1 つずつテキスト ボックスに入力し

ます。

6. Save Changes を選択して、この詳細な Session Export ポリシーを保存します。

保護リソースの前の Infranet Enforcer に接続された IF MAP クライアント Infranet

Controller が、IF MAP サーバーから IF MAP データを収集することを許可するよう、対応

する Session Import ポリシーを作成する必要があります。

関連項目 74ページのSession Export ポリシーと Session Import ポリシー•

• 79ページのIF MAP Federation ネットワークのトラブルシューティング

Session Import ポリシー

作成した Session Export ポリシーによって、セッションを表す IF MAP データを IF MAP

サーバー上に格納できます。Session Import ポリシーは、IF MAP サーバーの IF MAP デー

タから、Infranet Controller が一連のロールとユーザー名をどのように取得するかを指定し
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ます。Session Import ポリシーは、SA アプライアンスからユーザー セッションをインポー

トするための規則を確立します。インポート ポリシーによって、対象デバイス上の対応する

ロールに、認証されたユーザーをマッチさせることができます。たとえば、セッションの IF MAP

データに「Contractor」機能が含まれているとき、インポート セッションが「limited」ロー

ルを持つように、インポート ポリシーを設定できます。Session Import ポリシーによって、

Infranet Controller は、IF MAP サーバーが提供する情報に基づいて、ロールを適切に割り

当てることができます。

保護リソースの前にある Infranet Enforcer に接続された IF MAP クライアント IVE で、

Session Import ポリシーを設定します。Session Import ポリシーの設定については、Unified

Access Control Administrator’s Guide を参照してください。

関連項目 79ページのIF MAP Federation ネットワークのトラブルシューティング•

IF MAP フェデレーション ネットワークをトラブルシューティングする

Infranet Controller および SA アプライアンスの診断ツールがフェデレーション ネットワー

クのトラブルシューティングの際に役立ちます。

IF MAP クライアント ユーザー メッセージ ー IF MAP クライアントでは、IF MAP サーバー

から発行または削除された情報を記録します。

• Infranet Controller および SA アプライアンス IF MAP クライアントの Log/Monitoring

> User Access > Settings より IF MAP クライアント ユーザー メッセージを有効にしま

す。

IF MAP サーバー トレース ー IF MAP サーバーでは、IF MAP の要求と返答の XML が記録

されます。

• IF MAP サーバーの Log/Monitoring > Events > Settings から IF MAP サーバー トレー

スを有効にします。

この診断ツールを起動すると、パフォーマンスが著しく低下する可能性があるので、IF MAP

サーバー トレースは、トラブルシューティングを行う場合のみに有効にしなければなりませ

ん。

関連項目 79ページのIF MAP クライアント上のアクティブ ユーザーを表示する•

IF MAP クライアント上のアクティブ ユーザーを表示する

IF MAP クライアント上では、クライアントにアクセスしている別の Infranet Controllers

または SA アプライアンスのすべてのセッション（インポートされたセッション）を表示する

ことができます。ユーザー名、ロール、ユーザーの端点 IP アドレス、ユーザーを認証する

Infranet Controller または SA アプライアンスの IP アドレスを含めたセッション情報を表

示することができます。一時的、または永久的にセッションを選択し、削除できます。一時的

に削除されたセッションは、アクセスの再開を要求することで復元できます。永久的に削除さ

れたセッションは復元できません。
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IF MAP クライアント上の現在のセッションを表示、無効化、有効化するには、次の操作を行

います。

1. IF MAP クライアント管理者コンソールの System > IF MAP > Active Users を選択しま

す。

2. Imported または Exported を選択します。

3. Activate または De activate を選択します。

関連項目 79ページのIF MAP フェデレーション ネットワークをトラブルシューティングする•

トラステッド サーバー リスト

Secure Access が web ブラウザからのクライアント ソフトウェアをインストールし、起動す

るには次の 2 つのメカニズムを使用します。

• ActiveX コントロール（Windows/IE のみ利用可能）

• Java アプレット

両方のメカニズムで、ユーザーは一度も実行したことのない ActiveX コントロールおよび Java

アプレットを信頼するように指示されます。これらのメカニズムの固有の問題は以下のとおり

です。

• ユーザーが ActiveX コントロールを信頼すると、そのコントロールは永続的に信頼されま

す。

• Java アプレットを信頼すると、ユーザーは全く同一のコード署名証明書によって署名された

すべてのコードを信頼することになります。

上記に関して、管理者はテキスト ファイル（ホワイトリストと呼ばれる）を作成します。その

リストにはトラステッド Secure Access デバイスまたは完全修飾ドメイン名もしくは IP アド

レスがぞれぞれ一行づつ記載されています。管理者は、次の 2 種類のホワイトリストを設定で

きます。

• 管理者ホワイト リスト ー 管理者ホワイトリスト ファイルはエンドポイント管理者のみが

変更することができます。管理者は SMS またはその他のメカニズムを使用し、管理者ホワイ

トリストをエンドユーザー システムにコピーしなければなりません。管理者ホワイトリスト

ファイルは次の場所にあります。

%ProgramFiles%\Juniper Networks\Whitelist.txt (Windows)

/usr/local/juniper/whitelist.txt (Macintosh and Linux)

• ユーザー ホワイトリスト ユーザーは自身で Secure Access デバイスを信頼するかを決

めることができます。ユーザーが Secure Access デバイスを信頼することを決定すると、

Secure Access デバイスはユーザーのホワイトリストに追加されます。ユーザー ホワイトリ

スト ファイルは次の場所にあります。

%AppData%\Juniper Networks\Whitelist.txt (Windows)

/~/Library/Application Support/Juniper Networks/whitelist.txt (Macintosh)

/~/.juniper_networks/whitelist.txt (Linux)
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注: トラステッド サーバー リスト機能はブラウザ ウィンドウから起動されたアプ

リケーション用です。コマンドラインまたは他の方法で起動されたアプリケーショ

ンには適用されません。

管理者およびユーザー設定

以下は、ホワイトリスト ファイルの一部です。

qa.juniper.net

dev1.juniper.net

66.129.224.48

注: Secure Access ソフトウェアが削除されたときに、ホワイトリスト ファイルは

削除されません。

実施には 2 つのモードがあります。

• 管理者リストのみ許可する ー 管理者ホワイトリストにない Secure Access デバイスからソ

フトウェアが起動する場合は、その試行は失敗し、ユーザーは「<server> からダウンロード

されたソフトウェアの起動は許可されていません。サポートが必要な場合は、システム管理

者にお問い合わせください。」というエラー メッセージを受け取ります。Secure Access デ

バイスが管理者ホワイトリストにある場合は、要求どおりに起動は処理されます。

• プロンプト ー 管理者ホワイトリストまたはユーザー ホワイトリストにない Secure Access

デバイスからソフトウェアが起動する場合は、ユーザーは「次のサーバーからのソフトウェ

アのダウンロード、インストール、そして（または）実行を行いますか。」というメッセー

ジを受け取り、ソフトウェアを起動するかを尋ねられます。ユーザーが拒否すると、起動は

失敗します。ユーザーが承認すると、起動は行われます。メッセージ ウィンドウの次のオプ

ションのうちの 1 つを選択することによって、ユーザーは Secure Access デバイスをユー

ザーのホワイトリスト ファイルに自動的に追加することができます。

• Always ー サーバーをユーザー ホワイトリスト ファイルに追加し、ソフトウェアをダウ

ンロード、インストールまたは起動します。

• Yes ー ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは起動しますが、サーバーをユー

ザー ホワイトリスト ファイルに追加しません。

• No ー ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは起動せず、サーバーをユーザー

ホワイトリスト ファイルに追加しません。

ホワイトリストの一番目の行に「AllowAdminListOnly」（大文字小文字は区別されない）があ

る場合は、Allow Admin List Only 実施モードが使用されています。そうでない場合は、プロ

ンプト モード実施が使用されています。

以下が、Allow Admin List Only 実施を使用しているホワイト ファイルの一部です。

AllowAdminListOnly

qa.juniper.net

dev1.juniper.net
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66.129.224.48

注: Secure Access ソフトウェアを最新バージョンにアップグレードすると、プロ

ンプト実施はデフォルト モードです。

クラスタをホワイトリスト ファイルに追加するには、次の操作を行います。

• アクティブ/パッシブ クラスタの場合は、ホワイトリストに VIP を入力します。

• アクティブ/アクティブ クラスタの場合は、ホワイトリストにロード バランサ ホスト名を

入力します。

ホワイトリスト フロー チャート

次の手順は、ソフトウェアを起動するかどうかを決定するためのプロセスの概説です。

1. 起動を開始する URL のページが https で始まらない場合は、起動を中断し、ユーザーに通

知します。

2. もしくは管理者ホワイトリストが存在する場合は、

• 元のサイトがホワイトリストにある場合は、起動を再開します。

• 元のサイトがホワイトリストになく、そのホワイトリストが「AllowAdminListOnly」で開

始する場合は、起動を中断してユーザーに通知します。

3. もしくは、ユーザー ホワイトリストが存在する場合は、

• 元のサイトがユーザー ホワイトリストにある場合は、起動を再開します。

4. ユーザーにその元のサイトを信頼するかを尋ねます。

5. ユーザーが元のサイトを信頼することに合意した場合は、以下のとおりです。

• Always を選択した場合は、サーバーをユーザー ホワイトリスト ファイルに追加します。

• 起動を再開します。

6. 起動を中断します。

関連項目 • 336ページのJava アプレットを Secure Access にアップロードする
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第4章

ユーザー ロール

• ユーザー ロールの概要 83ページ

• 一般的なロール オプションの設定 87ページ

• ロール制限 88ページ

• ロールベースのソース IP エイリアスを指定する 89ページ

• ロール セッション オプションの指定 89ページ

• Secure Access の Welcome ページのカスタマイズ 93ページ

• ユーザー ロールのデフォルト オプションを定義する 98ページ

• メッセージのカスタマイズ 99ページ

• ユーザー ロールの UI 表示をカスタマイズする 99ページ

ユーザー ロールの概要

ユーザー ロールとは、ユーザー セッション パラメータ（セッション設定とオプション）、個

人設定（ユーザー インターフェースのカスタマイズとブックマーク）、有効なアクセス機能

（Web ファイル、アプリケーション、Telnet/SSH、ターミナルサービス、ネットワーク、ミー

ティング、E メール アクセス）を定義するエンティティのことです。ユーザー ロールでは、

個々の要求に対するリソース アクセス コントロールまたはその他のリソース ベースのオプ

ションは指定しません。たとえば、ユーザー ロールでユーザーが Web ブラウズを実行できる

かどうかを定義できます。ただし、アクセスを許可する個々の Web リソースについては、別の

Web リソース ポリシーで定義します。

SA シリーズ アプライアンスは2 種類のユーザー ロールをサポートしています。

• Administrators － 管理者ロールは、このロールに割り当てられた管理者の SA 管理機能と

セッション プロパティを指定します。管理者ロールをカスタマイズするには、その管理者

ロールのメンバーが表示および管理できる SA 機能のセットとユーザー ロールを選択しま

す。管理者ロールは、Delegated Admin Roles ページで作成と設定できます。管理者コンソー

ルで Administrators > Admin Roles をクリックします。

• ユーザー － ユーザー ロールは、ユーザー セッション パラメータ、個人設定および有効な

アクセス機能を定義するエンティティです。ユーザー ロールは、特定の SA アクセス機能を

有効にし、Web、アプリケーション、セッション ブックマークを定義し、有効なアクセス機

能のセッション設定値を設定することによって、カスタマイズできます。ユーザー ロールは

Roles ページから作成、設定できます。管理者コンソールで Users > User Roles をクリッ

クします。
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ユーザー ロールは、SA アクセス管理フレームワークに不可欠な部分であり、すべての Secure

Access 製品で利用できます。ただし、ライセンスが与えられている機能へは、ユーザー ロー

ルでのみアクセスが可能です。たとえば、SA 700 アプライアンスを使用しているが、Core

Clientless Access のアップグレード ライセンス キーを購入していない場合、ユーザー ロー

ルに対して Web の書き換えを有効にできません。

ユーザー ロールの評価

SA のロール マッピング エンジンは、次の図に示すように、ユーザーのセッション ロール、

つまりユーザー セッションで有効な権限の組み合わせを決定します。各ステップの詳細につい

ては、図の後に説明しています。

図 3: SA シリーズ アプライアンスは、セッション ロール作成のために次のセ
キュリティ チェックを行う
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SA は、セッション ロール作成のため、次のセキュリティ チェックを行います。

1. SA は、ユーザーのサインインが正常に行われた認証領域の Role Mapping タブの最初の規

則から評価を開始します。評価中、SA は、ユーザーが規則の条件を満たしているかどうか

を判断します。満たしている場合、次の処理が行われます。

• SA は、該当するロールを、ユーザーが利用できる「適格なロール」のリストに追加しま

す。

• SA は、「一致したら停止」機能が設定されているかどうかを確認します。設定されてい

る場合は、ステップ 5 に進みます。

2. SA は、ステップ 1 のプロセスに基づいて、認証領域の Role Mapping タブにある次の規則

を評価し、後続の各規則にこのプロセスを繰り返します。SA は、すべてのロール マッピン

グ規則を評価すると、適格なロールを包括するリストを作成します。

3. SA は、適格リスト内の各ロールの定義を評価して、ユーザーがロール制限に準拠している

かどうか判断します。SA はこの情報を使用して、有効なロールのリストを作成します。ユー

ザーは、これらのロールの要件も満たしています。

有効なロールのリストにロールが 1 つだけ含まれている場合、そのロールにユーザーを割

り当てます。それ以外の場合は、評価プロセスを続けて行います。

4. ユーザーが複数のロールに割り当てられる場合は、SA は、Role Mapping タブで指定されて

いる以下の設定を評価します。

• Merge settings for all assigned roles － このオプションを選択すると、SA は、すべ

ての有効なユーザー ロールのパーミッシブ マージを実行し、ユーザー セッションの全

般的な（ネット）セッション ロールを決定します。

• User must select from among assigned roles—このオプションを選択すると、認証され

たユーザーに有効なロールのリストが表示されます。ユーザーは、このリストからロール

を選択する必要があります。ユーザー セッションの間、SA はユーザーをそのロールに割

り当てます。

• User must select the sets of merged roles assigned by each rule － このオプショ

ンを選択すると、SA は、認証されたユーザーに適格な規則のリスト（つまり、ユーザー

が条件を満たしている規則）を表示します。ユーザーはこのリストから規則を選択する必

要があり、SA は、その規則に割り当てられたすべてのロールのパーミッシブ マージを実

行します。

注: 自動（時間ベース）動的ポリシー評価を使用するか、手動ポリシー評価を実行

する場合は、SA は、このセクションで説明するロール評価プロセスを繰り返しま

す。

パーミッシブ マージのガイドライン

パーミッシブ マージは、以下のガイドラインに従って、有効な機能と設定を組み合わせて 1

つにします。
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• あるアクセス機能が、ロールによって有効であったり無効であったりする場合、有効な設定

が優先されます。たとえば、ユーザーが 2 つのロールに割り当てられ、一方のロールがセ

キュアミーティングを無効にし、もう一方のロールがセキュアミーティングを有効にする場

合は、SA は、そのセッションでのセキュアミーティングの使用をユーザーに許可します。

• セキュア アプリケーション マネジャーの場合、SA は、この機能を有効にした最初のロール

に対応するバージョンを有効にします。さらに、SA は、選択されたバージョンに対応するす

べてのロールの設定をマージします。

• ユーザー インターフェース オプションの場合、SA は、ユーザーの最初のロールに対応する

設定を適用します。

• セッション タイムアウトの場合、SA は、すべてのロールの最大値をユーザー セッションに

適用します。

• 複数のロールが Roaming Session 機能を有効にした場合には、SA は、ネットマスクをマー

ジして、そのセッション用により大きなネットマスクを作成します。

• ユーザーに割り当てられた 2 つのロールをマージする場合（新しいウィンドウでブックマー

クを開くロールと、同じウィンドウでブックマークを開くロール）、マージされたロールは、

ブックマークを同じウィンドウで開きます。

• 2 つのロールをマージする際に、最初のロールがブラウザのツールバーを無効化し、2 番目

のロールがフレーム ツールバーまたは標準ツールバーのいずれかを有効化する場合は、マー

ジされたロールは、2 番目のロールの設定を使用して、指定されたブラウザのツールバーを

表示します。

• マージされたロールは、HTTP Connection Timeout に記載されている最も大きい値を使用し

ます。Users > User Roles > ロールを選択 > Web > Options をクリックして、View advanced

options をクリックしてください。

ユーザー ロールの設定

ユーザー ロールを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles を選択します。

2. New Role をクリックし、ロールの名前と説明（オプション）を入力します。ここに入力し

た名前は Roles ページの Roles リストに表示されます。

ロールを作成したら、ロールの名前をクリックして、以下のセクションの指示に従って設定を

行うことができます。
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注: ロールを削除しても、パーソナル ブックマーク、SAM 設定などの設定は削除さ

れない場合があります。したがって、新しいロールを同じ名前で追加した場合、新

しいロールに追加されるユーザーは、古いブックマークと設定を使用する場合があ

ります。一般に、IVE は参照整合性規則を実行しているため、ユーザーは他の場所

を参照しているオブジェクトを削除できません。たとえば、ロールが、領域のロー

ル マッピング規則のいずれかで使用されている場合、マッピング ルールを変更ま

たは削除しない限り、IVE はロールの削除を拒絶します。

個々のユーザー アカウントを作成する際には、適切な認証サーバーから（ロールで

はなく）ユーザーを追加する必要があります。サードパーティのサーバー上でユー

ザーを作成する方法については、その製品に付属するマニュアルを参照してくださ

い。

関連項目 56ページのポリシー、規則、制限、条件の概要•

• 87ページの一般的なロール オプションの設定

一般的なロール オプションの設定

General タブの一番上の Overview をクリックして、ロール名や説明の編集、セッションやユー

ザー インターフェース オプションのオンとオフの切り替え、およびアクセス機能の有効化を

行うことができます。アクセス機能を有効にした場合、対応するリソース ポリシーを作成する

必要があります。

一般的なロール設定とオプションを管理するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles > ロール名 > General > Overview を選択しま

す。

2. 名前と説明を変更し、Save Changes をクリックします（オプション）。

3. Options で、そのロールに対して有効にするロール固有のオプションをチェックします。

ロール固有のオプションを選択しない場合には、IVE は、デフォルトの設定を使用します。

ロール固有のオプションには次のものがあります。

• VLAN/Source IP － General > VLAN/Source IP ページで設定したロール設定を適用する

には、このオプションを選択します。

• Session Options － General > Session Options ページのロール設定をロールに適用す

るには、このオプションを選択します。

• UI Options － General > UI Options ページのロール設定をロールに適用するには、こ

のオプションを選択します。

4. Access features で、ロールに対して有効にする機能のチェックボックスを選択します。次

のオプションがあります。

• Web － コンテンツ仲介エンジンを介した中間 Web URL。

• Files（Windows または UNIX/NFS バージョン） － Windows サーバー共有または Unix

サーバー上のリソースへのアクセスを制御するリソース プロファイル。
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• Secure Application Manager（Windows または Java バージョン） － クライアント ア

プリケーションから企業サーバーへのセキュアなアプリケーション レベルのリモート ア

クセスを提供します。

• Telnet/SSH － Telnet プロトコルを使用して、内部サーバー ホストに接続したり、Web

ベースの端末セッション エミュレーションによって暗号化されたセキュア シェル（SSH）

セッションを介して通信します。

• Terminal Services － Windows ターミナル サーバー、Citrix NFuse サーバー、または

Citrix Metaframe サーバーのターミナル エミュレーション セッションを有効にします。

• Meetings － Secure Access ユーザーと非 Secure Access ユーザー間の両方でのオンラ

イン ミーティングを安全に計画および開催できます。

• Email Client － ユーザーは、VPN クライアントなどのソフトウェアを追加することな

く、標準ベースの E メール クライアントを使用して、リモートで安全に企業の E メー

ルにアクセスできます。

• Network Connect －ネットワーク レベルのセキュアな SSL ベースのリモート アクセス

を、Secure Access を使用して企業の全アプリケーション リソースに提供できます。

5. Save Changes をクリックし、設定値をロールに適用します。

関連項目 88ページのロール制限•

• 89ページのロール セッション オプションの指定

ロール制限

ロール用のアクセス管理オプションを指定するには、General タブの一番上の Restrictions

をクリックします。SA は、ユーザーをロールにマップするかどうかを判断するときに、これら

の制限を考慮します。SA は、指定した制限が満たされない場合、ユーザーをこのロールにマッ

プしません。

ロールに対して複数のアクセス管理オプションを設定できます。ユーザーが 1 つでも制限に適

合していない場合、SA はユーザーをロールにマップしません。

ロールにアクセス管理オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > General > Restrictions を選択

します。

2. ロールに設定するオプションに対応するタブをクリックし、設定します。

関連項目 61ページのソース IP のアクセス制限を指定する•

• 63ページのブラウザのアクセス制限を指定する

• 65ページの証明書のアクセス制限を指定する
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ロールベースのソース IP エイリアスを指定する

ロールベースのソース IP エイリアスを指定するには、General の一番上の VLAN/Source IP

をクリックします。ロールに基づいて特定のサイトにトラフィックを仕向ける場合は、各ロー

ルのソース IP エイリアスを定義できます。これらのエイリアスを使用して、内部インター

フェースのソース IP アドレスに定義する仮想ポートを設定します。これにより、内部インター

フェース ソース IP アドレスの代わりにエイリアスを要求するファイアウォールなどのバック

エンド デバイスを設定していれば、バックエンド デバイスは、エンドユーザー トラフィック

をこれらのエイリアスに基づいて仕向けることができます。この機能により、すべてのエンド

ユーザー トラフィックが同じ内部インターフェース ソース IP アドレスを持っていても、さ

まざまなエンドユーザーをそのロールに基づいて定義したサイトに仕向けることができます。

注: ロールベースのソース IP エイリアスを利用するには、仮想ポートを定義する

必要があります。

ロールに対してソース IP エイリアスを指定するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > General > VLAN/Source IP を選

択します。

2. システム上に VLAN ポートを定義している場合には、使用する VLAN を VLAN リストから選

択します。

VLAN ポートを定義していない場合には、このオプションは、デフォルトでは内部ポートの

IP アドレスになります。IVS システムを指定していて VLAN ポートを定義しており、これ

らの VLAN ポートを VLAN リストに表示したい場合には、Root IVS 設定ページの Selected

VLANs テキスト ボックスにこの VLAN ポートを含める必要があります。

3. リストからソース IP アドレスを選択します。

4. Save Changes をクリックし、設定値をロールに適用します。

注: エンドユーザーが複数のロールにマップされ、IVE がロールをマージする場合、

IVE は、リストの最初のロールに設定されたソース IP アドレスをマージされたロー

ルと関連付けます。

複数のロールに同じソース IP アドレスを指定することができます。1 つのロール

に対して複数のソース IP アドレスを指定することはできません。

関連項目 657ページの仮想ポートの設定•

• 652ページの内部ポートと外部ポートの設定

ロール セッション オプションの指定

セッションの時間制限、ローミング機能、セッションとパスワードの持続性、リクエストのフォ

ロースルー オプション、アプリケーション操作のタイムアウトを指定するには、Session タブ

89Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第4章: ユーザー ロール



を使用します。ロールでこれらの設定を有効にするには、Overview タブ内の Session Options

チェックボックスを選択します。

一般的なセッション オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで User > User Roles > ロール名 > General > Session Options を選択

します。

2. Session lifetime で、次の項目を指定します。

• Idle Timeout では、非管理者ユーザーのセッションが終了するまでのアイドル状態の時

間を、分単位で指定します。最小値は 5 分です。アイドル セッション制限のデフォルト

値は 10 分です。つまり、管理者のセッションで 10 分間何も操作がなかった場合、Secure

Access はユーザー セッションを終了し、システム ログにイベントを記録します（以下

で説明するセッション タイムアウト警告が無効の場合）。

• Max. Session Length では、アクティブな管理者ユーザー セッションが終了するまでの

オープン状態の時間を、分単位で指定します。最小値は 6 分です。ユーザー セッション

の時間制限のデフォルト値は 60 分です。60 分が経過すると、Secure Access はセッショ

ンを終了し、システム ログにイベントを記録します。エンド ユーザー セッション中、

最大セッション時間が経過する前に、Secure Access はユーザーに認証情報を再入力する

よう要求します。これにより、警告なしにユーザー セッションが終了されることはあり

ません。

• Reminder Time では、Secure Access が、セッション タイムアウトまたはアイドル タイ

ムアウトが迫っていることを非管理者ユーザーに警告するタイミングを指定します。タイ

ムアウトまでの時間を分単位で指定します。

注: Idle Timeout と Reminder Time との差は、2 分以上にすることをお勧めし

ます。これにより、適切な時間にリマインダ ポップアップ ウィンドウが表示さ

れるようになります。

セキュアミーティングを使用している場合、管理者コンソールの Users > Resource

Policies > Meetings から、ミーティング セッションの制限を設定することが

できます。

3. Enable session timeout warning で、次の項目を指定します。

• 非管理者ユーザーにセッションまたはアイドル タイムアウトの制限時間が近付いている

ことを通知するには、Enabled を選択します。

これらの警告は、セッション制限時間またはアイドル タイムアウトが迫っているときに、

適切な対応を取るようユーザーに促します。これにより、作業中のフォーム データを保

存してデータを失うのを防止することができます。アイドル タイムアウトが迫っている

場合には、セッションを再開するよう指示されます。セッション時間が迫っている場合に

は、データを保存するよう指示されます。

たとえば、Secure Access ユーザーが、Secure Access デバイスで使用するよう設定され

た E メール クライアントを使用しているとき、知らないうちに自らのロールに設定され

たアイドル タイムアウトに達していることがあります。ユーザーが E メールを作成して

いる間は、Secure Access デバイスがデータを受け取らないため、そのようなことが生じ

ます。しかし、セッション タイムアウト警告が有効になっている場合、セッションがタ
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イム アウトになりユーザーの Secure Access セッションを強制終了する前に、Secure

Access セッションを再度アクティブにするようユーザーに警告します。この警告により、

ユーザーは作成途中の E メールを保存できます。

• セッションのタイムアウトでエンドユーザーに新しいブラウザ サインイン ページを表示

したい場合、Display sign in page on max session time out を選択します。このオプ

ションは、セッション タイムアウト警告を有効にしている場合のみ表示されます。

注: Enable session timeout warning オプションを選択しなかった場合、IVE

は、ユーザーに期限切れメッセージのみを表示し、セッション延長のオプショ

ンを表示しません。その場合、ユーザーは IVE サインイン ページにアクセス

し、新しいセッションで認証を受ける必要があります。

Enable session timeout warning オプションは、WSAM やネットワークコネク

トのような他のクライアントではなく、エンドユーザーのブラウザによって表

示される期限切れメッセージにだけ適用されます。

4. Roaming session で、次の項目を指定します。

• Enabled を選択すると、このロールにマップされているユーザーのローミング ユーザー

セッションを有効にできます。ローミング ユーザー セッションは、複数のソース IP ア

ドレスにまたがって機能します。この場合、動的 IP アドレスで特定の場所から Secure

Access デバイスにサインインしたモバイル ユーザー（ラップトップ ユーザー）は、別

の場所に移っても作業を続行できます。ユーザーが新しいソース IP アドレスから、以前

に設定したセッションにアクセスすることを防止するには、この機能を無効にします。こ

うすると、ハッカーがユーザーの有効なセッション Cookie を入手できた場合でも、ユー

ザーのセッションのなりすましによる攻撃から保護するのに役立ちます。

• Limit to subnet を選択すると、ローミング セッションを Netmask フィールドで指定し

たローカル サブネットに制限できます。特定の IP アドレスでサインインしたユーザー

は、別の IP アドレスでも同じサブネットに含まれている限り、その新しい IP アドレス

でセッションを継続して使用できます。

• Disabled を選択すると、このロールにマップされているユーザーのローミング ユーザー

セッションを無効にできます。ある IP アドレスでサインインしたユーザーは、別の IP

アドレスからアクティブな Secure Access セッションを続けることはできません。ユー

ザー セッションは、最初のソース IP アドレスに制約されます。

5. Persistent session で Enabled を選択すると、Secure Access セッション Cookie をクラ

イアントのハード ディスクに書き込み、ユーザーの Secure Access 資格情報が Secure

Access セッションの終了まで保存されるようにできます。

デフォルトでは、Secure Access セッション Cookie は、ブラウザを閉じた時点でブラウザ

のメモリから消去されます。Secure Access セッションの長さは、ロールに指定したアイド

ル タイムアウトの値と最大セッション長の値で決まります。ユーザーがブラウザを閉じて

も、Secure Access セッションは終了しません。Secure Access セッションが終了するの

は、ユーザーが Secure Access デバイスからサインアウトしたときだけです。
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注: Persistent session オプションが有効になっていて、ユーザーがサイン ア

ウトせずにブラウザ ウィンドウを閉じた場合には、有効な資格情報を送信しな

くても、任意のユーザーが同じブラウザの別のインスタンスを開いて Secure

Access デバイスにアクセスすることができ、セキュリティに対する潜在的なリ

スクとなります。この機能を有効にするのは、ロールのメンバーが Secure Access

資格情報を要求するアプリケーションにアクセスする必要があるときだけに限定

するべきです。また、操作が完了したら Secure Access デバイスからサイン ア

ウトすることが重要であると、ユーザーに周知徹底してください。

6. キャッシュしたパスワードをロールの複数のセッションで使用できるようにするには、

Persistent password caching で Enabled を選択します。

Secure Access は、NT LAN Manager (NTLM) 認証プロトコルと HTTP Basic Authentication

をサポートし、NTLM と匿名サインインの両方を受け入れるよう設定されたサーバーをサポー

トします。Secure Access は、ユーザーに対し、IVE サーバーまたは NT ドメインにある別

のリソースへのサインインに際して、同じ資格情報を入力するよう繰り返し要求しなくてす

むように、ユーザーが提供した NTLM および HTTP Basic Authentication のパスワードを

キャッシュに保持します。デフォルトでは、Secure Access デバイスは、ユーザーがサイン

アウトした時点でキャッシュにあるパスワードを消去します。ユーザーは、Advanced

Preferences ページでキャッシュにあるパスワードを消去できます。エンドユーザーが

Secure Access デバイスにログインした後、Preferences をクリックし、Advanced タブを

クリックします。

7. ユーザーが再認証を受けた後、ユーザー セッションのタイムアウト後に作成されたユーザー

要求を Secure Access が処理できるようにするには、Browser request follow through

で Enabled を選択します。

8. セッションの状態がアクティブかどうかを判断する際に Web アプリケーションによって開

始されるアクティビティ（E メールのポーリングなど）を無視するには、Idle timeout

application activity の Enabled を選択します。このオプションをオフにした場合、定期

的な ping 送信などのアプリケーション動作が実行されると、アイドル タイムアウトにな

りません。

9. ユーザーがクライアント ログを Secure Access デバイスに送信（アップロード）できるよ

うにするには、Upload Logs で Enable Upload Logs を選択します。

注: System > Log/Monitoring > Client Logs > Settings ページを使用して、

ユーザーのクライアントサイド ログを完全に有効にします。

10. Save Changes をクリックし、設定値をロールに適用します。

関連項目 573ページのセキュアミーティングの概要•

•
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Secure Access の Welcome ページのカスタマイズ

General タブの一番上の UI Options をクリックすると、このロールにマップされたユーザー

の Secure Access Welcome ページとブラウジング ツールバーの設定をカスタマイズできます。

Secure Access の Welcome ページ（またはホーム ページ）は、認証された Secure Access

ユーザーに表示される Web インターフェースです。General タブの一番上の Overviewをクリッ

クし、次に UI Options チェックボックスを選択すると、ロールのカスタム設定が行えます。

そうでない場合は、Secure Access はデフォルト設定を使用します。

個人設定には、サインイン ページ、ページ ヘッダー、ページ フッター、ブラウザ ツールバー

の表示/非表示があります。ユーザーに複数のロールを割り当てた場合、Secure Access は、最

初にユーザーに割り当てたロールのユーザー インターフェースを表示します。

ロール ユーザーの Secure Access Welcome ページをカスタマイズするには、次の操作を行い

ます。

1. Users > User Roles > ロール名 > General > UI Options をクリックします。

2. Header で、Secure Access の Welcome ページのヘッダー領域に使用する、カスタム ロゴ

と代わりの背景色を指定します（オプション）。

• Browse をクリックして、カスタム画像ファイルを参照します。変更を保存すると、新し

いロゴが Current appearance ボックスに表示されます。

注: カスタム ロゴ画像には JPEG または GIF ファイルしか指定できません。

他のグラフィックス形式では、OS プラットフォームによって JSAM ステータ

ス ウィンドウで正しく表示されない場合があります。

• 背景色には 16 進数を入力するか、Color Palette アイコンをクリックして目的の色を選

択します。Current appearance ボックスは直ちに更新されます。

3. Sub headers セクションで、新しい背景色とテキストの色を選択します（オプション）。

• 背景色には 16 進数を入力するか、Color Palette アイコンをクリックして目的の色を選

択します。Current appearance ボックスは直ちに更新されます。

• テキスト色には 16 進数を入力するか、Color Palette アイコンをクリックして目的の色

を選択します。Current appearance ボックスは直ちに更新されます。

4. Start page で、ユーザーがサインインした後とツールバーの Home アイコンをクリックし

たときに表示される開始ページを指定します。

• Bookmarks page － 標準の IVE Bookmarks ページを表示するには、このオプションを選

択します。

• Meetings page － 標準の IVE Meetings ページを表示するには、このオプションを選択

します。

• Custom page － カスタム開始ページを表示してから URL をページに指定するには、この

オプションを選択します。Secure Access は、URL を再書き込みして、アクセス コント

ロール規則を作成し、ユーザーがその URL にアクセスできるようにします。（さらに、

ユーザーは、ツールバーの Secure Access Browse フィールドにカスタムの URL を入力
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することもできます。）Secure Access は、すべての他のポリシーの後でアクセス コン

トロール規則を評価します。これは、別のポリシーが URL へのアクセスを拒否する場合

があることを意味します。

• Also allow access to directories below this url － カスタム ページ URL のサブディ

レクトリへのアクセスをユーザーに許可するには、このオプションを選択します。たとえ

ば、http://www.domain.com/ を指定すると、ユーザーは http://www.domain.com/dept/

にアクセスすることも可能です。

5. Bookmarks Panel Arrangement で、ユーザーのブックマーク ページで、表示したい形にパ

ネルを配置します。

a. Left Column または Right Column リストでパネルの名前を選択します。

b. パネルを別のパネルの上または下に移動するには、Move Up または Move Down をクリッ

クします。

c. パネルをユーザーのブックマーク ページの反対側に移動するには、Move > または <

Move をクリックします。

注: ロールの対応する機能を有効にしているかどうかにかかわらず、Secure

Access は、Bookmarks Panel Arrangement で、ライセンスを受けたすべての機

能のパネルをすべて表示します。

ロールが保持できる複合ブックマークの最大数は約 500 です。ロールにあるブッ

クマーク数が 500 を超えると、一部の操作（たとえば、ロールの削除やロール

の複製）は、正しく動作しない可能性があります。回避策として、多くのブック

マークを持つロールを複数のロールに分割します。

6. Help Page で、ユーザーがツールバーの Help ボタンをクリックしたときに表示される Help

ページを制御するオプションを選択します。

• Disable help link － このオプションを選択すると、ツールバーから Help ボタンが削

除され、ユーザーはヘルプを表示できなくなります。

• Standard help page － 標準の Secure Access エンドユーザー ヘルプを表示するには、

このオプションを選択します。

• Custom help page － カスタム ヘルプ ページを表示するには、このオプションを選択し

ます。カスタム ヘルプ ページに URL を指定し、ヘルプ ページのウィンドウにオプショ

ンの幅と高さを指定します。Secure Access は、URL を再書き込みして、アクセス コン

トロール規則を作成し、ユーザーがその URL にアクセスできるようにします。（さらに、

ユーザーはツールバーの IVE Browse フィールドにカスタムの URL を入力することもで

きます。）Secure Access は、すべての他のポリシーの後でアクセス コントロール規則

を評価します。これは、別のポリシーが URL へのアクセスを拒否する場合があることを

意味します。（このオプションを選択した場合は、Secure Access は Browse フィールド

の横の Tips リンクが無効になることに注意してください。）

• Also allow access to directories below this url － カスタム ヘルプ ページ URL の

サブディレクトリへのアクセスをユーザーに許可するには、このオプションを選択しま
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す。たとえば、http://www.domain.com/help を指定すると、ユーザーは

http://www.domain.com/help/pdf/ にアクセスすることもできます。

7. User Toolbar で、Secure Access Bookmarks ページや Secure Access の他のセキュア ゲー

トウェイ ページ上のツールバーのオプションを選択します。

• Home － Secure Access Bookmarks ページと Secure Access 上のその他の安全なゲート

ウェイ ページ上に Home アイコンを表示するには、このオプションを選択します。

• Preferences － Preferences ボタンを表示するには、このオプションを選択します。

• Session Counter － ユーザーの現在のセッションで許可された最大残り時間をブラウザ

ツールバーで表示するには、このオプションを選択します。ユーザーが一定時間操作を行

わなかった場合、残り時間がゼロになる前に現在のセッションが終了する可能性がありま

す。

• Client Application Sessions － ユーザー ツールバーに Client Apps ボタンを表示す

るには、このオプションを選択します。ユーザーは、このボタンをクリックして、Client

Application Sessions ページを表示することができます。このページでは、ネットワー

クコネクトまたはセキュア アプリケーション マネジャーなどのクライアント アプリケー

ションを起動することができます。このオプションを選択しない場合、Secure Access

は、Secure Access Bookmarks ページで Client Application Sessions パネルを表示し

ます。

8. Browsing toolbar で、外部 Web サイトなど、Secure Access に存在しないページを閲覧す

る場合にユーザーに表示される、ツールバーのオプションを選択します。

• Show the browsing toolbar － ブラウジング ツールバーを表示するには、このオプショ

ンを選択します。

• Toolbar type － 表示したいブラウジング ツールバーの種類を選択します。

• Standard － ブラウザ ウィンドウの左上または右上に、このツールバーを移動するこ

とができます。さらに、ツールバーを折りたたんだり展開することも可能です。折りた

たむと、ツールバーはカスタム ロゴだけを表示します。ツールバーはデフォルトでは

展開された状態で、ブラウザ ウィンドウの右上に配置されます。

• Framed － このツールバーは、ページ上部のフレーム ヘッダー セクションに固定され

ます。

注: IVE がページに介入した後、ページ上部の可変ツールバーが意図したの

と異なるフレームを参照するかもしれないので、フレーム セットを処理す

るときは、ページ上部の可変ツールバーを使用しないことを推奨します。こ

の変更は、フレーム ツールバーを消す可能性があります。また、介入され

たアプリケーションが、予期しない動作または誤動作を起こす原因となりま

す。Juniper Networks Web サイトの Content Intermediation Engine Best

Practices Guide を参照してください。

• Toolbar logo と Toolbar logo (mobile) － 標準のツールバーとフレーム ツールバーで

表示したいカスタム ロゴ（会社のロゴなど）を、画像ファイルを参照して指定します（オ

プション）。ユーザーがロゴをクリックすると、Logo links to オプションで指定した
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ページが表示されます。ブラウジング ツールバーの現在のロゴが、これらのオプション

の横に表示されます。

• Logo links to － ユーザーがロゴをクリックしたときに表示されるページに、ブラウジ

ング ツールバー ロゴをリンクする場合、オプションを選択します。

• Bookmarks page － IVE Bookmarks ページにロゴをリンクします。

• “Start Page” settings － ロゴを Start Page セクションで指定したカスタムの開

始ページにリンクします。

• Custom URL － 関連付けられたテキスト ボックスで入力した URL にロゴをリンクしま

す（オプション）。このリソースは Secure Access デバイスにアクセス可能である必

要があります。Secure Access デバイスは、URL を再書き込みして、アクセス コント

ロール規則を作成し、ユーザーがその URL にアクセスできるようにします。（さらに、

ユーザーは、ツールバーの Secure Access Browse フィールドにカスタムの URL を入

力することもできます。）Secure Access デバイスは、すべての他のポリシーの後でア

クセス コントロール規則を評価します。これは、別のポリシーが URL へのアクセスを

拒否する場合があることを意味します。

• Also allow access to directories below this url － カスタム URL のサブディレク

トリへのアクセスをユーザーに許可するには、このオプションを選択します。

• ブラウジング ツールバーで表示したい項目を指定します。

• Enable "Home" link － Secure Access Bookmarks ページにリンクされている Home

Page ボタンを表示するには、このオプションを選択します。

• Enable "Add Bookmark" link － Bookmark this Page ボタンを表示するには、このオ

プションを選択します。

• Enable "Bookmark Favorites" link － Bookmark Favorites ボタンを表示するには、

このオプションを選択します。ユーザーがこのボタンをクリックすると、Secure Access

は、セキュア ゲートウェイの Add Web Bookmark ページで、ユーザーがお気に入りに

指定したブックマークのリストを表示します。

• Display Session Counter － ユーザーの現在のセッションで許可された最大残り時間

をブラウジング ツールバーに表示するには、このオプションを選択します。ユーザー

が一定時間操作を行わなかった場合、残り時間がゼロになる前に現在のセッションが終

了する可能性があります。

• Enable "Help" link － Help page で指定した Help ページにリンクされている Help

ボタンを表示するには、このオプションを選択します。
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注: Users > User Roles > ロール名> Web > Options をクリックして、User

can add bookmarks チェックボックスのチェックを外すと、Enable "Add

Bookmark" リンクと Enable "Bookmark Favorites" リンク オプションを選

択していても、Secure Access は、ブラウジング ツールバーに Bookmark

this Page ボタンおよび Bookmark Favorites ボタンを表示しません。

• Use Iframe in Toolbar － JavaScript の書き換えおよび Firefox Web ブラウザとの

iframe の使用に関して問題が発生している場合は、このオプションを選択します。この

オプションは、上記に関する相互運用性の問題を解決します。

9. Personalized greeting で、Secure Access Bookmarks ページのグリーティング メッセー

ジと通知メッセージを指定します（オプション）。

• Enabled —カスタム化した挨拶を表示するには、このオプションを選択します。名前がフ

ルネームで設定されていない場合、ユーザー名が表示されます。

• Show notification message — このオプションを選択し、関連したテキスト ボックス内

にメッセージを入力します（オプション）。変更が保存され、ユーザーがページを更新す

ると、IVE Bookmarks ページの上部に変更したメッセージが表示されます。<i>、<b>、

<br>、<font>、および <a href> の HTML タグを使用してテキストをフォーマットし、リ

ンクを追加できます。ただし、サインイン ページでは、Secure Access はリンクの再書

き込みを行わないため（ユーザーがまだ認証されていないため）、外部のサイトのみを指

定してください。ファイアウォールの内側にあるサイトへのリンクは失敗します。Secure

Access システム変数と属性をこのフィールドに使用することもできます。

注: カスタマイズしたグリーティング メッセージの長さは、12K、すなわち

12,288 文字を超えることはできません。

サポートされていない HTML タグをカスタム メッセージで使用する場合、IVE

は、エンドユーザーの IVE ホームページを正しく表示できない場合がありま

す。

10. Other で、フッターに著作権表示とラベル掲載をするかどうか選択します（オプション）。

この設定は、ライセンスが著作権表示の無効を許可しているユーザーのみに適用されます。

この機能の詳細については、Juniper Networks のサポートに電話でお問い合わせください。

11. Save Changes をクリックします。変更はただちに有効になりますが、変更を表示するには、

現在のユーザー ブラウザ セッションを更新する必要があります。

12.すべてのユーザー インターフェース オプションを出荷時のデフォルトに戻すには、Restore

Factory Defaults をクリックします。

関連項目 89ページのロール セッション オプションの指定•
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ユーザー ロールのデフォルト オプションを定義する

委任管理者ロールと同様に、すべてのユーザー ロールについて、デフォルトのオプションを定

義できます。デフォルト オプションには以下のようなものがあります。

• セッション オプション

• Session lifetime － アイドル タイムアウト、最大セッション時間、警告タイムを分単位

で定義します。

• Enable session timeout warning － 警告およびログイン ページを表示するかどうかを指

定します。

• Roaming Session － モバイル アクセスのレベルを定義します。

• Persistent Session － 複数のブラウザ インスタンスにわたって状態を定義します。

• Persistent password caching － 複数のセッションにわたってパスワード状態を定義しま

す。

• Browser request follow through － ブラウザ セッションの期限切れに対する応答を定

義します。

• Idle timeout application activity － アプリケーションのセッション動作に対する IVE

の応答を定義します。

• UI オプション

• Header — ロゴと背景色を定義します。

• Sub headers —背景色とテキスト色を定義します。

• Start page — ユーザーがログインした後、表示されるページを定義します。

• Bookmarks Panel Arrangement — ユーザーのブックマーク ページに表示されるパネルを定

義します。

• Help Page — 標準ヘルプまたはカスタム ヘルプを表示します。

• User Toolbar — ユーザーのホーム ページに表示されるリンクを定義します。

• Browsing toolbar — ユーザーが外部 Web サイトを閲覧する際に表示されるリンクを定義

します。

• Personalized Greeting — ユーザーの Welcome ページにユーザー名および通知メッセージ

を表示します。

• Bookmarks Panel Arrangement Other － 著作権に関する通知を表示します。

ユーザー ロールのデフォルト オプションを定義する
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すべてのユーザー ロールに対するデフォルト オプションを定義するには、次の操作を行いま

す。

1. Users > User Roles を選択します。

2. Default Options をクリックします。

3. Session Options、UI Options、および Custom Messages タブの設定を変更します。

4. Save Changes をクリックします。これらは、すべての新しいユーザー ロールに対する、新

しいデフォルト値になります。

ユーザー ロールに著作権に関する通知を表示したくない場合、ユーザー ロール全体に対して

Show copyright notice and “Secured by Juniper Networks” label in footers チェック

ボックスを選択解除できます。こうすると、これから作成するすべてのロールでは、通知がエ

ンドユーザー UI に表示されません。

関連項目 87ページの一般的なロール オプションの設定•

• 88ページのロール制限

メッセージのカスタマイズ

エンドユーザーが Secure Access にサインインするときに表示される 3 つの基本メッセージ

を、カスタマイズすることができます。メッセージ文を変更し、英語に加えて多言語バージョ

ンのメッセージを、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、

スペイン語で追加することができます。

メッセージをカスタマイズするには、以下の操作を行います。

1. Users > User Roles を選択します。

2. Default Options をクリックします。

3. Custom Messages タブを選択します。

4. 使用する言語をメニューから選択します。

5. 書き換えたいデフォルトのメッセージの下にある Custom Message ボックスに、テキストを

入力します。

6. Save Changes をクリックします。

7. さらに別の言語のメッセージを作成するには、この手順を繰り返します。

関連項目 945ページのSecure Access の多言語サポートについて•

• 946ページのユーザー インターフェースのローカライズ

• 946ページのカスタム サインインとシステム ページのローカライズ

ユーザー ロールの UI 表示をカスタマイズする

Roles ページでカスタマイズのオプションを使用して、特定のロールあるいはロール セットに

関連する設定をすばやく表示することができます。たとえば、すべてのユーザー ロールと、そ
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れらに関連する Web ブックマークすべてを表示できます。さらに、これらのカスタム表示を使

用して、ロールに関連するブックマークや他の設定値に、簡単にリンクできます。

Roles ページでデータのサブセットを表示するには、以下の操作を行います。

1. Users > User Roles をクリックします。

2. ページの最上部の View リストからオプションを選択します。下の表は、これらのオプショ

ンを説明しています。

3. For リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• All roles － すべてのユーザー ロールに対し選択したブックマークを表示します。

• Selected roles － 選択したユーザー ロールに対し、選択したブックマークを表示しま

す。このオプションを選択した場合、Role リストで １ つ以上のチェックボックスを選

択します。

4. Update をクリックします。

表5: View メニュー オプション

説明オプション

特定のロールに対して有効化した、リモート アクセス メカニズムや一般的なオプションを概説

するグラフを表示します。対応するリモート アクセスと一般的なオプションの設定ページにアク

セスするのに使用するリンク（チェックマーク）も表示します。

Enabled Settings

特定のロールに対して有効化した、ホストチェッカーとキャッシュクリーナー制限を表示します。

また、対応するホストチェッカーとキャッシュクリーナー設定ページへのアクセスに使用するリ

ンクも表示します。

Restrictions

指定されたロールに対して設定したセキュアミーティング設定を表示します。また、対応するセ

キュアミーティング設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Meetings

指定されたロールに対して設定したネットワークコネクト設定を表示します。また、対応するネッ

トワークコネクト設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Network Connect

割り当てられた認証領域、ロール マッピング規則の条件、指定されたロールに対するパーミッシ

ブ マージ設定を表示します。また、対応する領域とロール マッピング設定ページへのアクセス

に使用するリンクも表示します。

Role Mapping Rule & Realms

特定のロールに対して有効化した、すべてのブックマークの名前と種類を表示します。また、対

応するブックマーク設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。（ブックマークを

リソース プロファイルから作成した場合、リンクは Resource コラムに表示されます。それ以外

の場合、リンクは Bookmark コラムに表示されます。）

Bookmarks: All

特定のロールに対して有効化した Web ブックマークを表示します。また、対応するブックマーク

設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。（ブックマークをリソース プロファイ

ルから作成した場合、リンクは Resource コラムに表示されます。それ以外の場合、リンクは Web

Bookmark コラムに表示されます。）

Bookmarks: Web

特定のロールに対して有効化した Windows ファイル ブックマークを表示します。また、対応す

るブックマーク設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。（ブックマークをリソー

ス プロファイルから作成した場合、リンクは Resource コラムに表示されます。それ以外の場

合、リンクは Windows File Bookmark コラムに表示されます。）

Bookmarks: Files (Windows)

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.100

Secure Access 管理ガイド



表5: View メニュー オプション （続き）

特定のロールに対して有効化した UNIX/NFS ファイル ブックマークを表示します。また、対応す

るブックマーク設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。（ブックマークをリソー

ス プロファイルから作成した場合、リンクは Resource コラムに表示されます。それ以外の場

合、リンクは UNIX File Bookmark コラムに表示されます。）

Bookmarks: Files (UNIX)

特定のロールに対して有効化した Telnet/SSH ブックマークを表示します。また、対応するブッ

クマーク設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。（ブックマークをリソース プ

ロファイルから作成した場合、リンクは Resource コラムに表示されます。それ以外の場合、リ

ンクは Telnet/SSH Session コラムに表示されます。）

Bookmarks: Telnet

特定のロールに対して有効化したターミナルサービス ブックマークを表示します。また、対応す

るブックマーク設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。（ブックマークをリソー

ス プロファイルから作成した場合、リンクは Resource コラムに表示されます。それ以外の場

合、リンクは Terminal Services Session コラムに表示されます。）

Bookmarks: Terminal Services

指定したロールに関連付けられたリソース ポリシーを表示します。各ポリシーのタイプ、名前、

説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設定ページへのアクセス

に使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: All

指定したロールに関連付けられた Web リソース ポリシーを表示します。各ポリシーのタイプ、

名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設定ページへのア

クセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: Web

指定したロールに関連付けられた Windows ファイル リソース ポリシーを表示します。各ポリ

シーのタイプ、名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設

定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: Files

(Windows)

指定したロールに関連付けられた UNIX ファイル リソース ポリシーを表示します。各ポリシー

のタイプ、名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設定ペー

ジへのアクセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: Files

(UNIX)

指定したロールに関連付けられた JSAM と WSAM リソース ポリシーを表示します。各ポリシーの

タイプ、名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設定ペー

ジへのアクセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: SAM

指定したロールに関連付けられた Telnet/SSH リソース ポリシーを表示します。各ポリシーのタ

イプ、名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設定ページ

へのアクセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: Telnet

指定したロールに関連付けられたターミナルサービス リソース ポリシーを表示します。各ポリ

シーのタイプ、名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー設

定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: Terminal

Services

指定したロールに関連付けられたネットワークコネクト リソース ポリシーを表示します。各ポ

リシーのタイプ、名前、説明、アクション、リソースが表示されます。また、対応するポリシー

設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

ACL Resource Policies: Network

Connect

指定したロールに関連付けられたリソース プロファイルを表示します。各プロファイルのタイ

プ、名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応するリソース

プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: All

指定したロールに関連付けられた Web アプリケーション リソース プロファイルを表示します。

各プロファイルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応

するリソース プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: Web

Applications
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表5: View メニュー オプション （続き）

指定したロールに関連付けられた、ホストされている Java アプレット リソース プロファイル

を表示します。各プロファイルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されま

す。また、対応するリソース プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示しま

す。

Resource Profiles: Web Hosted

Java Applets

指定したロールに関連付けられた Windows ファイル リソース プロファイルを表示します。各プ

ロファイルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応する

リソース プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: Files

(Windows)

指定したロールに関連付けられた UNIX ファイル リソース プロファイルを表示します。各プロ

ファイルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応するリ

ソース プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: Files (UNIX)

指定したロールに関連付けられた JSAM と WSAM アプリケーション リソース プロファイルを表

示します。各プロファイルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。

また、対応するリソース プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: SAM Client

Applications

指定したロールに関連付けられた WSAM 送信先リソース プロファイルを表示します。各プロファ

イルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応するリソー

ス プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: SAM WSAM

destinations

指定したロールに関連付けられた Telnet/SSH リソース プロファイルを表示します。各プロファ

イルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応するリソー

ス プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: Telnet/SSH

指定したロールに関連付けられたターミナルサービス リソース プロファイルを表示します。各

プロファイルの名前、ブックマーク、サポートしているポリシーが表示されます。また、対応す

るリソース プロファイル設定ページへのアクセスに使用するリンクも表示します。

Resource Profiles: Terminal

Services
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第5章

リソース プロファイル

• リソース プロファイル 103ページ

• リソース プロファイル コンポーネント 104ページ

• リソース プロファイル リソースを定義する 105ページ

• リソース プロファイル自動ポリシを定義する 106ページ

• リソース プロファイル ロールを定義する 107ページ

• リソース プロファイル ブックマークを定義する 108ページ

• リソース プロファイル テンプレート 109ページ

リソース プロファイル

リソース プロファイルには、各リソースへのアクセスを提供するのに必要なリソース ポリ

シー、ロール割り当て、およびエンドユーザー ブックマークのすべてが含まれています。リ

ソース プロファイルは、それぞれのリソースに関連する設定を管理者コンソールで単一ページ

に統合することによって、リソースの設定を簡素化します。

Secure Access には、2 種類のリソース ポリシーがあらかじめ用意されています。

• 標準リソース プロファイル － Web サイト、クライアント/サーバー アプリケーション、

ディレクトリ サーバー、ターミナル サーバーなど、様々な種類のリソースを設定すること

ができます。この方法では、それぞれのリソースに対応するプロファイルの種類を選んでか

ら、リソースの詳細を提供します。

• リソース プロファイル テンプレートでは、特定のアプリケーションに対する設定を行うこ

とができます。この方法では、特定のアプリケーション（Citrix NFuse バージョン 4.0 な

ど）を選択します。様々な値が、選択したアプリケーションに基づいて事前ロードされ、必

要に応じて追加の設定を行うよう要求されます。

リソース プロファイルは、Secure Access アクセス管理フレームワークに不可欠な部分であ

り、すべての Secure Access 製品で利用できます。ただし、ライセンスを受けた機能に対応す

る種類のリソース プロファイルにのみアクセスすることが可能です。たとえば、SA 700 アプ

ライアンスを使用しているが、Core Clientless Access のアップグレード ライセンス キーを

購入していない場合、Web リソース プロファイルを作成することはできません。

リソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

• 管理者コンソールの Users > User Roles ページでユーザー ロールを作成します。
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• 管理者コンソールの Users > Resource Profiles ページでリソース プロファイルを作成し

ます。リソース プロファイルを作成するとき、必要に応じてリソースを指定し、自動ポリ

シーを作成し、プロファイルをユーザー ロールに関連付け、ブックマークを作成します。

関連項目 104ページのリソース プロファイル コンポーネント•

• 109ページのリソース プロファイル テンプレート

リソース プロファイル コンポーネント

リソース プロファイルには、以下のコンポーネントが含まれます。

• Resources － リソース プロファイルを定義するときに、設定するリソースをそれぞれ指定

する必要があります（企業のイントラネット サイトや Lotus Notes アプリケーションな

ど）。プロファイル内の他の主な設定は、このリソースから行います。Web サイト、クライ

アント/サーバー アプリケーション、ディレクトリ サーバー、ターミナル サーバーなど、

様々な種類のリソースを設定することができます。

• Autopolicies － 通常リソース プロファイルを定義するときに、特定のリソースに対してア

クセス要求などの設定を確立する自動ポリシを作成します。最も一般的な自動ポリシは、プ

ロファイルに定義されたプライマリ リソースへのアクセスを可能にします。圧縮やキャッシ

ングなど他のポリシは、指定されたリソース間のデータ送信を IVE が処理する方法を「微調

整」します。

• Roles － リソース プロファイルを定義するときに、プロファイルを通常、ユーザー ロール

に関連付けます。これによって指定されたロールは、リソース プロファイルで定義された自

動ポリシやブックマーク（オプション）を継承します。

• Bookmarks － リソース プロファイルを定義するとき、オプションで、プロファイルのプラ

イマリ リソース（企業のイントラネットのメインページなど）にリンクするブックマークを

作成できます。さらに、リソースのドメイン内のさまざまなサイト（営業部のイントラネッ

トページ など）にリンクするブックマークを、追加で作成することも可能です。Secure

Access は、指定したユーザー ロールに割り当てられたユーザーに対し、これらのブックマー

クを表示します。

次の図は、リソース プロファイルが個々のリソースの設定を単純化する方法を示しています。

最初の図では、ロールとリソース ポリシを使用してリソースの設定を行う方法を示していま

す。複数のユーザー ロールに対してブックマークを有効にするには、手動でブックマークを再

作成して、各ロールに対して適切なアクセス メカニズムを有効にする必要があることに注意し

てください。また、管理者コンソールのさまざまなページを使用して、リソースやその他の設

定オプションへのアクセスを有効にする関連のリソース ポリシを作成する必要があります。

2 番目の図では、リソース プロファイルを使用してリソースを設定する方法を示しています。

ブックマークの作成、作成したブックマークの複数のユーザーへの関連付け、リソースとその

他の設定オプションへのアクセスを可能にする関連の自動ポリシの作成を、管理者コンソール

の 1 つのセクションから行えることに注意してください。Secure Access は、ブックマークを

割り当てるロールに対して自動的に適切なアクセス メカニズムを有効にすることにも注意して

ください。

関連項目 6ページのリソース プロファイルを定義する•
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• 106ページのリソース プロファイル自動ポリシを定義する

• 107ページのリソース プロファイル ロールを定義する

• 108ページのリソース プロファイル ブックマークを定義する

リソース プロファイル リソースを定義する

リソース プロファイルを定義するときに、設定するリソースをそれぞれ指定する必要がありま

す。選択するプロファイルの種類は、以下の表のように、設定するリソースの種類によって異

なります。

表6: リソース プロファイルのタイプと設定情報

設定するリソースの種類使用するリソース プロファイルの種類

Web アプリケーション、Web サーバー、Web ページへの URL、サード パーティ

のサーバーに保存された Java アプレット

Web アプリケーション/ページ

直接 Secure Access にアップロードする Java アプレットホスト Java アプレット

Windows と UNIX/NFS サーバー、共有、およびファイル パスファイル参照

クライアント/サーバー アプリケーションSAM クライアント アプリケーション

宛先ネットワークあるいはサーバーWSAM 送信先

Telnet または SSH サーバーTelnet/SSH

Windows と Citrix ターミナル サーバーターミナルサービス

注: リソース プロファイルを使用してネットワークコネクトからアプリケーション

を設定することはできません。ユーザー ロールとリソース ポリシを使用する必要

があります。

リソースを定義するときに、<user> など IVE 変数を使用して、ユーザーを正しいリソースに

動的にリンクすることができます。たとえば、以下の Web リソースを指定して、ユーザーをそ

れぞれのイントラネット ページに誘導することができます。

http://yourcompany.intranet/<user>

2 つの異なるリソース プロファイルのリソース フィールドが同じで、両方のリソース プロ

ファイルが同じロールに割り当てられている場合、ユーザーは一方のプロファイルからのリソー

ス ポリシと、もう一方のリソース プロファイルからのリソース ポリシを表示できます。例と

して、以下を考察してみてください。

リソース プロファイル #1:

リソース プロファイル名:Intranet
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リソース プロファイル リソース:http://intranet.company.com

リソース プロファイル Web ACL:http://intranet.company.com/sales/∗

ロールにマップされている部署:Sales

リソース プロファイル #2:

リソース プロファイル名:Intranet for Sales

リソース プロファイル リソース:http://intranet.company.com

リソース プロファイル Web ACL:http://intranet.company.com/sales/docs/∗

Sales ロールにマップされているエンドユーザーにはブックマーク名の Intranet for Sales

が表示されるかもしれませんが、Web ACL の実施は http://intranet.company.com/sales/∗ に

なります。

このタイプの設定はサポートされていません。

関連項目 6ページのリソース プロファイルを定義する•

• 106ページのリソース プロファイル自動ポリシを定義する

• 107ページのリソース プロファイル ロールを定義する

• 108ページのリソース プロファイル ブックマークを定義する

リソース プロファイル自動ポリシを定義する

通常リソース プロファイルを定義するときに、特定のリソースに対してアクセス要求などの設

定を確立する自動ポリシを作成します。最も一般的な自動ポリシは、プロファイルに定義され

たプライマリ リソースへのアクセスを可能にします。圧縮やキャッシングなど他のポリシは、

指定されたリソース間のデータ送信を Secure Access が処理する方法を「微調整」します。

リソース プロファイルを作成するとき、Secure Access はリソース プロファイルの種類に関

連する自動ポリシのみを表示します。たとえば WSAM リソース プロファイルからクライアント/

サーバー アプリケーションへのアクセスを有効にするとします。その場合 Secure Access は、

指定したアプリケーション サーバーへのアクセスを有効にするために使用できる自動ポリシを

表示します。一方、Java 設定は WSAM に適用されないため、Secure Access には Java アクセ

ス コントロール自動ポリシは表示されません。

注: アクセス ポリシを定義するときは、各ホスト名アドレスを明確にリストしなけ

ればなりません。ポリシを確認しているシステムは、Secure Access ネットワーク

設定でデフォルトのドメインまたは検索ドメインを追加、または使用しません。

さらに、Secure Access では該当する自動ポリシすべてがユーザー インターフェースの 1 ペー

ジに統合されるため、どの種類のリソース プロファイルに対しても、可能な設定や要求をすべ

て理解することができます。
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注: アクセス コントロール自動ポリシは、通常はリソース プロファイルで定義す

るプライマリ リソースに基づいています。プロファイルのプライマリ リソースを

変更した場合、Secure Access によって該当する自動ポリシが更新されるとは限り

ません。プロファイルのプライマリ リソースを変更すると、自動ポリシを再評価す

る必要があります。

Secure Access 製品の 5.3 バージョン以前を使用している場合、自動ポリシとはリ

ソース ポリシのことなので、このことを管理者はご注意ください。Secure Access

では、管理者コンソールの Users > Resource Policies ページにある標準のリソー

ス ポリシに従って、自動ポリシの並べ替えと順序の変更を行うことができます。た

だし Secure Access では、管理者コンソールのこのセクションからは、自動ポリシ

の詳細な設定オプションにアクセスすることはできません。自動ポリシの設定を変

更したい場合は、該当するリソース プロファイルからアクセスする必要がありま

す。

Secure Access 製品の 5.3 バージョン以前を使用している場合、Auto allow オプ

ションを ロール レベルで有効にすることにより、リソース ポリシを自動的に作成

することも可能です。ただし、自動ポリシは特定の種類のリソースすべてでなく直

接設定するリソースに対応するため、自動ポリシを使用することをお勧めします。

（ロール レベルの機能に対して Auto allow オプションを有効にし、さらに、同

じ種類のリソースに対して自動ポリシを作成することも可能です。この場合、Secure

Access は両方に対してポリシを作成し、管理者コンソールの該当するリソース ポ

リシ ページにそれらを表示します。）

関連項目 6ページのリソース プロファイルを定義する•

• 106ページのリソース プロファイル自動ポリシを定義する

• 107ページのリソース プロファイル ロールを定義する

• 108ページのリソース プロファイル ブックマークを定義する

リソース プロファイル ロールを定義する

リソース プロファイルで、ユーザー ロールをプロファイルに割り当てることができます。た

とえば、リソース プロファイルを作成して、「Customers」ロールのメンバが企業のサポート

センタにアクセスでき、「Evaluators」ロールのメンバがアクセスできないように指定します。

ユーザー ロールをリソース プロファイルに割り当てると、ロールはリソース プロファイルで

定義されたすべての自動ポリシとブックマークを継承します。

リソース プロファイル フレームワークにはロール作成のオプションが含まれないため、ユー

ザー ロールをリソース プロファイルに割り当てる前に作成する必要があります。一部のユー

ザー ロール設定オプションは、リソース プロファイル フレームワークに含まれています。た

とえば、あるユーザー ロールを Web リソース プロファイルに割り当てたが、そのロールに対

して Web 再書き込みを有効にしていない場合、Secure Access によって自動的に有効化されま

す。
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注: リソース プロファイル フレームワークに加え、Secure Access ロール フレー

ムワークからも、ロールをリソース プロファイルに割り当てることができます。

関連項目 6ページのリソース プロファイルを定義する•

• 106ページのリソース プロファイル自動ポリシを定義する

• 108ページのリソース プロファイル ブックマークを定義する

リソース プロファイル ブックマークを定義する

リソース プロファイルを作成すると、Secure Access は通常、プロファイルのプライマリ リ

ソース（企業のイントラネットのメインページなど）にリンクするブックマークを作成します。

さらに、プライマリ リソースのドメイン内のさまざまなサイト（営業部の イントラネットペー

ジなど）にリンクするブックマークを、オプションで追加作成することも可能です。これらの

ブックマークを作成する際、ユーザー ロールに割り当てることによって、ユーザーが Secure

Access エンドユーザー コンソールにサインインするときに表示するブックマークをコントロー

ルできます。

注: WSAM と JSAM リソース プロファイルにはブックマークは含まれません。Secure

Access はリソース プロファイルで指定されたアプリケーションを起動することは

できないためです。

たとえば、企業のイントラネットへのアクセスをコントロールするリソース プロファイルを作

成するとします。プロファイルで、以下を指定します。

• リソース プロファイル名:Your Intranet

• プライマリ リソース:http://intranet.com

• Web アクセス コントロール自動ポリシ:http://intranet.com:80/∗ へのアクセスを許可

• ロール:Sales、Engineering

このポリシを作成した場合、Secure Access は「Your Intranet」というブックマークを自動的

に作成して http://intranet.com へのアクセスを許可し、Sales と Engineering のロールの

メンバにブックマークを表示します。

次に追加で以下のブックマークを作成し、リソース プロファイルに関連付けます。

• 「Sales Intranet」ブックマーク:http://intranet.com/sales ページへのリンクを作成し、

Sales ロールのメンバにリンクを表示します。

• 「Engineering Intranet」ブックマーク:http://intranet.com/engineering ページへのリン

クを作成し、Engineering ロールのメンバにリンクを表示します。
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注: ブックマークを設定する際に、次の点に注意してください。

• Secure Access で定義したロールすべてではなく、すでにリソース プロファイル

に関連付けたロールのみにブックマークを割り当てます。リソース プロファイル

に関連付けたロール リストを変更するには、その Roles タブの設定を使用しま

す。

• ブックマークは、単に、Secure Access がどのリンクをユーザーに表示するかを

コントロールします。ユーザーがどのリソースにアクセスできるかをコントロー

ルするのではありません。たとえば上記の例の場合、Sales のロールのメンバに

は Engineering Intranet ページへのリンクは表示されません。しかし、Web ブ

ラウザのアドレス バーに http://intranet.com/engineering を入力することに

よって、そのページにアクセスすることは可能です。同様に、ブックマークを削

除した場合でも、プロファイルで定義されたリソースにアクセスすることは可能

です。

• Secure Access では、同じリソースに複数のブックマークを作成することができ

ます。同じユーザー ロールに重複するブックマークを割り当てた場合は、Secure

Access ではそのうちの 1 つがユーザーに表示されます。

• ブックマークは、リソース プロファイル（あるいはプライマリ リソースのサブ

ディレクトリ）で定義するプライマリ リソースにリンクします。プロファイルの

プライマリ リソースを変更した場合、Secure Access はこれに応じて該当する

ブックマークを更新します。

関連項目 6ページのリソース プロファイルを定義する•

• 106ページのリソース プロファイル自動ポリシを定義する

• 107ページのリソース プロファイル ロールを定義する

リソース プロファイル テンプレート

リソース プロファイル テンプレートでは、特定のアプリケーションに対する設定を行うこと

ができます。この方法では、特定のアプリケーション（Citrix NFuse バージョン 4.0 など）

を選択します。SA シリーズ アプライアンスは選択したアプリケーションに基づいて、様々な

値を事前ロードし、必要に応じてユーザーに追加の設定を行うように要求します。

現在 SA シリーズ アプライアンスには、以下のサード パーティ アプリケーションのテンプ

レートが含まれます。

• Citrix

• Lotus Notes

• Microsoft Outlook

• Microsoft Sharepoint

• NetBIOS ファイル参照
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関連項目 • 349ページのCitrix テンプレートについて

• 357ページのLotus iNotes テンプレートを使用してリソース プロファイルを作成する

• 491ページの標準のアプリケーション サポート:MS Outlook

• 365ページのMicrosoft Sharepoint テンプレートを使用してリソース プロファイルを作成す

る
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第6章

仮想デスクトップ リソース プロファイル

• 仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要 111ページ

• Citrix XenDesktop リソース ポリシーの設定 112ページ

• VMware View Manager リソース プロファイルの設定 113ページ

• 仮想デスクトップ プロファイルのブックマークの定義 114ページ

• クライアント提供の設定 115ページ

• サーバーへの接続 116ページ

仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要

標準リソース プロファイルとリソース プロファイル テンプレートの他に、仮想デスクトップ

もリソース プロファイルとして設定できます。

他のリソース プロファイルと同様に、仮想デスクトップ プロファイルにも、個々のリソース

へのアクセスに必要な、ロール割り当てやエンドユーザー ブックマークがすべて含まれます。

他のリソース プロファイルのタイプとは異なり、仮想デスクトップは動的なので、仮想デスク

トップに設定するリソース ポリシーはありません。エンドユーザーがセッションを開始するま

で、システムの IP アドレスとポートは分かりません。したがって、動的な ACL が使用されま

す。

エンドユーザーのホームページにある仮想デスクトップ セクションのアイコンが、管理者に

よって定義されたデスクトップを表します。アイコンをクリックすると、仮想デスクトップ イ

ンフラストラクチャ（VDI）アーキテクチャを使用して、セッションが開始されます。

仮想デスクトップ リソース プロファイルの主な機能の一部を挙げます。

• ユーザーが資格情報を入力しないでもサインオンできる SSO

• 動的な ACL

• システムにまだクライアントをインストールしていないエンドユーザー用のクライアント提

供メカニズム

• 接続ロギング

関連項目 112ページのCitrix XenDesktop リソース ポリシーの設定•

• 113ページのVMware View Manager リソース プロファイルの設定

• 114ページの仮想デスクトップ プロファイルのブックマークの定義
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• 115ページのクライアント提供の設定

• 116ページのサーバーへの接続

Citrix XenDesktop リソース ポリシーの設定

Citrix XenDesktop は、仮想マシン上でホストされる仮想デスクトップのプールを管理し、そ

れらのデスクトップに接続管理を提供します。XenDesktop のリストは、エンドユーザーには

ブックマークとして表示されます。デスクトップを選択すると、Citrix クライアントが起動さ

れ、ユーザーはそのデスクトップにアクセスできます。

Citrix XenDesktop プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. Users > Resource Profiles > Virtual Desktops を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type ドロップダウン リストから Citrix XenDesktop を選択します。

4. このプロファイルを識別するための名前と説明（オプション）を入力します。

5. ip:port という形式を使用して、接続ブローカーの名前または IP アドレスおよびポートを

入力します。例：

10.10.1.10:80 xml.example.com:80

2 つ以上の IP アドレスを入力することができます。1 行に 1 つずつアドレスを入力しま

す。

6. SSL がサーバーへの接続を必要とする場合、Use SSL for connecting to the Server チェッ

クボックスを選択します。

7. 接続ブローカーに接続するためのユーザー名を入力するか、または <USERNAME> セッション

変数を使用します。

8. パスワードを入力します。

• 接続ブローカーに接続するために変数パスワードを使用するには、Variable Password を

選択し、<PASSWORD> または <PASSWORD@SEcAuthServer> の形式で変数を入力します。

• 接続ブローカーに接続するのに静的パスワードを使用し、ユーザー資格情報のパスワード

を入力するには、Password を選択します。

9. 接続ブローカーが位置するドメインを入力します。

10.リソース プロファイルと関連付けるのに Java アプレットを使用するよう指定するには、

Enable Java support を選択します。IVE は、トラフィックを仲介するのに、このアプレッ

トを使用します。または、ActiveX がユーザーのシステムで利用できない場合、このアプ

レットにフォールバックします。

11. Save and Continue をクリックします。

12.このプロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

Users > User Roles の Enabled Settings テーブルでも、どのロールが仮想デスクトップ

を有効にしているかを表示します。
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13. Save Changes をクリックします。

14.（オプション）Bookmarks タブで、Secure Access が作成したデフォルトのブックマークを

修正するか、新しいブックマークを作成します。

関連項目 111ページの仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要•

• 113ページのVMware View Manager リソース プロファイルの設定

• 114ページの仮想デスクトップ プロファイルのブックマークの定義

• 115ページのクライアント提供の設定

• 116ページのサーバーへの接続

VMware View Manager リソース プロファイルの設定

以前の VMware VDI に代わる VMware View Manager では、データセンターで仮想デスクトップ

を実行できます。ログインしたデバイスや場所に関係なく、パーソナライズされた環境で、エ

ンドユーザーのすべてのアプリケーションとデータを単一のビューで表示します。

VMware View Manager プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. Users > Resource Profiles > Virtual Desktops を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type ドロップダウン リストから VMware View Manager を選択します。

4. このプロファイルを識別するための名前と説明（オプション）を入力します。

5. ip:port という形式を使用して、接続ブローカーの名前または IP アドレスおよびポートを

入力します。例：

10.10.1.10:80 xml.example.com:80

2 つ以上の IP アドレスを入力することができます。1 行に 1 つずつアドレスを入力しま

す。

6. SSL がサーバーへの接続を必要とする場合、Use SSL for connecting to the Server チェッ

クボックスを選択します。

7. 接続ブローカーに接続するためのユーザー名を入力するか、または <USERNAME> セッション

変数を使用します。

8. パスワードを入力します。

• 接続ブローカーに接続するために変数パスワードを使用するには、Variable Password を

選択し、<PASSWORD> または <PASSWORD@SEcAuthServer> の形式で変数を入力します。

• 接続ブローカーに接続するのに静的パスワードを使用し、ユーザー資格情報のパスワード

を入力するには、Password を選択します。

9. View Manager サーバーが位置するドメインを入力します。

10. Save and Continue をクリックします。

11.このプロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。
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Users > User Roles の Enabled Settings テーブルでも、どのロールが仮想デスクトップ

を有効にしているかを表示します。

12. Save Changes をクリックします。

13.（オプション）Bookmarks タブで、Secure Access が作成したデフォルトのブックマークを

修正するか、新しいブックマークを作成します。

関連項目 111ページの仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要•

• 112ページのCitrix XenDesktop リソース ポリシーの設定

• 114ページの仮想デスクトップ プロファイルのブックマークの定義

• 115ページのクライアント提供の設定

• 116ページのサーバーへの接続

仮想デスクトップ プロファイルのブックマークの定義

仮想デスクトップ リソース プロファイルを作成すると、IVE は、リソース プロファイルで指

定したサーバーにリンクするブックマークを自動的に作成します。IVE では、このブックマー

クを変更したり、同じサーバーにブックマークを追加できます。

これらのブックマークは、ロール ブックマーク ページ（Users > User Roles > ロール名 >

Virtual Desktop > Sessions）に一覧表示されますが、ロール ブックマーク ページからはブッ

クマークの追加、変更、削除はできません。ブックマークは、リソース ファイルの一部として

のみ追加できます。

仮想デスクトップ プロファイル用のリソース プロファイル ブックマークを設定するには、次

の操作を行います。

1. Users > Resource Profiles > Virtual Desktop を選択します。

2. 仮想デスクトップ プロファイルの名前をクリックします。

3. 既存のセッション ブックマークを変更するには、Bookmark タブをクリックします。追加の

セッション ブックマークを作成するには New Bookmark をクリックします。

4. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

Secure Access はリソース プロファイルの名前を使ってセッション ブックマーク名を表示

します。）

5. 全デスクトップまたはデスクトップの選択したサブセットのどちらをユーザーに利用可能に

するかを指定します。

デスクトップのリストは、プロファイル リソース ページで定義した資格情報を使用して、

接続ブローカーから取得されます。

6. 実際の VMware または XenDesktop マシンにログインするために使用する資格情報を入力し

ます。資格情報を手作業で入力せずにユーザーがサインオンできるように、Secure Access

はこれらの資格情報をサーバーに渡します。

7. セッション中のウィンドウの表示方法を指定するには、ブックマーク設定ページの Settings

エリアのオプションを設定します。
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（XenDesktop）Preferred Client では、Automatic Detection、Citrix Client、または

Java を選択できます。Automatic Detection を選択すると、IVE は、Citrix Client が存

在するかどうかチェックします。存在しない場合は、エンドユーザーは、Citrix Client を

ダウンロードするか、または代替クライアント、Java ICA Client を使用するかを選択でき

ます。

8. ブックマーク設定ページの Connect Devices エリアのオプションを設定することで、ユー

ザーは、ターミナル セッションを通じて、プリンタやドライブといったローカル リソース

にアクセスできます。

（VMware）Enable MMR － フルモーション動画と音声のレンダリングのため、リモート デ

スクトップ上で動作しているマルチメディア コーデックをローカルのクライアントにリダ

イレクトします。

（VMware）Allow Desktop Reset － 管理者のサポートなしに、ユーザーがデスクトップを

リセットすることを許可します。たとえば、デスクトップがハングした場合、ユーザーがデ

スクトップのハード リブートを実行する方法は現在ありません。このオプションでは、ユー

ザーは、自分の仮想デスクトップを再起動することができ、管理者やヘルプデスクへの依存

を弱くすることができます。

9. ターミナル セッション中のターミナル エミュレーション ウィンドウの表示方法を指定す

るには、Desktop Settings エリアのオプションを設定します。

10.リソース プロファイル ページからセッション ブックマークを設定している場合、Roles

で、セッション ブックマークを表示したいロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられている全ロールにセッショ

ン ブックマークを表示します。

• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールの一

部にセッション ブックマークを表示します。次に、ALL Selected Roles リストでロール

を選択し、Add をクリックして Subset of selected roles リストにそれらを移動しま

す。

11. Save Changes をクリックします。

関連項目 536ページのWindows ターミナルサービス セッションの表示オプションを定義する•

• 111ページの仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要

• 112ページのCitrix XenDesktop リソース ポリシーの設定

• 113ページのVMware View Manager リソース プロファイルの設定

• 115ページのクライアント提供の設定

• 116ページのサーバーへの接続

クライアント提供の設定

Virtual Desktop Configuration ページを使用して、クライアントを持たないエンドユーザー

用のクライアント提供メカニズムを定義できます。そのプロセスは、XenDesktop および VMware

View Manager の両方で類似しています。
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1. System > Configuration> Virtual Desktop を選択します。

2. Secure Access デバイスからクライアント ファイルをダウンロードするには、Download

from the IVE を選択します。Browse をクリックして、クライアント ファイル（.msi、.exe、

または .cab）を参照し、バージョン番号を入力します。

3. インターネットからクライアント ファイルをダウンロードするには、Download from a URL

を選択します。必要に応じて、新しい URL を入力し、デフォルトを上書きします。

4. エンドユーザーが指定された Web ページに直接アクセスできない場合、Access the URL

through the Secure Gateway チェックボックスを選択します。このオプションを選択する

と、ユーザーは、セキュア ゲートウェイを使用して、その URL にアクセスできます。

5. Server Connection Timeout で、タイムアウトする前にサーバーの応答を待つ秒数を入力し

ます。

関連項目 111ページの仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要•

• 116ページのサーバーへの接続

サーバーへの接続

エンドユーザーがデスクトップ アイコンをクリックすると、Secure Access は、デスクトップ

プロファイルに基づいて、資格情報をサーバーに渡します。

XenDesktop では、Secure Access は、デスクトップ プロファイルで定義された資格情報を使

用して、Citrix DDC サーバーで認証します。成功した場合、利用可能なデスクトップのリスト

が、DDC サーバーによって返され、エンドユーザーにブックマークとして提示されます。エン

ドユーザーが XenDesktop アイコンをクリックすると、Secure Access は、XenDesktop サー

バーから ICA を取得し、ユーザーにデスクトップ セッションを提示します。

エンドユーザーが VMware View Manager アイコンをクリックすると、Secure Access は、デス

クトップ プロファイルに定義された資格情報を使用して、View Manager で認証します。認証

が成功すると、JSESSIONID Cookie が View Manager によって返されます。Secure Access は、

セッション期間中その Cookie を使用して、トンネルを作成します。

デスクトップが利用できない場合、クライアントは、デスクトップが利用可能になるか、定義

済みのタイムアウト時間が経過するまで、接続試行を続けます。エラー メッセージが、Secure

Access が接続を再試行している、または、デスクトップが利用できない、という状況をユー

ザーに知らせます。同様に、デスクトップが他のエンドユーザーによってすでに使用されてい

る場合も、エラー メッセージがユーザーに提示されます。

ユーザー ログが更新され、どの VM マシンが各ユーザーに割り当てられているかを示します。

ユーザー名、領域、VM IP、ポート、接続タイプ、プール、および接続ブローカーが、各メッ

セージと共にログに記録されます。

Active Virtual Desktops Sessions ページ（System > Status > Virtual Desktop Sessions）

には、接続ブローカー、ユーザーに割り当てられた VM マシン、接続タイプなど、アクティブ

な接続の一覧が表示されます。

関連項目 • 111ページの仮想デスクトップ リソース プロファイルの概要

• 115ページのクライアント提供の設定
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第7章

リソース ポリシ

• リソース ポリシー 117ページ

• リソース ポリシ コンポーネント 118ページ

• リソース ポリシのリソースを指定する 119ページ

• リソース ポリシの評価 121ページ

• リソース ポリシに対し詳細規則を作成する 123ページ

• リソース ポリシーに対する詳細規則の作成 123ページ

• リソース ポリシー UI 表示のカスタマイズ 125ページ

リソース ポリシー

リソース ポリシーとは、特定のアクセス機能に対してリソースおよびアクションを指定するシ

ステム規則のことです。リソースは、Secure Access デバイスからアクセス可能なサーバーま

たはファイルを意味し、アクションは、リソースの「許可」または「拒否」、あるいは機能の

実行または非実行のいずれかを意味します。各アクセス機能には、1 つ以上のポリシー タイプ

があります。それぞれのタイプで、ユーザーの要求に対する Secure Access デバイスの応答

や、アクセス機能を有効にする方法（Email Client の場合）を指定します。さらに、リソース

ポリシーの詳細規則を定義して、特定のユーザーの要求に対する追加の要件を評価できます。

Secure Access の Resource Policies のページで、以下のタイプのリソース ポリシーを作成

できます。

• Web リソース ポリシー － Web リソース ポリシーは、ユーザーの参照を許可または拒否す

る Web リソースを指定します。これらには、ヘッダー キャッシング要求、Java アプレット

が接続可能なサーバー、IVE が Java アプレットの署名に使用するコード署名証明書、IVE

が再書き込み可能あるいは不可能なリソース、IVE が最小限の仲介を実行するアプリケーショ

ン、シングル サインオン オプションなど、追加の仕様も含まれます。

• ファイル リソース ポリシー － ファイル リソース ポリシーは、ユーザーが参照可能ある

いは参照不可能な Windows、UNIX、および NFS ファイル リソースを指定します。さらに、

ユーザーが追加の資格情報を提供する必要があるファイル リソースなど、追加の仕様も含ま

れています。

• セキュア アプリケーション マネジャー リソース ポリシー － セキュア アプリケーション

マネジャー リソース ポリシーは、ソケット接続を確立するのに JSAM あるいは WSAM を使

用するよう設定されたアプリケーションへのアクセスを、許可あるいは拒否します。
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• Telnet/SSH リソース ポリシー － Telnet/SSH リソース ポリシーは、特定のサーバーへの

アクセスを許可あるいは拒否します。

• ターミナルサービス ポリシー － ターミナルサービス リソース ポリシーは、特定の Windows

サーバーまたは Citrix Metaframe サーバーへのアクセスを許可または拒否します。

• ネットワークコネクト リソース ポリシー － ネットワークコネクト リソース ポリシーは、

特定のサーバーや特定の IP アクセス プールへのアクセスを許可あるいは拒否します。

• セキュア E メール クライアント リソース ポリシー － セキュア E メール クライアント

アクセス リソース ポリシーは、メール クライアント サポートを有効あるいは無効にしま

す。エンドユーザーに OWA および iNotes で違う文書タイプの添付ファイルを開いたり、保

存することを許可するには、Web アプリケーション リソース プロファイルを定義するとき

に OWA または iNotes のタイプを選択します。

注: リソース プロファイル設定プロセスの一部として、リソース ポリシーを作成

することもできます。この場合、リソース ポリシーは「拡張ポリシー」と呼ばれま

す。

リソース ポリシーは、Secure Access アクセス管理フレームワークに不可欠な部分であり、す

べての Secure Access 製品で利用できます。ただし、ライセンスを受けた機能に対応するリ

ソース ポリシー タイプにのみアクセスすることが可能です。たとえば、SA 700 アプライア

ンスを使用している場合で、Core Clientless Access のアップグレード ライセンス キーを購

入していない場合、Web リソース ポリシーを作成することはできません。

関連項目 118ページのリソース ポリシー コンポーネント•

• 121ページのリソース ポリシーの評価

• 123ページのリソース ポリシーに対し詳細規則を作成する

• 125ページのリソース ポリシー UI 表示のカスタマイズ

リソース ポリシ コンポーネント

リソース ポリシには、以下の情報が含まれます。

• リソース ー ポリシの適用対象のリソースを指定するリソース名の集合（URL、ホスト名、ま

たは IP アドレス/ネットマスクの組み合わせ）です。ホスト名を一致させるため、ワイルド

カードをプレフィックスとして前に入力してリソースを指定できます。ポリシのデフォルト

リソースはアスタリスク（∗）です。これは、関連するすべてのリソースにポリシが適用され

ることを意味します。

• ロール ー このポリシの適用対象のユーザー ロールのリスト（オプション）。デフォルト設

定では、すべてのロールにポリシが適用されます。

• アクション ー ユーザーから Resource リストに対応するリソースを要求されたときに Secure

Access が実行するアクション。アクションでは、リソースの許可または拒否を指定できま
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す。また、Web コンテンツの再書き込みまたは Java ソケット接続の許可などのアクション

を実行する、またはしないかを指定することもできます。

• 詳細規則 ー リソースの詳細（特定の URL、ディレクトリ、パス、ファイルまたはファイル

タイプ）を指定する要素のリストです（オプション）。個別にアクションを適用するか、ま

たはアクションを適用する前に条件を評価する場合に使用します。複数の規則を定義し、

Secure Access がそれらの規則を評価する順序を指定できます。

リソース ポリシのリソースを指定する

リソース ポリシを評価する Secure Access プラットフォームのエンジンでは、ポリシの

Resources リスト内に表示されるリソースが 標準書式に従っている必要があります。ここで

は、Web、ファイル、サーバー リソースの指定に使用できる標準書式について説明します。ユー

ザーが特定のリソースにアクセスする際、Secure Access のデバイスは、要求されたリソース

と対応するポリシで指定されているリソースを比較します。これは、ポリシ リストの最初のポ

リシから順番に行われます。要求されたリソースとポリシの Resources リストに指定されてい

るリソースが一致すると、さらに詳細にポリシの制約が評価され、適切なアクションがアプラ

イアンスに返されます（それ以上、ポリシ評価は行われません）。適用されるポリシがない場

合は、アプライアンスは自動許可ブックマーク（定義されている場合）を評価します。それ以

外の場合は、ポリシのデフォルト アクションが返されます。

注: 新規のインストールを使用している場合、リソース ポリシではなくリソース

プロファイルを使用する場合、あるいは管理者がオプションを非表示にした場合は、

自動許可オプションが表示されない場合があります。

標準書式についての一般的注意事項

標準書式を使用する場合は、以下に留意してください。

• パス コンポーネントの末尾が /∗（スラッシュ_アスタリスク）で終わっている場合、リーフ

ノードとその下位のノードすべてと一致します。パス コンポーネントの末尾が /%（スラッ

シュ_パーセント記号）で終わっている場合、リーフ ノードとその 1 つ下のレベルのノード

のみと一致します。例:

/intranet/∗ は以下と一致します。

/intranet

/intranet/home.html

/intranet/elee/public/index.html

/intranet/% は以下と一致します。

/intranet

/intranet/home.html

but NOT /intranet/elee/public/index.html

• リソースのホスト名と IP アドレスは、ポリシ エンジンに同時に送信されます。ポリシの

Resources リストにあるサーバーが IP アドレスとして指定されている場合は、評価は IP

アドレスに基づいて行われます。それ以外の場合は、2 つのホスト名を一致させます。つま

り、IP を特定するための DNS 逆引き参照は実行されません。
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注: ネットワークコネクトのリソース ポリシにホスト名を指定することはできま

せん。指定できるのは IP アドレスのみです。

• ホスト名が、「intranet.juniper.net」ではなく、「juniper」のように、ホスト ファイル

で完全修飾されていない場合、短い名前を使ってホスト名にアクセスすると、短い名前に対

してリソース照合が実行されます。ただし、短い名前がホスト ファイルになく、ホスト名の

解決が DNS (Networks configuration ページにリストアップされているドメインを追加する

ことにより)によって実行される場合、完全修飾ドメイン名 (FQDN) がリソース照合に使用さ

れます。言い換えると、Web リソース ポリシについては、短い名前の DNS 検索が実行され

ます。DNS 検索の結果が FQDN です。FQDN は、UI に入力されたドメイン名と照合されます。

サーバー リソースを指定する

Telnet/SSH、ターミナルサービス、またはネットワークコネクトのリソース ポリシにサーバー

リソースを指定する場合は、次のガイドラインに注意してください。

標準書式は [protocol://] host [:ports] です。

コンポーネントの構成内容は、次のとおりです。

• プロトコル（オプション） － 可能な大文字と小文字を区別しない値:

• tcp

• udp

• icmp

プロトコルを指定しない場合、すべてのプロトコルが想定されます。プロトコルを指定する

場合、区切り文字「://」を使用する必要があります。特殊文字は使用できません。

注: ネットワークコネクト ポリシにのみ指定できます。セキュア アプリケーショ

ン マネージャや Telnet/SSH など、その他のアクセス機能のリソース ポリシに

対しては、このコンポーネントの指定は無効になります。

• Host （必須） － 使用可能な値は以下のとおりです。

• IP address/Netmask － IP アドレスは、以下のフォーマットである必要があります。

a.b.c.d

ネットマスクは以下の形式のいずれかで指定できます。

• プレフィックス:先頭からのビット数

• IP:a.b.c.d

例:10.11.149.2/24 または 10.11.149.2/255.255.255.0

特殊文字は使用できません。

• DNS Hostname － 例: www.juniper.com

以下の特殊文字を使用できます。
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表7: DNS ホスト名の特殊文字

すべての文字と一致∗

ドット（.）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

注: ネットワークコネクトのリソース ポリシにホスト名を指定することはでき

ません。指定できるのは IP アドレスのみです。

• ポート（オプション） － 可能な値:

表8: ポートで使用できる値

すべてのポートに一致、その他の特殊文字は使用不可∗

コンマで区切れらた単一ポートのリスト。有効なポート番号は [1 65535] です。ポート番号間に

スペースは入力しないでください。ポートは 15 まで指定できます。

port[,port]∗

ポート 1 からポート 2 を含むポートの範囲。[port1] [port2]

注: 80、443、8080 8090 などのように、ポート リストとポート範囲を一緒に

使用することができます。ただし、ポートリストとポート範囲を一緒にするこ

とがサポートされていないネットワークコネクトは例外となります。

ポートがない場合、デフォルト ポート 80 は http に、443 は https に割り当てられま

す。ネットワークコネクトでポートがない場合は、デフォルト ポートの http は ∗ です。

ポートが指定されている場合、区切り文字「:」を使用する必要があります。例:

<username>.danastreet.net:5901-5910

tcp://10.10.149.149:22,23

tcp://10.11.0.10:80

udp://10.11.0.10:*

リソース ポリシの評価

Secure Access デバイスがユーザーからの要求を受信する際、要求のタイプに応じたリソース

ポリシが評価されます。要求されたリソースに対応するポリシを処理する際に、指定のアクショ

ンをその要求に適用します。このアクションは、ポリシの General タブまたは Detailed Rules

タブで定義します。たとえば、ユーザーが Web ページを要求した場合、Secure Access は Web

リソース ポリシを使用すると判断します。Web リクエストの場合、Secure Access は必ず Web

再書き込みポリシ（選択的な再書き込みおよびデータ転送プロキシ）から開始し、要求を処理

するかどうかを決定します。これらのポリシがいずれも適用されない場合（または定義されて

いない場合）には、Secure Access は要求されたリソースに関連するポリシが見つかるまで Web

アクセス ポリシの評価を行います。
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Secure Access では、アクセス機能のリソース ポリシを上から下に順に評価します。つまり、

ポリシ リストの 1 番から開始して一致するポリシが見つかるまでリストの下方向に進んでい

きます。一致するポリシに対して詳細規則を定義している場合、Secure Access は上から下に

順に評価を行います。つまり、その規則の Resource リストの 1 番から開始して該当するリ

ソースに当たると停止します。以下の図に、一般的なポリシ評価の順序を示します。

評価順序の詳細は以下のとおりです。

1. Secure Access は、ユーザーのリクエストを受信してユーザーのセッション ロールを評価

し、対応するアクセス機能が有効になっているかどうかを判断します。ユーザーの「セッ

ション ロール」は、認証プロセス中にユーザーに割り当てられる 1 つあるいは複数のロー

ルに基づいています。ユーザーに対して有効化されるアクセス機能は、認証領域のロール

マッピング設定によって決定されます。

2. Secure Access は、どのポリシが要求に一致するかを判断します。Secure Access は、ユー

ザーの要求に関連するリソース ポリシを評価し、リソース リストと割り当てられたロール

が要求に一致するものが見つかるまで、連続して各ポリシの処理を行います。（リソース

プロファイルを使用している Secure Access を設定する場合には、Secure Access はリソー

ス プロファイルの一部として設定した拡張ポリシを評価します。）

Web アクセスとファイル アクセス機能には複数のポリシ タイプがあるため、Secure Access

では最初に要求のタイプ（Web ページ、Java アプレットまたは UNIX ファイルへの要求な

ど）を判断し、次にその要求に関連するポリシを評価します。Web アクセス機能の場合、最

初にすべての Web 要求に対して再書き込みポリシが評価されます。その他の 5 つのアクセ

ス機能（セキュア アプリケーション マネージャ、セキュア ターミナル アクセス、セキュ

ア E メール クライアント）のリソース ポリシ タイプは、1 種類のみです。

3. Secure Access は、一致するポリシで指定されたルールを評価および実行します。ポリシ規

則で次の 2 つのことを行うように設定することができます。

• より詳細なレベルでアクションを適用するリソースを指定します。たとえば Web アクセ

ス リソース ポリシのメイン ポリシ設定で Web サーバーを指定した場合、詳細規則の定

義でそのサーバーの特定パスを指定し、そのパスに対し適用するアクションを変更するこ

とができます。

• アクションを適用するため、ユーザーに対してブール演算式またはカスタム式で記述した

特定の条件を設定します。

4. 要求されたリソースがポリシの Resource リストまたは詳細規則で見つかると同時に、Secure

Access のリソース ポリシ処理が停止します。

注: 自動（時間ベース）動的ポリシ評価を使用するか、手動ポリシ評価を実行する

場合、Secure Access はこのセクションで説明するリソース評価プロセスを繰り返

します。

関連項目 83ページのユーザー ロールの概要•

• 123ページのリソース ポリシに対し詳細規則を作成する

• 59ページの動的ポリシ評価
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リソース ポリシに対し詳細規則を作成する

Web、ファイル、セキュア アプリケーション マネージャ、Telnet/SSH、ネットワークコネクト

のアクセス機能では、Web、ファイル、アプリケーション、および telnet サーバーに対し個別

にリソース ポリシを指定することができます。Email Client のアクセス機能のポリシは 1 つ

で、グローバルに適用されます。このポリシの場合、このアクセス機能を有効化するすべての

ロールで使用するサーバー設定を指定します。その他のアクセス機能については、複数のリソー

ス ポリシを指定できます。さらに、各ポリシには 1 つ以上の詳細規則を定義できます。

詳細規則はソース ポリシの拡張機能で、以下の内容を指定できます。

• 追加のリソース情報 ー General タブに表示される特定のパス、ディレクトリ、ファイル、

ファイルの種類など。ユーザーの要求に条件を適用するためだけに詳細規則を使用する場合

は、General タブと同じリソース リストを指定することもできます。

• General タブで指定したアクションとは異なるアクション（オプションは同じ）。

• 詳細規則を適用するために結果が true でなければならない条件。

多くの場合、General タブで指定する基本リソース ポリシにより、リソースに対するアクセス

を十分にコントロールできます。

「defined_roles」に属しているユーザーが「defined_resources」にアクセスを試みる場合、

指定されている「resource_action」が実行されます。

以下に示すその他の情報のセットに基づいてアクションを実行する場合は、ポリシに 1 つ以上

の詳細規則を定義できます。

• ヘッダー、コンテンツ タイプ、ファイルの種類などのリソース プロパティ

• ユーザー名やユーザーに割り当てるロールなどのユーザー プロパティ

• ユーザーのソース IP もしくはブラウザ タイプ、ホストチェッカーまたはキャッシュクリー

ナーの実行状態、時刻、証明書属性などのセッション プロパティ

詳細規則により、既存のリソース情報と権限情報を利用した、より柔軟なリソース アクセス

コントロールが可能になり、基本リソース ポリシを適用するそれぞれのユーザーに異なる要件

を効率的に指定できるようになります。

関連項目 123ページのリソース ポリシに対する詳細規則を記述する•

リソース ポリシーに対する詳細規則の作成

詳細規則により、既存のリソース情報と権限情報を利用した、より柔軟なリソース アクセス

コントロールが可能になり、基本リソース ポリシーを適用するそれぞれのユーザーに異なる要

件を効率的に指定できるようになります。

リソース ポリシーに詳細規則を記述するには、次の操作を行います。

1. リソース ポリシーの New Policy ページで、必要なリソースとロールの情報を入力します。

2. Action セクションで Use Detailed Rules を選択し、Save Changes をクリックします。
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3. Detailed Rules タブで New Rule をクリックします。

4. Detailed Rule ページで次の操作を行います。

• Action セクションで、以下を指定します。

• Disable SSO －Secure Access は、このユーザー ロール用の自動 SSO 認証を無効に

し、代わりに、サインイン資格情報を入力するようユーザーに要求します。

• Basic － このオプションは、Secure Access が、SSO の動作のコントロールに基本認

証仲介を使用するようを指定します。

Enable Intermediation － 使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニュー

が空白の場合、基本認証 SSO 設定が SSO General タブで定義されていません。

Disable Intermediation －このオプションを選択した場合、Secure Access はチャレ

ンジ応答シーケンスを仲介しません。

注: Secure Access は、Disable Intermediation を選択した場合でも、基

本認証を必要とする Web プロキシへの要求を常に仲介します。

Basic Authentication Intermediation を無効にする選択もできますが、非

常に危険な認証方法であり、クリアな（暗号化されていない）テキストで

ネットワーク上にユーザーの資格情報を送信できる場合もあるので、このオ

プションをお勧めしません。

• NTLM －このオプションは、Secure Access が、SSO の動作をコントロールするのに

Microsoft NTLM Intermediation を使用するよう指定します。

使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、NTLM SSO 設

定が SSO General タブで定義されていません。

NTLM V1 と NTLM V2 の両方を試すには、Fallback to NTLM V1 オプションを選択しま

す。このオプションを選択しないと、Secure Access は NTLM V2 のみを使用します。

SSO が失敗すると、仲介ページが表示されます。

• Kerberos －このオプションは、Secure Access が、SSO の動作をコントロールするの

に Kerberos Intermediation を使用するよう指定します。

使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、kerberos SSO

設定が SSO General タブで定義されていません。

kerberos が失敗した場合に NTLM V2 のみを使用するには、Fallback to NTLM V2 オプ

ションを選択します。このオプションを選択しないと、Kerberos SSO が失敗した場合、

Kerberos 仲介ページが表示されます。

• Constrained Delegation －このオプションは、Secure Access が、SSO の動作をコン

トロールするのに限定委任仲介方法を使用するよう指定します。

使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、限定委任 SSO

設定が SSO General タブで定義されていません。

限定委任が失敗した場合に Kerberos を使用するには、Fallback to Kerberos オプショ

ンを選択します。このオプションを選択した場合、限定委任が失敗すると、仲介ページ
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が表示されます。このオプションを選択せず、限定委任が失敗すると、エラー ページ

が表示されます。

• Resources セクションで、次のいずれかを指定します（必須）。

• General タブで指定されているリソースと完全に一致または部分的に一致するリソース

リスト。

• General タブで指定されているサーバーの特定のパスまたはファイル（適切な場合はワ

イルドカードを使用します）。Resources リスト内でのワイルドカードの使用方法につ

いては、該当するリソース ポリシーのドキュメントを参照してください。

• 該当する場合は、パスとその後にファイルの種類、または ∗/∗.file_extension を指定

して、General タブで指定されたサーバーの任意のパス内で指定拡張子を使用するファ

イルを示します。

• Conditions セクションで、アクションを実行するために、評価するための式を必要な数

だけ指定します（オプション）。

• ブール演算式: システム変数を使用し、NOT、OR、AND 演算子を使用した 1 つ以上の

ブール演算式を記述します。

• カスタム式: カスタム式の構文を使用し、1 つ以上のカスタム式を記述します。

注: Web ページ、telnet、ファイル、SAM では、<USER> 代入変数が使用で

きます。ネットワークコネクト ACL では変数を使用できません。

時間条件を指定するとき、指定する時間範囲は真夜中を横断できません。代

替手段として、時間範囲を 2 つの条件に分けます。

• Save Changes をクリックします。

5. Detailed Rules タブで、Secure Access に評価させたい順序のとおりに規則を指定します。

ユーザーから要求されたリソースが規則の Resource リストのリソースと一致すると、Secure

Access は指定のアクションを実行し、処理中の規則（およびその他のリソース ポリシー）

を停止することに注意してください。

関連項目 401ページの基本、NTLM、Kerberos リソースの作成•

• 976ページの領域、ロール、リソース ポリシーでシステム変数を使用する

• 962ページのカスタム式で使用される要素

リソース ポリシー UI 表示のカスタマイズ

ユーザー ロールに基づいて、Secure Access が、どのリソース ポリシーを特定のリソース ポ

リシー ページに表示するかを制限できます。たとえば、管理者コンソールの Users > Resource

Policies > Web ページで、Sales ユーザー ロールに割り当てられたリソース ポリシーだけを

表示するよう設定できます。
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Secure Access がどのリソース ポリシーを表示するかをコントロールするには、以下の操作を

行います。

1. Users > Resource Policies >ポリシー タイプ に移動します。

2. Show policies that apply to リストから All Roles または個々のロールを選択します。

3. Update をクリックします。選択したロールに割り当てられたリソース ポリシーが、Secure

Access に表示されます。
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第8章

認証サーバーとディレクトリ サーバー

• 認証サーバ―とディレクトリ サーバーについて 128ページ

• タスク サマリー:認証サーバーの設定 129ページ

• 匿名サーバーについて 130ページ

• 匿名サーバー インスタンスの定義 131ページ

• RSA ACE/サーバーを使用する 132ページ

• ACE/Server インスタンスの定義 133ページ

• Active Directory または NT ドメインを使用する 135ページ

• Active Directory または Windows NT ドメイン サーバー インスタンスの定義 136ページ

• マルチドメイン ユーザーの認証 137ページ

• Kerberos デバッグ ツールの使用 139ページ

• Active Directory および NT のグループ検索サポート 140ページ

• 証明書サーバー 141ページ

• 証明書サーバー インスタンスの設定 141ページ

• LDAP サーバーを使用する 142ページ

• LDAP サーバー インスタンスの定義 143ページ

• ミーティング作成者のための LDAP 検索属性を設定する 145ページ

• LDAP パスワード管理を有効にする 146ページ

• ローカル認証サーバーの使用 150ページ

• ローカル認証サーバー インスタンスの定義 151ページ

• ローカル認証サーバー上でのユーザー アカウント作成 153ページ

• NIS サーバー インスタンスの設定 155ページ

• RADIUS サーバー インスタンスの設定 155ページ

• Secure Access RADIUS サーバー インスタンスの定義 157ページ

• RADIUS アカウンティングを有効にする 160ページ

• 一般的な RADIUS の注意点 171ページ

• eTrust SiteMinder の概要 172ページ

• Secure Access と連動させるための SiteMinder を設定する 176ページ

• SiteMinder エージェントの設定 177ページ
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• Secure Access に対する SiteMinder 認証方式を作成する 178ページ

• Secure Access の SiteMinder ドメインを作成する 179ページ

• Secure Access の SiteMinder 領域を作成する 180ページ

• Secure Access にユーザー名を渡す規則/応答の組み合わせを作成する 181ページ

• Secure Access と連携させるための SiteMinder の設定 182ページ

• Secure Access ロール マッピングのための SiteMinder ユーザー属性の使用 191ページ

• 自動サインインのための SiteMinder 領域の定義 192ページ

• SiteMinder と Secure Access の問題点のデバッグ 193ページ

• SAML サーバー インスタンスを設定する 193ページ

• アサーションについて理解する 196ページ

• 新規 SAML サーバー インスタンスの作成 198ページ

• アーティファクト プロファイルを使用するように SAML サーバー インスタンスを設定す

る 199ページ

• POST プロファイルを使用するように SAML サーバー インスタンスを設定する 200ページ

認証サーバ―とディレクトリ サーバーについて

認証サーバーとは、ユーザー資格情報（ユーザー名とパスワード）と、一般的にグループ情報

を保存するデータベースです。ユーザーは、SA アプライアンスにサインインするときに、認証

サーバーに関連付けられている認証領域を指定します。ユーザーがその領域の認証ポリシーを

満たしている場合は、SA は、ユーザーの資格情報を関連する認証サーバーに転送します。認証

サーバーの役割は、そのユーザーが存在し、本人であることを検証することです。ユーザーを

検証したら、認証サーバーは SA に承認を送信します。また、そのサーバーが領域でディレク

トリ/属性サーバーとしても機能している場合には、ユーザーのグループ情報やその他の属性情

報も送信します。次に、SA は、領域のロール マッピング規則を確認して、ユーザーにマップ

されるユーザー ロールを決定します。

SA アプライアンスでは、Windows NT Domain、Active Directory、RADIUS、LDAP、NIS、RSA

ACE/Server、eTrust SiteMinder などの最も標準的な認証サーバーをサポートしており、SA で

認証するユーザーのローカル データベースを 1 つまたは複数作成できます。

ディレクトリ サーバーとは、ユーザー情報とグループ情報を保存するデータベースです。認証

領域の設定では、ディレクトリ サーバーを使用して、ロール マッピング規則およびリソース

ポリシーに必要なユーザー情報やグループ情報を取得するように指定できます。これを可能に

するため、現在 SA では LDAP サーバーをサポートしています。これにより、認証と承認の両

方を LDAP サーバーで行うことができます。サーバー インスタンスを 1 つ定義するだけで、

LDAP サーバーのインスタンス名が、領域の General タブ上の Authentication および

Directory/Attribute ドロップダウン リストに表示されます。同じサーバーを複数の領域で使

用できます。

ロール マッピング規則で使用するユーザー属性の取得には、LDAP サーバーだけでなく、RADIUS

サーバーや SiteMinder サーバーも使用できます。LDAP サーバー インスタンスとは異なり、

RADIUS サーバーや SiteMinder サーバーのインスタンスは、領域の Directory/Attribute ド

ロップダウン リストに表示されません。RADIUS サーバーまたは SiteMinder サーバーを使用

してユーザー情報を取得できるようにするには、Authentication リストでインスタンス名を選

択して、Directory/Attribute リストで Same as Above を選択します。次に、RADIUS サーバー
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または SiteMinder サーバーから属性を使用するようにロール マッピング規則を設定します。

属性は、Rule based on User attribute を選択すると、SA により Role Mapping Rule ページ

の属性リストに表示されます。

認証サーバーは SA アクセス管理のフレームワークの不可欠な部分であるため、すべての Secure

Access 製品で利用可能です。ただし、eTrust Siteminder は SA 700 アプライアンスでは使用

できませんのでご注意ください。

関連項目 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定•

タスク サマリー:認証サーバーの設定

領域で使用可能な認証サーバーを指定するには、最初に Authentication > Auth. Servers ペー

ジで、サーバー インスタンスを設定しておく必要があります。サーバーの設定を保存すると、

サーバー名（インスタンスに割り当てられた名前）が領域の General タブの Authentication

ドロップダウン リストに表示されます。サーバーによって、以下が表示されます。

• LDAP または Active Directory サーバーの場合 － インスタンス名は、領域の General タ

ブの Directory/Attribute ドロップダウン リストにも表示されます。領域での認証と承認

を行うのに、同じ LDAP サーバーまたは Active Directory サーバーを使用できます。また、

異なる認証サーバーを使用している複数の領域に対して承認を行うときも、これらのサーバー

を使用できます。

• RADIUS サーバーの場合 － インスタンス名は、領域の General タブの Accounting ドロッ

プダウン リストにも表示されます。同じ RADIUS サーバーを、領域の認証とアカウンティン

グの両方に使用することが可能です。また、異なる認証サーバーを使用している複数の領域

に対してアカウンティングを行うときも、これらのサーバーを使用できます。

認証サーバー インスタンスを定義するには、Auth. Servers ページを使用します。認証サー

バーは、ユーザーの資格情報を認証し、承認サーバーは、Secure Access がシステムにおける

ユーザー権限を判別するために使用するユーザー情報を提供します。たとえば、証明書サーバー

インスタンスを指定して、ユーザーのクライアントサイド証明書属性に基づいてユーザーを認

証し、次に LDAP サーバー インスタンスを作成して、CRL（証明書失効リスト）の値に基づい

てユーザーを承認することができます。

認証サーバーの設定を行うには、次の操作を行います。

1. プロバイダからの指示に従って、認証/承認サーバーをセットアップします。

2. 管理者コンソールの Authentication > Authentication > Auth. Servers ページからサー

バーのインスタンスを作成します。
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注:

• 認証サーバーは、Secure Access デバイスにアクセスできる必要があります。

RSA ACE/サーバーなどの認証サーバーが、エージェント ホストに対して IP

アドレスを使用しない場合は、認証サーバーは、DNS エントリまたは認証サー

バーのホスト ファイルのエントリから、Secure Access ホスト名を解決でき

る必要があります。

• eTrust Siteminder サーバー インスタンスは、Secure Access ごとに 1 つだ

け作成できます。

• Active Directory サーバーを次のプロトコルで認証する場合

• NTLM プロトコル － Active Directory/Windows NT Domain を選択します。

• LDAP プロトコル － LDAP Server を選択します。

• ユーザー管理者を認証するために、ローカル認証サーバー インスタンスを作

成する場合、Local Authentication を選択する必要があります。

a. New ドロップダウン リストから、サーバー タイプを選択します。

b. New Server をクリックします。

c. 選択したサーバーに応じて、個々のサーバー インスタンスを設定します。

3. 管理者コンソールの Users > User Realms または Administrators > Admin Realms ページ

のいずれかから、認証領域を作成します。

4. ローカル認証サーバーのみ: 管理者コンソールの Authentication > Auth. Servers > Select

Local Server > Users ページの設定を使用して、サーバーにユーザーを追加します。

5. パスワード管理のみ: パスワード管理オプションを設定します。

関連項目 128ページの認証サーバ―とディレクトリ サーバーについて•

匿名サーバーについて

匿名サーバー機能を使用すると、ユーザー名またはパスワードを入力せずに Secure Access に

アクセスできます。匿名サーバーに対して認証するように設定されているサインイン ページの

URL を入力すると、Secure Access は標準のサインイン ページを表示せずに、 welcome ペー

ジをユーザーに表示します。

Secure Access のリソースに厳しいセキュリティが必要ない場合、または IVE を通じて提供さ

れる他のセキュリティ対策で十分である場合には、匿名認証を使用しても構いません。たとえ

ば、内部リソースへの制限付きアクセスを認められるユーザー ロールを作成し、内部ネット

ワークに存在する IP アドレスからサインインすることだけを要求するポリシでロールを認証

する場合です。この方法では、内部ネットワークにアクセスできるユーザーは、そのユーザー

ロールで指定された特定のリソースだけを閲覧する権限を有することを前提としています。
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匿名サーバーの制約

匿名サーバー インスタンスを定義および監視する場合は、次の点にご注意ください。

• 1 つの匿名サーバーだけを構成に追加することができます。

• 匿名サーバーを使用して管理者を認証することはできません。

• 構成時に、Users > User Realms > General タブで、認証サーバーとディレクトリ/属性サー

バーの両方として匿名サーバーを選択しなければなりません。

• Users > User Realms > Role Mapping タブによってロール マッピング規則を作成する場合、

匿名サーバーはユーザー名情報を収集しないため、 特定のユーザー（「Joe」など）に適用

されるマッピング規則を作成できません。ロール マッピング規則は、デフォルト ユーザー

名（∗）、証明書属性、またはカスタム表現に基づいてのみ作成できます。

• セキュリティ上の理由で、匿名サーバーを使用してサインインするユーザー数を制限する必

要がある場合もあります。この場合には、Users > User Realms > [Realm] > Authentication

Policy > Limits タブのオプションを使用します（[Realm] は、ユーザー認証に匿名サーバー

を使用するよう設定された領域）。

• Secure Access はユーザー名を収集せずに個別のセッション データを表示することができな

いため、Users タブを使用して匿名ユーザーのセッションを表示あるいは削除することはで

きません（他の認証サーバーを使用した場合は可能）。

関連項目 129ページのタスク サマリ:認証サーバーを設定する•

• 131ページの匿名サーバー インスタンスを定義する

匿名サーバー インスタンスの定義

匿名サーバーを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから

Anonymous Server を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

3. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。

4. Save Changes をクリックします。

5. ユーザーを認証するために、サーバーが使用する領域を指定します 。

関連項目 130ページの匿名サーバーについて•

• 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定
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RSA ACE/サーバーを使用する

RSA ACE/サーバーでユーザーを認証する場合、ユーザーは次の 2 つの方法でサインインできま

す。

• ハードウェア トークンと標準 Secure Access サインインページを使用する ー ユーザーは

標準 Secure Access サインイン ページを表示して、ユーザー名とパスワード（PIN と RSA

SecurID ハードウェア トークンの現在値を結合した値）を入力します。次に、Secure Access

は、ユーザーの資格証明書を ACE/サーバーに転送します。

• ソフトウェア トークンとカスタム SoftID Secure Access サインイン ページを使用する －

ユーザーは、SoftID カスタム サインイン ページを表示します。次に SoftID プラグインを

使用して、ユーザー名と PIN を入力します。SoftID プラグインはユーザーの PIN とトーク

ンを連結することによってパス フレーズを生成し、Secure Access にパス フレーズを渡し

ます。SoftID カスタム サインイン ページを有効にする方法の詳細については、Custom

Sign In Pages Solution Guide を参照してください。

ACE/サーバーによって認証されると、ユーザーは Secure Access へのアクセスが許可されま

す。認証できなかった場合は、ACE/サーバーは以下の処理を行います。

• ユーザーの資格証明書が認識されなかった場合は、ユーザー アクセスを否定します。

• ユーザーが Secure Access に初めてサインインする場合は、ユーザーに新しい PIN（New PIN

モード）を生成するように指示します。サインインの方法によって異なるメッセージが表示

されます。ユーザーが SoftID プラグインを使用してサインインした場合は、新しい PIN の

作成を求める RSA プロンプトが表示されます。それ以外の場合は、Secure Access プロンプ

トが表示されます。

• ユーザーが入力したトークンが ACE/サーバーが予期するトークンと同期していない場合、

ユーザーに次のトークン（Next Token モード）を入力するように要求します。Next Token

モードで、SoftID トークンを使用してもユーザーは速やかにサインインできます。RSA SecurID

ソフトウェアは、ユーザーの操作なしで、Secure Access 経由でトークンを ACE/サーバーに

渡します）。

• ユーザーを標準 Secure Access サインイン ページにリダイレクトする（SoftID のみ）の

は、SecurID ソフトウェアがインストールされていないコンピュータで、ユーザーが RSA

SecurID Authentication ページにサインインしようとした場合です。

ユーザーが New PIN または Next Token モードを入力する場合、必要な情報を 3 分以内に入

力する必要があります。時間が過ぎると、Secure Access はトランザクションをキャンセルし、

資格証明書を再入力するように指示してきます。

Secure Access は、最大 200 の ACE/サーバー トランザクションを同時に制御できます。1 つ

のトランザクションは、ACE/サーバーに対する認証に必要な時間のみ持続します。たとえば、

ユーザーが Secure Access にサインインすると、ユーザーが認証要求を送信したときに ACE/

サーバーのトランザクションが開始し、ACE/サーバーが要求処理を完了したときにトランザク

ションが終了します。ACE/サーバーのトランザクションが閉じた後でも、ユーザーは自分の

Secure Access セッションを開いたままにすることができます。

Secure Access は、以下の ACE/サーバー機能をサポートします。New PIN モード、Next Token

モード、DES/SDI 暗号化、AES 暗号化、スレーブ ACE/Server のサポート、ネーム ロッキン
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グ、クラスタ化がサポートされる機能です。また Secure Access では、RADIUS プロトコルを

使用して、RSA SecurID の New PIN モードと Next Token モードもサポートされます。

ACE/サーバー ライブラリには UNIX 固有の制限事項があるため、ACE/サーバー構成を 1 つし

か定義できません。

Secure Access は複数の ACE サーバー間のロード バランスをサポートしていません。ACE を

セカンダリ ログイン サーバーに使用している場合は、ACE Next Pin モードおよび New Token

モードは正常に動作しません。

関連項目 133ページのACE/サーバー インスタンスを定義する•

• 129ページのタスク サマリ:認証サーバーを設定する

ACE/Server インスタンスの定義

ACE/Server を定義するには、次の操作を行います。

1. Secure Access に対する ACE/Agent 構成ファイル（sdconf.rec）を ACE サーバー上で次の

ように生成します。

a. ACE/Server Configuration Management アプリケーションを起動して、Agent Host をク

リックします。

b. Add Agent Host をクリックします。

c. Name には、Secure Access エージェントの名前を入力します。

d. Network Address には、Secure Access デバイスの IP アドレスを入力します。

e. ACE サーバーで構成されるサイトを Site に入力します。

f. Agent Type で、Communication Server を選択します。

g. Encryption Type で、DES を選択します。

h. Sent Node Secret が選択されていないことを確認します（新しいエージェントの作成

時）。

Secure Access デバイスが送信した要求を ACE サーバーが初めて正常に認証すると、ACE

サーバーは Sent Node Secret を選択します。これ以降、次の認証要求で ACE サーバー

から新しいノード シークレットを Secure Access に送信したい場合は、次の手順を行

います。

i. Sent Node Secret チェックボックスをクリックして、チェックを解除します。

ii.管理者コンソールにサインインして、Authentication > Auth. Servers を選択しま

す。
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iii.Authentication/Authorization Servers リストの ACE サーバーの名前をクリックし

ます。これがサーバーの初期設定である場合は、この手順に続く ACE サーバー イン

スタンスの作成手順を参照してください。

iv. Node Verification File で、適切なチェックボックスを選択して、Delete をクリッ

クします。これらのステップで、Secure Access と ACE サーバーの同期が確実に行

われます。同様に、Secure Access から検証ファイルを削除した場合は、ACE サー

バーで Sent Node Secret チェックボックスのチェックを外す必要があります。

RSA ACE/Server 認証を使用し、Secure Access の IP アドレスを変更する場合、RSA

ACE/Server 認証を機能させるためには、Secure Access のノード検証ファイルを削

除する必要があります。また、Secure Access デバイスに対する ACE/Server 上での

Sent Node Verification 設定の選択を解除します。

i. Assign Acting Servers をクリックして、適切な ACE サーバーを選択します。

j. Generate Config File をクリックします。ACE サーバーを Secure Access デバイスに

追加する場合、この設定ファイルをインポートすることになります。

2. 管理者コンソールで Authentication > Auth. Servers を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access デバイス上で作成するには、New リスト

から ACE Server を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

4. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。

5. デフォルト ポートを ACE Port フィールドに指定します。Secure Access は、sdconf.rec

ファイルでポートが指定されていない場合にのみ、この設定を使用します。

6. RSA ACE/Agent 設定ファイルをインポートします。ソース ファイルに変更を加えた場合は、

必ず Secure Access デバイスでこのファイルを更新してください。同様に、Secure Access

からインスタンス ファイルを削除した場合は、ACE Server Configuration Management ア

プリケーションに移動し、

7. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

8. 管理者とユーザーを認証および承認するために、サーバーが使用する領域を指定します。

System > Status > Active Users ページから、サーバーを通して現在サインインしているユー

ザーのセッションを監視および削除できます。

関連項目 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定•

• 132ページのRSA ACE/Server の使用
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Active Directory または NT ドメインを使用する

NT プライマリ ドメイン コントローラ（PDC）または Active Directory でユーザーを認証す

る場合、ユーザーは Windows デスクトップのアクセスに使用する同じユーザー名とパスワード

で Secure Access にサインインします。NTLM または Kerberos 認証を使用して、Secure Access

は Windows NT 認証および Active Directory をサポートしています。

ネイティブ Active Directory サーバーを設定すると、サーバーからグループ情報を取得して

領域のロール マッピング規則に使用できます。この場合には、領域の認証サーバーとして

Active Directory サーバーを指定してから、グループのメンバーシップに基づいてロール マッ

ピング規則を作成します。Secure Access には設定されたドメイン コントローラとそのトラス

テッド ドメインに属するすべてのグループが表示されます。

Secure Access には、プライマリ認証プロトコルごとにそれぞれのチェック ボックスが設けら

れています。チェック ボックスには Kerberos、NTLMv2、NTLMv1 があり、それぞれを別個のプ

ロトコルとして、無視または選択することができます。認証プロセスのコントロールを粒状

(granular) にすることによって、Active Directory の失敗ログイン回数ポリシを不必要に上

げることを避け、システム要件に基づいてプロトコルを微調整することができます。

注:

• Secure Access では、Active Directory 環境と Windows NT 環境の信頼関係が維

持されます。

• Secure Access は、ユーザー資格証明書を Active Directory 認証サーバーに送

信する際に、New Active Directory/Windows NT ページで指定されるどちらかの

認証プロトコルを使用します。Secure Access は順番に認証プロトコルをデフォ

ルト設定します。つまり、Kerberos と NTLMv2 のチェック ボックスを選択した

場合は、Secure Access は Kerberos に資格証明書を送信します。Kerberos が継

承している場合は、Secure Access は NTLMv2 には資格証明書を送信しません。

Kerberos がサポートされていない、または失敗した場合、Secure Access は順番

に NTLMv2 を次のプロトコルとして使用します。この設定は、複数のチェック

ボックスを設定することによって、カスケード処理効果を引き起こします。チェッ

ク ボックス

• Secure Access は、Active Directory で定義された ドメイン ローカル グルー

プ、ドメイン グローバル グループ、ユニバーサル グループをサポートします。

• Secure Access は、Active Directory のセキュリティ グループのみをサポート

し、配布グループをサポートしません。セキュリティ グループは、権利と許可を

割り当てるだけではなく E メールの配布リストとしても利用するグループの一種

です。

• 複数の Active Directory サーバーが Secure Access に設定される場合、サー

バーのそれぞれは異なる固有のコンピュータ アカウント名と関連付ける必要があ

ります。同じコンピュータ アカウント名を、すべてのサーバーに対して使用しな

いようにします。

関連項目 136ページのActive Directory または Windows NT ドメイン サーバー インスタンスを定義す

る

•
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• 400ページのBasic、NTLM および Kerberos リソースについて

Active Directory または Windows NT ドメイン サーバー インスタンスの定義

Active Directory または Windows NT ドメイン サーバーを定義するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから

Active Directory/Windows NT を選択して、New Server をクリックします。

•

3. 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers リ

ストの適切なリンクをクリックします。

4. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。

5. プライマリ ドメイン コントローラまたは Active Directory サーバーの名前または IP ア

ドレスを指定します。

6. バックアップのドメイン コントローラまたは Active Directory サーバーの IP アドレス

を指定します。（オプション）

7. Active Directory または Windows NT ドメインのドメイン名を入力します。たとえば、

Active Directory ドメイン名は us.amr.asgqa.net であり、US ドメインに属するユーザー

を認証する場合、ドメインフィールドに US を入力します。

8. コンピュータ名を指定したい場合、Computer Name フィールドに入力してください。コン

ピュータ名フィールドには、Secure Access が、指定されている Active Directory ドメイ

ンをコンピュータとして加えるのに使用する名前を指定します。指定しない場合は、お使い

のシステムを識別している固有のデフォルト識別名がそのまま使用されます。

コンピュータ名には vcNNNNHHHHHHHH のフォーマットであらかじめ値が入力されています

が、IVS システムでは、NNNN は（IVS ライセンスを持っているという前提で）IVS の ID、

HHHHHHHH は IVE の IP アドレスの 16 進法での表示です。デフォルト名、ユーザーが付け

た名前のいずれであれ、固有の名前を付けることで、Active Directory 内でユーザーのシ

ステムを識別しやすくなります。非 IVS システムの場合、表示する IVS の ID がないの

で、名前の最初の 6 文字は vc0000 となります。たとえば、非 IVS システムの名前は

vc0000a1018dF2 のようになります。

同じ AD 認証サーバーのクラスタ環境の場合、この名前は、すべてのクラスタ ノードの間

で固有の名前にもなり、IVE は、付加されているすべてのクラスタ ノードの識別名を表示

します。

9. ユーザーが domain\username という形式で Username フィールドにドメイン名を入力して

サインインできるようにするには、Allow domain to be specified as part of username

チェックボックスを選択します。

10. Allow trusted domains チェックボックスを選択し、フォレスト内の全トラステッド ドメ

インからグループ情報を取得します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.136

Secure Access 管理ガイド



11.バックエンドのドメイン コントローラが Windows 2008 サーバーである場合は、Domain

Controller is a Windows 2008 server チェックボックスを選択します。Windows 2008 サー

バーは、Active Directory サーバーの機能を一部強化しています。これは Active Directory

ドメイン サービスと呼ばれています。

12. AD サーバーまたは NT サーバーの場合には、Admin Username および Admin Password に管

理者のユーザー名とパスワードを入力します。指定する管理者が、AD サーバーまたは NT

サーバーと同じドメインのドメイン管理者になるようにします。Admin Username フィール

ドのサーバー管理者ユーザー名に、ドメイン名を含めないでください。

13. Authentication Protocol で、認証中に Secure Access が使用するプロトコルを指定しま

す。

14. Kerberos Realm Name で次の操作を行います。

• 指定された管理者資格情報を使用して Active Directory サーバーから Kerberos 領域名

を取得するように Secure Access を設定するには、Use LDAP to get Kerberos realm

name を選択します。

• 領域名がわかっている場合は、Specify Kerberos realm name フィールドに Kerberos 領

域名を入力します。

15. Test Configuration をクリックして、指定したドメインが存在するか、指定したコントロー

ラは Active Directory コントローラか、選択した認証プロトコルが動作するか、など、

Active Directory サーバーの構成設定を確認します。（オプション）

16. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。変更を保存すると、Secure Access では、パ

スワードの文字数に関係なく、管理者パスワードは隠蔽され、アスタリスク 5 文字で表示

されます。

System > Status > Active Users ページから、サーバーを通して現在サインインしているユー

ザーのセッションを監視および削除できます。

管理者コンソールは、Last Sign in Statistic という名前のコラムにある Users タブに、各

ユーザー アカウントに対する前回のアクセス統計情報を提供します。提供される統計には、各

ユーザーが前回正常にサインインした日時、ユーザーの IP アドレス、そしてエージェントあ

るいはブラウザの種類とバージョンが含まれます。

関連項目 400ページの基本、NTLM、Kerberos リソースについて•

• 135ページのActive Directory または NT ドメインの使用

マルチドメイン ユーザーの認証

Secure Access はマルチドメインの Active Directory と Windows NT の認証を許可します。

Secure Access は、 Authentication > Auth. Servers > New Active Directory / Windows NT

ページで設定されたドメインのユーザー、子ドメインのユーザー、設定されたドメインが信頼

する全トラステッド ドメインのユーザーを認証します。

Secure Access Active Directory サーバー設定でドメイン コントローラとデフォルト ドメイ

ンのアドレスを指定した後、デフォルト ドメインのユーザーはユーザー名だけを使用するか、
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あるいは defaultdomain\username という形式のユーザー名とデフォルト ドメインを使用して

Secure Access への認証を受けます。

トラステッド ドメインの認証を有効にすると、トラステッド ドメインまたは子ドメインのユー

ザーは、トラステッド ドメインまたは子ドメインの名前と trusteddomain\username という形

式のユーザー名を使用して Secure Access への認証を受けます。トラステッド ドメインの認

証が有効になると、サーバーの応答時間も長くなることに留意してください。

Windows 2000 および Windows 2003 のマルチドメインの認証

Secure Access は、Kerberos ベースの Active Directory の認証を Windows 2000 および

Windows 2003 ドメイン コントローラでサポートしています。ユーザーが Secure Access にロ

グインすると、Secure Access は Kerberos 認証を実行し、LDAP を呼び出してドメイン コン

トローラに使用する Kerberos の領域名とすべての子領域名およびトラステッド領域名の取得

を試みます。

Active Directory の認証サーバーを設定するとき、Kerberos 領域名を指定することもできま

すが、以下にあげる 2 つの理由からこの方法はお勧めしません。

• 複数の領域名は指定できません。そのために、Secure Access は指定した領域の子領域また

はトラステッド領域への認証ができません。

• 領域名の文字を誤って入力すると、Secure Access は該当する領域にユーザーを認証できな

くなります。

Windows NT4 のマルチドメインの認証

Secure Access は Windows NT4 ドメイン コントローラでの Kerberos ベース認証をサポート

しません。Secure Access は、Kerberos 認証の代わりに、NTLM 認証を利用します。

注:

• Secure Access は、ユーザー認証のために <Secure Access IPaddress> という

形式のコンピュータ名を使用してデフォルトのドメイン コントローラ サーバー

に加わります。

• Windows NT4 ドメイン コントローラの DNS 構成が変更した場合は、Secure Access

が、構成が変更される前に名前を解決することができた WINS、DNS、あるいは ホ

スト ファイルを使用し、引き続き名前（子ドメインおよびトラステッド ドメイ

ン）の解決が可能であることを確認してください。

NT ユーザーの正規化

Secure Access はマルチドメインの認証をサポートするために、認証プロセスにおいて Active

Directory または NT4 ドメイン コントローラを連動するときに「正規化した」NT 資格証明書

を使用します。正規 NT 資格証明書にはドメイン名とユーザー名が含まれます。domain\username.

ユーザーの Secure Access へのサインイン方法がユーザー名だけを使用するものであっても、

あるいは domain\\username という形式を使用するものであっても、Secure Access は、常に

domain\\username という形式のユーザー名を使用します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.138

Secure Access 管理ガイド



ユーザーがユーザー名だけを使用して認証を試みた場合、Secure Access は常に NT 資格証明

書を defaultdomain\username として正規化します。ユーザーがデフォルト ドメインのメンバ

である場合のみ、認証が成功します。

domain\username という形式を使用して Secure Access にサインインするユーザーには、Secure

Access は常にユーザーが指定したドメインのメンバとして、そのユーザーの認証を試行しま

す。ユーザーが指定したドメインがデフォルト ドメインのトラステッド ドメインあるいは子

ドメインである場合にのみ、認証が成功します。ユーザーが無効ドメインあるいはアントラス

テッド ドメインを指定すると、認証に失敗します。

<NTUser> および <NTDomain> の 2 つの変数によって、ドメインと NT ユーザー名の値を個々

に参照することができます。Secure Access は、この 2 つの変数から、ドメインと NT ユー

ザー名の情報を引き出します。

USER = someusername の Active Directory の認証に対し、既存のロール マッピング規則を使

用する場合、あるいは新規ロール マッピング規則を書く場合、Secure Access はこの規則を

NTUser = someusername および NTDomain = defaultdomain という意味で取り扱います。これ

により、Secure Access に既存のロール マッピング規則が問題なく適用されます。

関連項目 135ページのActive Directory または NT ドメインを使用する•

• 136ページのActive Directory または Windows NT ドメイン サーバー インスタンスを定義す

る

Kerberos デバッグ ツールの使用

Kerberos チケット キャッシュの検査、Kerberos インフラの調査などには、管理者コンソール

の Maintenance > Troubleshooting > Tools Kerberos ウィンドウを使用します。たとえば、

Kerberos 関連の問題をデバッグするのに役立てるため、このウィンドウを使用するよう、Juniper

Networks 技術サポートから依頼を受ける場合があります。また、Kerberos 領域、資格情報、

ポリシーのセットアップを行う前に、Kerberos の素早いチェックもできます。

Kerberos ウィンドウでは、次のオプションが利用できます。

• Clear All Tickets － 指定された Secure Access ユーザー名と領域に関連付けられたチケッ

トをすべて削除します。この操作により、他のユーザーがアクセスできるときに、アクティ

ブなチケットがコンピュータに残っていないようにします。アカウントを指定する必要があ

ります。全ユーザーのすべてのチケットをクリアすることはできません。

• Probe Kerberos DNS Setup － Kerberos 領域および定義された資格情報が有効か、DNS イン

フラをチェックします。Kerberos の領域とサイトを提供する必要があります。

• Verify Credential － Kerberos チケットが有効であることを確認します。たとえば、ユー

ザーが提供されるユーザー名とパスワードを確認するのに Kerberos を使用する場合、この

オプションは、取得した資格情報をチェックし、信頼できる KDB サイトに属することを確認

します。Server Realm フィールドおよび Server KDC フィールドはオプションです。

• Verify Constrained Delegation Credential － 限定委任チケットが有効であることを確認

します。Server Realm フィールドおよび Server KDC フィールドは未使用です。これらの

フィールドに入力されたデータは、無視されます。

関連項目 400ページの基本、NTLM、Kerberos リソースについて•

139Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第8章: 認証サーバーとディレクトリ サーバー



Active Directory および NT のグループ検索サポート

Secure Access は、Active Directory フォレストのドメイン ローカル グループ、ドメイン

グローバル グループ、ユニバーサル グループ、そして NT4 サーバーのドメイン ローカル グ

ループ、ドメイン グローバル グループにおけるユーザー グループの検索をサポートします。

NT あるいは Active Directory（もしくはその両方）のグループ検索を実行するために、Secure

Access はまず、デフォルトのコンピュータ名でドメインへの参加を試みます。これに成功する

には、有効なドメイン管理者の資格証明書を Secure Access 上の Active Directory サーバー

設定で指定する必要があります。

Active Directory の検索の要件

Secure Access は、デフォルト ドメイン、子ドメイン、すべてのトラステッド ドメインにお

けるドメイン ローカル グループ、ドメイン グローバル グループ、ユニバーサル グループ内

での検索をサポートします。Secure Access は、グループ メンバを取得するために、それぞれ

異なる機能を持つ 3 つの方法のいずれかを使用します。

• ユーザーのセキュリティ コンテキストのグループ情報 － ユーザーのドメイン グローバル

グループに関する情報を返します。

• LDAP ベースの検索コールを使用して取得したグループ情報 － Secure Access がグローバル

カタログ サーバーに問い合わせる場合は、ユーザーのドメイン グローバル グループおよび

ユニバーサル グループに関する情報を返します。

• ネイティブ RPC コールを使用したグループ情報 － ユーザーのドメイン ローカル グループ

に関する情報を返します。

ロール マッピング規則に従い、Secure Access は以下の順でグループの検索を試行します。

• Secure Access は、ユーザーのセキュリティ コンテキストを使用して、すべてのドメイン

グローバル グループを確認します。

• Secure Access によってユーザーがこのロール マッピング規則で参照されたグループのメン

バであると確認されない場合、Secure Access は LDAP クエリを実行して、ユーザーのグルー

プ メンバーシップを確認します。

• Secure Access によってユーザーがこのロール マッピング規則で参照されたグループのメン

バであると確認されない場合、Secure Access は RPC 検索を実行して、ユーザーのドメイン

ローカル グループ メンバーシップを確認します。

NT4 グループ検索の要件

Secure Access は、デフォルト ドメイン、子ドメイン、その他すべてのトラステッド ドメイ

ンで作成されたドメイン ローカル グループおよびドメイン グローバル グループでのグルー

プ検索をサポートします。Secure Access は、ユーザーのセキュリティ コンテキストからドメ

イン グローバル グループ情報を取得し、そして RPC コールを使用してドメイン ローカル情

報を取得します。Secure Access は、NT4 環境では LDAP ベースの検索コールを使用しません。

関連項目 135ページのActive Directory または NT ドメインを使用する•
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証明書サーバー

証明書サーバー機能により、ユーザーは、クライアントサイド証明書に含まれる属性に基づい

て認証することができます。ユーザーを認証してロールにマッピングするために、証明書サー

バーを単独で使用することも、または他のサーバーと一緒に使用することもできます。

たとえば、証明書属性のみに基づいてユーザーを認証できます。SA によって、ユーザーの証明

書が有効であると判断されると、ユーザーは指定された証明書属性に基づいてサインインされ

るので、ユーザー名やパスワードの入力は求められません。

クライアントサイドの証明書属性を 2 次認証サーバー（LDAP など）に渡してユーザーを認証

する方法もあります。この場合、認証サーバーはまず、ユーザーの証明書の有効性を確認しま

す。このあと、IVE は領域レベルのロール マッピング規則を使用して、証明書属性とユーザー

の LDAP 属性を照合します。適切な一致が見つからない場合、IVE は指定に従ってユーザーの

アクセスを拒否するか、アクセスを制限します。

注: クライアントサイド証明書を使用する場合は、IVE からサインアウトした後に

必ずブラウザを閉じるよう、エンドユーザーに徹底させることをお勧めします。Web

ブラウザを閉じなかった場合、他のユーザーが開いたままのブラウザ セッションを

使用して、再認証を行うことなく IVE にある証明書保護されたリソースにアクセス

することが可能になります。（クライアントサイド証明書をロードした後、Internet

Explorer と Netscape は、どちらも証明書の資格情報と秘密鍵をキャッシュに保存

します。ブラウザは、ユーザーがブラウザを閉じるまで（場合によっては、ユーザー

がワークステーションを再起動するまで）、これらの情報をキャッシュに保存して

います。詳細については、http://support.microsoft.com/?kbid=290345 を参照して

ください）。ブラウザを閉じる指示をメッセージで表示するには、Authentication

> Authentication > Signing In Pages タブでサインアウト メッセージを変更しま

す。

関連項目 216ページのユーザー サインイン ポリシーの設定•

• 141ページの証明書サーバー インスタンスの設定

• 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定

証明書サーバー インスタンスの設定

SA で証明書サーバーを定義するときは、次のステップを実行する必要があります。

1. System > Configuration > Certificates > CA Certificates タブの設定を使用して、クラ

イアントサイド証明書の署名に使用する CA 証明書をインポートします。

2. 証明書サーバー インスタンスを作成するには、次の操作を行います。

a. Authentication > Auth. Servers に移動します。

b. New リストから Certificate Server を選択して、New Server をクリックします。

c. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。
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d. User Name Template フィールドで、SA でユーザー名を作成する方法を指定します。プ

レーンテキストを ＜＞ で囲んだ証明書変数の任意の組み合わせを指定できます。

注: 複数の値を持つ証明書属性を選択すると、最初に一致した値が使用され

ます。たとえば、<certDN.OU> と入力し、ユーザーがその属性について 2 つ

の 値（ou=management、ou=sales）を持つ場合、SA は「management」の値を

使用 します。すべての値を使用するには、変数に SEP 属性を追加します。

たとえば、<certDN.OUT SEP=":"> と入力すると、SA は "management:sales"

を使用します。

e. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

3. LDAP サーバーに対して証明書属性を照合するには、Authentication > Auth. Servers ペー

ジの設定を使用して、LDAP サーバー インスタンスを作成します。証明書を通じて検証する

ユーザー固有の属性を検索するには、LDAP 設定ページの Finding user entries セクショ

ンを使用する必要があります。

4. Users > User Realms > 領域名 > General タブまたは Administrators > Admin Realms >

領域名 > General タブの設定を利用して、どの領域が、ユーザーを認証するために証明書

サーバーを使用するかを指定します。（このタブの設定を使用して、証明書属性の検証に

LDAP サーバーを使用する領域を指定することもできます。）

5. 前の手順で設定した領域を個々のサインイン URL に関連付けるには、Authentication >

Authentication > Signing In Policies ページの設定を使用します。

関連項目 703ページのクライアントサイド証明書の制限を指定する•

• 141ページの証明書サーバー

• 976ページの領域、ロール、リソース ポリシーでシステム変数を使用する

LDAP サーバーを使用する

Secure Access は LDAP 固有の次の 2 つの認証オプションをサポートします。

• Unencrypted ー Secure Access はユーザー名とパスワードを、明瞭でシンプルなテキストと

して、LDAP ディレクトリ サービスに送信します。

• LDAPS ー LDAP ディレクトリ サービスに送信される前に、LDAP 認証セッションのデータは、

Secure Socket Layer（SSL）プロトコルを使用して暗号化されます。

Secure Access は、以下の項目に関して実質的な入力の検証を実行します。

• LDAP サーバー － Secure Access はサーバーにアクセスできない場合に警告を表示します。

• LDAP ポート － Secure Access は LDAP サーバーにアクセスできない場合に警告を表示しま

す。

• 管理者資格証明書 － Secure Access は管理者資格証明書の検証が失敗した場合に、エラー

を生成します。
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• ユーザー用 Base DN － Secure Access は Base DN 値のベース レベル検索が失敗した場合、

エラーを生成します。

• グループ用 Base DN － Secure Access は Base DN 値のベース レベル検索が失敗した場合、

エラーを生成します。

関連項目 129ページのタスク サマリ:認証サーバーを設定する•

• 143ページのLDAP サーバー インスタンスを定義する

• 146ページのLDAP パスワード管理を有効にする

LDAP サーバー インスタンスの定義

LDAP サーバー インスタンスを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから LDAP

Server を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

3. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。

4. Secure Access がユーザーの検証に使用する LDAP サーバーの名前または IP アドレスを指

定します。

5. LDAP サーバーがリッスンするポートを指定します。このポートは通常、非暗号化接続のと

きは 389、SSL 使用のときは 636 になります。

6. バックアップ LDAP サーバーのパラメータを指定します（オプション）。Secure Access

は、フェールオーバー処理時に指定されたサーバーを使用します。各認証要求は、まずプラ

イマリ LDAP サーバーに送られ、プライマリ サーバーにアクセスできない場合には、指定

されたバックアップ サーバーに送られます。

注: バックアップ LDAP サーバーは、プライマリ LDAP サーバーと同じバージョ

ンである必要があります。また、バックアップ LDAP サーバーを指定した場合、

ホスト名ではなく、IP アドレスを指定するようにお勧めします。ホスト名を IP

アドレスに解決する必要がなくなるので、フェールオーバーの処理を高速化でき

ます。

7. ユーザーを認証させたい LDAP サーバーの種類を指定します。

8. Secure Access と LDAP ディレクトリ サービスの間は、暗号化しないで接続するのか、SSL

（LDAP）または TLS を使用するのかを指定します。

9. Secure Access がプライマリ LDAP サーバーとの接続に待機できる時間と、その後に各バッ

クアップ LDAP サーバーとの接続に待機できる時間を指定します。
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10.接続した LDAP サーバーから Secure Access が検索結果を得るまでに待機できる時間を指

定します。

11. Secure Access アプライアンスと指定した LDAP サーバー間の接続を検証するには、Test

Connection をクリックします。（オプション）

12. Secure Access が、検索を実行したり、パスワード管理機能を使用してパスワードを変更す

るために、LDAP ディレクトリを認証する必要がある場合には、Authentication required?

チェックボックスを選択します。次に、管理者 DN とパスワードを入力します。

例：<CN=Administrator,CN=Users,DC=eng,DC=Juniper,DC=com>

13. Finding user entries で、以下を指定します。

• Base DN で、ユーザー エントリの検索を開始する位置を指定します。例：

<DC=eng,DC=Juniper,DC=com>

14. Filter は、検索条件を細かく設定する場合に指定します。例：

<samAccountname=<username> または <cn=<username>>

• サインイン ページで入力したユーザー名を検索に使用するには、フィルタに <username>

を含めます。

• ユーザーごとに 0 または 1 件のユーザー DN を返すフィルタを指定します。Secure

Access は、複数の DN が返された場合には、最初に返された DN を使用します。

15. Secure Access は静的グループと動的グループの両方をサポートします。（Secure Access

は LDAP サーバーを持つ動的グループだけをサポートします）グループ参照を有効にするに

は、Secure Access が LDAP サーバーからグループを検索する方法を指定する必要がありま

す。Determining group membership で、以下を指定します。

• Base DN で、ユーザー グループの検索を開始する位置を指定します。

• Filter は、ユーザー グループの検索条件を細かく設定する場合に指定します。

• Member Attribute で、静的グループのすべてのメンバーを識別します。例：

<member >

<uniquemember (iPlanet specific)>

• Reverse group search を指定すると、グループの代わりにメンバーから検索を開始しま

す。このオプションは、Active Directory サーバ― タイプにのみ利用できます。

• Query Attribute で、動的グループのメンバーを返す LDAP クエリを指定します。例：

<memberURL>

• Nested Group Level で、1 つのグループ内でユーザーを検索するレベル数を指定します。

レベル数が多くなればなるほど検索に時間がかかるため、検索は 2 レベルを限度に実行

することをお勧めします。

• Nested Group Search を使用して、以下による検索を行います。

• Nested groups in the LDAP Server Catalog －このオプションは、ネスト化したグルー

プの暗黙的な境界内で検索できるため、高速です。
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• Search all nested groups －このオプションでは、Secure Access は最初にサーバー

カタログを検索します。カタログ内で一致するものが見つからなかった場合、Secure

Access は LDAP に検索要求して、グループ メンバーがサブグループであるかどうかを

判断します。

注: 親グループのメンバーが、ユーザー オブジェクトであるかグループ オブ

ジェクトであるかを判断するため、Secure Access はサーバー カタログ内を

見るので、サーバー カタログ内に親グループとすべての子グループ（ネスト

化されたグループ）の両方を加える必要があります。

16. Bind Options で以下を選択します。

• Simple bind を選択すると、ユーザーの資格情報を暗号化せずに LDAP ディレクトリ サー

ビスに送信します。

• StartTLS bind を選択すると、ユーザーの資格情報を Transport Layer Security（TLS）

プロトコルを使用して暗号化してから、Secure Access がデータを LDAP ディレクトリ

サービスに送信します。

17. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

18.管理者とユーザーを認証および承認するために、サーバーが使用する領域を指定します。

注: Secure Access は、LDAP サーバー上で有効な場合、参照追跡をサポートしま

す。

関連項目 207ページのLDAP サーバー カタログの使用•

• 142ページのLDAP サーバーの使用

• 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定

ミーティング作成者のための LDAP 検索属性を設定する

Meetings タブのオプションを使用して、LDAP 属性をそれぞれ指定します。これらは、ミーティ

ング作成者が会議を予定するときに Secure Access ユーザーの検索に使用します。

セキュアミーティング検索属性を設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. Meetings タブを選択します。

3. User Name フィールドで、このサーバーでのユーザー名の属性を入力します。たとえば、

Active Directory サーバーでは SamAccountName、iPlanet サーバーでは uid を入力しま

す。

4. Email Address フィールドに、このサーバーの E メール属性を入力します。
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5. Display Name, Attributes フィールドに、ミーティング作成者に内容を表示したい、追加

の LDAP 属性があれば、それを入力します（オプション）。（たとえば、ミーティング作成

者が複数の同名の参加者を簡単に区別できるように、各ユーザーの部署を識別する属性を表

示させる場合です。）DisplayName,AttributeName という書式を使用して、追加する属性を

1 行ずつ入力します。最大 10 個までの属性を入力できます。

6. Save Changes をクリックします。

関連項目 573ページのセキュアミーティングの概要•

LDAP パスワード管理を有効にする

Secure Access パスワード管理機能により、LDAP サーバー経由で認証するユーザーは、LDAP

サーバー上で定義されたポリシを使用して Secure Access からパスワードを管理することがで

きます。たとえば、ユーザーが有効期限切れ間近の LDAP パスワードを使用して Secure Access

にサインインを試みた場合、Secure Access はパスワードの有効期限についての情報を取得し、

Secure Access インターフェースでユーザーにそれを表示し、ユーザーの応答を LDAP サーバー

に返します。その際、ユーザーは個別に LDAP サーバーにサインインする必要はありません。

パスワード管理機能は、パスワードに有効期限のある環境で作業するユーザー、管理者、ヘル

プ デスク管理者にとって便利な機能です。パスワードの有効期限がもうすぐ切れることを適切

に表示しない場合、ユーザーはヘルプ デスクに連絡せずに、Secure Access で自身で変更する

ことができます。

有効期限が切れることが表示された場合、さらにそれ以外のときでも、ユーザーはパスワード

管理機能を使用してパスワードの変更ができます。たとえば、サインイン プロセス中、IVE が

ユーザーにパスワードの有効期限が切れている、あるいはもうすぐ切れることを表示する場合

があります。有効期限が切れた場合は、IVE はユーザーにパスワード変更を要求します。有効

期限が切れていない場合は、IVE は、ユーザーに既存のパスワードを使用して IVE にサインイ

ンすることを許可します。ユーザーは、サインインした後、Preferences ページからパスワー

ドを変更することができます。

有効期限が切れることが表示された場合、さらにそれ以外のときでも、ユーザーはパスワード

管理機能を使用してパスワードの変更ができます。たとえば、サインイン プロセス中、IVE が

ユーザーにパスワードの有効期限が切れている、あるいはもうすぐ切れることを表示する場合

があります。有効期限が切れた場合は、IVE はユーザーにパスワード変更を要求します。有効

期限が切れていない場合は、IVE は、ユーザーに既存のパスワードを使用して IVE にサインイ

ンすることを許可します。ユーザーは、サインインした後、Preferences ページからパスワー

ドを変更することができます。

有効化されると、 IVE は一連の問い合わせを実行し、ユーザーのパスワードが最後に設定され

たのはいつか、ユーザーのアカウントの有効期限は切れているかなど、ユーザー アカウント情

報を特定します。IVE は、内部の LDAP または Samba クライアントを使用してこのことを行い

ます。Microsoft Active Directory や Sun iPlanet など多くのサーバーは、アカウントやパ

スワード オプションを設定するための管理コンソールを提供しています。

IVE は LDAP サーバーからパスワード属性を読み取ることで、パスワード ポリシを実行しま

す。したがって、パスワード管理が正しく機能するためには、バックエンド サーバー上のパス

ワード ポリシ属性が適切に設定されている必要があります。
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• Active Directory については、パスワード ポリシ属性はユーザー エントリ コンテナ レベ

ルまたはユーザー コンテナよりも上の組織レベルで設定することができます。これらの属性

が複数レベルで設定されている場合、ユーザー ノードに最も近いレベルで設定されている属

性が優先されます。

• Secure Access はカスタマイズされたパスワード ポリシをサポートしていません。

• パスワード管理機能は、Active Directory Global Catalog ではサポートしていません。こ

れは Active Directory Global Catalog ではパスワード ポリシ属性が完全には入力されな

いためです。

Secure Access はパスワード変更操作が失敗した場合に、エラーの原因の正確な特定のために、

バックエンド サーバーを使用します。しかし、LDAP サーバーはオペレータに正確にエラーを

レポートできますが、Secure Access 等のシステムとプラグラムによって通信しているときは

必ずしもそうとはかぎりません。したがって、レポートされたエラーは総体的または潜在的で

ある可能性があります。

LDAP パスワード管理を有効にする

パスワード管理を有効にするには、まず LDAP サーバーのインスタンスを作成しなければなり

ません。次に適用する領域に LDAP サーバーを指定します。最後に、領域レベルで有効なパス

ワード管理機能を選択します。

サポートされる LDAP ディレクトリとサーバー

Secure Access は以下の LDAP ディレクトリでのパスワード管理をサポートしています。

• Microsoft Active Directory/Windows NT

• Sun iPlanet

• Novell eDirectory

LDAP ベースのパスワード管理は、OpenLDAP 等の汎用 LDAP サーバーでは機能しません。

さらに、Secure Access は、以下の Windows サーバーでのパスワード管理をサポートします。

• Microsoft Active Directory

• Microsoft Active Directory 2003

• Windows NT 4.0

以下のセクションでは、各サーバー タイプに関連する問題について記述します。

Microsoft Active Directory

• Active Directory ドメインのセキュリティ ポリシの変更は、Active Directory ドメイン

コントローラ間で伝達を行うため、5 分あるいはそれ以上かかることがあります。さらに、

この情報は最初に設定されたドメイン コントローラには伝達されません。これは、Active

Directory で制限されています。

• LDAP を使用して Active Directory でパスワードを変更する際、LDAPS が設定の LDAP 方法

ではなくても、Secure Access は自動的に LDAPS へ切り替わります。Active Directory サー

バー上の LDAPS をサポートするには、有効な SSL 証明書をサーバーのパーソナル証明書の

保存場所にインストールする必要があります。証明書は、トラステッド CA の署名が必要で、
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この証明書の Subject フィールドの CN は、Active Directory サーバーのホスト名と合致

している必要があります。例：adsrv1.company.com. 証明書をインストールするには、

Microsoft Management Console（MMC）から Certificates Snap In を選択してください。

• User Account Properties タブの Account Expires オプションは、パスワードの有効期限で

はなくアカウントの有効期限が切れるときのみに変更できます。Microsoft Active Directory

は User Policy と Domain Security Policy LDAP オブジェクトから取得した Maximum

Password Age と Password Last Set の値を使用して、パスワードの有効期限を計算します。

Sun iPlanet

• iPlanet サーバーの User must change password after reset オプションを選択する場合、

この機能を有効にする前にユーザーのパスワードをリセットしなければなりません。これは

iPlanet の制限となっています。

全般

• Secure Access は、パスワードの有効期限が 14 日以下になると、パスワードの有効期限に

ついての警告を表示します。Secure Access でサインインを試行するたびに、メッセージが

表示されます。警告メッセージには期限までの日数、時間、分の情報が表示され、ユーザー

は、サーバーの有効期限が切れる前にパスワードを変更しなければなりません。デフォルト

値は 14 日間ですが、管理コンソールの Administrators|Users > Admin Realms|User Realms>

Authorization > Password 設定ページで日数を変更することができます。

サポートされる LDAP パスワード管理機能

• 次のマトリックスに、Juniper Networks がサポートするパスワードの管理機能、各 LDAP

ディレクトリの対応する機能の名称、その他の関連情報を示します。これらの機能は、Secure

Access が対応するメッセージ、機能、および制限をエンドユーザーに渡す前に LDAP サー

バーから設定される必要があります。IBM Secure Directory など汎用 LDAP サーバーに対し

て認証する場合は、Secure Access は認証のみをサポートし、ユーザーに自身のパスワード

の変更を許可します。

表9: サポートされているパスワード管理機能

汎用Novell eDirectoryiPlanetActive Directory機能

userPassworduserPassworduserPasswordunicodePwdユーザーを認証

はいpasswordAllowChange == TRUE

の場合

passwordChange == ON の場

合

サーバーはバインド レスポ

ンスで示す

（ntSecurityDescriptor を

使用）

有効化されていると、

ユーザーはパスワード

を変更できます。

はいはいはいはいパスワードの変更後

ユーザーをログアウト

pwdMustChange == TRUE の場

合

passwordMustChange == ON

の場合

pwdLastSet == 0 の場合次のログインでパス

ワードの変更を強制
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表9: サポートされているパスワード管理機能 （続き）

汎用Novell eDirectoryiPlanetActive Directory機能

次の日付/時間値をチェックバインド レスポンスが OID

を含む場合

2.16.840.1.113730.3.4.4 ==

0

userAccountControl ==

0x80000

パスワードの有効期限

切れを表示

now()

passwordExpirationTime< 14

days の場合

(14 日間未満の場合、Secure

Access が警告を表示)

バインド レスポンスがコン

トロール OID

2.16.840.1.113730.3.4.5 を

含む場合

(14 日間未満の場合、Secure

Access が警告を表示)

pwdLastSet － now() <

maxPwdAge －14 日間の場合

(ドメインの属性から読み込

まれます）

(14 日間未満の場合、Secure

Access が警告を表示)

パスワードの有効期限

を通知（X 日/時間を表

示）

バインド エラー コード:53

「Account Expired」

バインド エラー コード53

「Login Lockout」

バインド エラー コード:53

「Account Inactivated」

バインド エラー コード:19

「Exceed Password Retry

Limit」

userAccountControl== 0x2

(Disabled)

accountExpires

userAccountControl == 0x10

(Locked)

lockoutTime

「account

disabled/locked」の場

合、認証を禁止

サーバーはバインド レスポ

ンスを表示

サーバーはバインド レスポ

ンスを表示

サーバーはバインド レスポ

ンスを表示

「パスワード履歴」を

記録

設定すると、Secure Access

はユーザーに

passwordMinimumLength を伝

えるメッセージを表示

設定すると、Secure Access

はユーザーに

passwordMinLength を伝える

メッセージを表示

設定すると、Secure Access

はユーザーに minPwdLength

を伝えるメッセージを表示

「最小パスワード長」

を強制

サーバーはバインド レスポ

ンスを表示

passwordMinAge > 0 の場合、

さらに now（）が

passwordAllowChangeTime よ

りも前の場合、禁止する

pwdLastSet now() <

minPwdAge の場合、禁止する

パスワードをすぐに変

更することを禁止

サーバーはバインド レスポ

ンスを表示

サーバーはバインド レスポ

ンスを表示

pwdProperties == 0x1 の場

合、有効化。複雑性とは、新

規パスワードにユーザー名、

名字あるいは名前を含まず、

以下の 4 つのカテゴリのう

ち 3 つのカテゴリの文字を

含まなければならないことを

意味します。英大文字、英小

文字、数字、およびアルファ

ベット以外の記号（例： !,

$, %)

「パスワードの複雑

性」をサポート
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AD/NT パスワード管理マトリックス

• 次のマトリックスは、Juniper Networks がサポートするパスワード管理機能を示します。

表10: AD/NT パスワード管理マトリックス

Windows NTActive Directory 2003Active Directory機能

はいはいはいユーザーを認証

はいはいはいライセンスを取得し、有効に設定されている場合、

ユーザーがパスワードを変更できるようにします

はいはいはいパスワードの変更後ユーザーをログアウト

はいはいはい次のログインでパスワードの変更を強制

はいはいはいパスワードの有効期限切れの通知

はいはいはいアカウントの無効化

はいはいはいアカウント期限切れ

はいはいはい

SA シリーズ アプライアンス上の LDAP パスワード管理をトラブルシューティングする

トラブルシューティングを行うときは、問題のある Secure Access ログ、サーバー ログ、設

定情報、Secure Access からの TCP トレースを用意してください。LDAP を使用しているとき

は、LDAP TCP トレースを行う間、Secure Access LDAP サーバーの「Unencrypted」LDAP オプ

ションに切り替えてください。

関連項目 142ページのLDAP サーバーを使用する•

• 143ページのLDAP サーバー インスタンスを定義する

ローカル認証サーバーの使用

SA では、SA で認証されるユーザーのローカル データベースを 1 つ以上作成できます。通常

は外部認証サーバーでユーザーを認証するが、この外部認証サーバーを無効にする予定がある

場合や、一時的なユーザーのグループを作成する場合には、ローカル ユーザー レコードを作

成すると便利です。すべての管理者アカウントは、ローカル レコードとして保存されますが、

外部サーバーで管理者を認証することもできます。

新しいローカル認証サーバー インスタンスを定義するときには、固有のサーバー名を指定し、

パスワード オプションとパスワード管理を設定する必要があります。パスワード オプション

では、パスワードの長さ、文字の構成、独自性を設定できます。必要に応じて、自分のパスワー

ドを変更する権限をユーザーに与えて、指定した日数が経過した後、ユーザーにパスワードの

変更を強制することができます。また、有効期限が到来する数日前（日数を指定）に、パスワー

ドを変更するよう、ユーザーに要求することもできます。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.150

Secure Access 管理ガイド



関連項目 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定•

• 151ページのローカル認証サーバー インスタンスの定義

ローカル認証サーバー インスタンスの定義

ローカル認証サーバー インスタンスを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから Local

Authentication を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

3. 新しいサーバー インスタンスを識別する名前を指定するか、既存のサーバーの現在の名前

を編集します。

4. パスワード オプションを指定します。

a. Password options で、パスワードの最低文字数を設定します。

b. パスワードの最大文字数を設定します（オプション）。最大文字数は最小文字数以下に

設定できません。文字数に上限はありません。

注:

• 認証サーバーで設定した最大長が、Secure Access で指定した最大長より

短い場合、認証サーバーで指定された長さよりも長いパスワードを入力す

るとエラーが表示されます。管理者コンソールでは任意の長さのパスワー

ドを入力できますが、認証サーバーの最大値によってパスワードの長さの

妥当性が決定されます。

• すべてのパスワードを同じ文字数にする場合は、最低文字数と最大文字数

を同じ値にします。

c. Password must have at least_digits チェックボックスを選択して、パスワードに必要

な数字を指定します（オプション）。Maximum length オプションの値以上の数の数字を

要求しないでください。

d. Password must have at least_letters チェックボックスを選択して、パスワードに必

要な英字を指定します（オプション）。Maximum length オプションの値以上の英字数を

要求しないでください。前のオプションをオンにした場合は、この 2 つのオプションの

合計が Maximum length オプションに指定した値を超えることはできません。

e. すべてのパスワードに大文字と小文字を混在させる場合は、Password must have mix of

UPPERCASE and lowercase letters チェックボックスを選択します（オプション）。
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注: 大文字と小文字の混在も要求した場合、パスワードには少なくとも英字

を 2 個含める必要があります。

f. パスワードをユーザー名と同じにできないようにするには、Password must be different

from username チェックボックスを選択します（オプション）。

g. 新しいパスワードを前のパスワードと同じにできないようにするには、New passwords

must be different from previous password チェックボックスを選択します（オプショ

ン）。

5. パスワード管理オプションを指定するには、次の操作を行います。

a. ユーザーが自分のパスワードを変更できるようにする場合は、Password management で

Allow users to change their passwords チェックボックスを選択します（オプショ

ン）。

b. パスワードの期限切れまでの日数を指定するには、Force password change after _ days

チェックボックスを選択します（オプション）。

注: デフォルトは 64 日間ですが、この値は任意の数値に設定できます。

c. Prompt users to change their password _ days before current password expires

チェックボックスを選択して、パスワードの有効期限が到来する何日前に、ユーザーに

パスワードの変更を要求するかを指定します（オプション）。

注: デフォルト値は 14 日ですが、この値は、前のオプションで指定した数

字以内の任意の数値に設定できます。

6. ユーザー管理者（user admin）用のアカウントを作成している場合は、ユーザー管理者の設

定についてのセクションを参照してください。

7. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Users タブと Admin users タブが表示されます。

パスワード オプションとパスワード管理オプションの設定後、管理者とユーザーを認証および

承認するためにサーバーが使用する領域も指定する必要があります。Administrators|Users >

Admin Realms|User Realms > 領域 > Authentication Policy > Password ページの Enable

Password Management オプションを使用して、領域がローカル認証サーバー インスタンスから

パスワード管理設定を継承するかどうかを指定します。

関連項目 150ページのローカル認証サーバーの使用•

• 151ページのローカル認証サーバー インスタンスの定義

• 66ページのパスワードのアクセス制限を指定する
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ローカル認証サーバー上でのユーザー アカウント作成

ローカル認証サーバー インスタンスを作成する場合は、そのデータベース用にローカル ユー

ザー レコードを定義する必要があります。ローカル ユーザー レコードは、ユーザー名、ユー

ザーの氏名、ユーザーのパスワードで構成されています。通常は、外部の認証サーバーでユー

ザー認証を行いますが、この外部の認証サーバーを無効にする予定がある場合や、一時的なユー

ザーのグループを素早く作成する場合に、ローカル ユーザー レコードを作成します。

ローカル認証サーバー用にローカル ユーザー レコードを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. ユーザー アカウントを追加したい Secure Access ローカル認証サーバーをクリックしま

す。

3. Users タブを選択して、New をクリックします。

4. ユーザー名を Username に、ユーザーの氏名を Full Name に入力します。

• ユーザー名に「~~」は使えません。

• アカウントの作成後にユーザー名を変更する場合、新規アカウントを作成する必要があり

ます。

5. Password および Confirm Password に入力します。入力するパスワードは、関連するロー

カル認証サーバー インスタンスに指定したパスワード オプションの指定を満たすものにし

ます。

6. 一時的なアカウントの場合には、オプションで Expiration Days または Expiration Hours

を指定します。有効期限を延長するため、後ほど時間を追加できます。

7. そのユーザーのログインを 1 回に制限したい場合は、One time use（disable account

after the next successful sign in） を選択します。1 回ログインに成功すると、その

ユーザーのログイン状態は Disabled に設定され、その後で再びサインインしようとすると

エラー メッセージが表示されます。ただし、管理者コンソールでこのオプションを手動で

リセットして、同じユーザーが再びログインできるようにすることが可能です。このオプ

ションのチェックを外しておく場合、永続ユーザーを作成していることになります。

8. すでに選択されていない場合は、Enabled を選択します。選択的に任意のユーザー（1 回

ユーザーでも永続ユーザーでも）を有効または無効にするため、このオプションは管理者が

使用します。デフォルトでは選択されています。One time use オプションがチェックされ

ている場合、このオプションは、ユーザーがログインに成功すると、Disabled に変わりま

す。永続ユーザーまたは 1 回ユーザーがログインしているときに、このオプションを無効

にすると、ユーザーはすぐにシステムからログアウトさせられて、エラー メッセージを受

け取ります。

9. 次のサインイン時にユーザーにパスワードを変更させる場合は、Require user to change

password at next sign in チェックボックスを選択します。
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注: ユーザーのパスワード変更を強制するには、Allow users to change their

passwords オプションを有効にすることも必要です。Administrators|Users >

Admin Realms|User Realms > [領域] > Authentication Policy > Password ペー

ジで、どの領域がサーバーのパスワード管理機能を継承するか指定します。

10. Save Changes をクリックします。ユーザー レコードが Secure Access データベースに追

加されます。

注: 管理者コンソールは、Last Signin Statistic という名前のコラムにある

Users タブに、各ユーザー アカウントに対する前回のアクセス統計情報を提供

します。提供される統計には、各ユーザーが前回正常にサインインした日時、

ユーザーの IP アドレス、そしてエージェントあるいはブラウザの種類とバー

ジョンが含まれます。

ユーザー アカウントの管理

ローカル ユーザー アカウントを管理するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. Authentication/Authorization Servers リストの適切なサーバー リンクをクリックしま

す。

3. Users タブを選択します。

4. 次のいずれかのタスクを実行します。

• 特定のユーザーを検索するには、Show users named フィールドにユーザー名を入力して、

Update をクリックします。

また、ワイルドカードとしてアスタリスク（∗）を使用できます。∗ は 0 文字以上の文字

列を表します。たとえば、jo という文字を含むユーザー名をすべて検索するには、Show

users named フィールドに ∗jo∗ と入力します。検索では大文字と小文字が区別されま

す。アカウントのリスト全体を再び表示する場合は、∗ を入力するか、フィールドに指定

した文字を削除して、Update をクリックします。

• ページに表示するユーザーの数を制限するには、Show N users フィールドに数字を入力

し、Update をクリックします。

• 個々のユーザーの Secure Access セッションを終了するには、ユーザーの横にあるチェッ

クボックスをクリックし、Delete をクリックします。

関連項目 150ページのローカル認証サーバーの使用•

• 151ページのローカル認証サーバー インスタンスの定義
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NIS サーバー インスタンスの設定

UNIX/NIS サーバーでユーザーを認証する場合、Secure Access は、サインイン ページに入力

されたユーザー名およびパスワードと、NIS サーバーにある有効なユーザー ID およびパスワー

ドを照合して、一致しているかどうか確認します。Secure Access に送信するユーザー名には、

2 つの連続したチルダ（~~）は使用できません。

注: Secure Access で NIS 認証を使用できるのは、パスワードが Crypt または MD5

フォーマットを使用して NIS サーバー上に格納されている場合のみです。また、

Secure Access に追加できる NIS サーバー設定は 1 つだけです。ただし、その設

定を使用して、領域の任意のメンバーを認証できます。

NIS サーバー インスタンスを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから NIS

Server を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

3. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。

4. NIS サーバーの名前または IP アドレスを指定します。

5. NIS サーバーのドメイン名を指定します。

6. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

7. 管理者とユーザーを認証および承認するために、サーバーが使用する領域を指定します。

関連項目 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定•

• 203ページの認証アクセス ポリシーの定義

RADIUS サーバー インスタンスの設定

RADIUS（リモート認証ダイヤルイン ユーザー サービス）は、ユーザーのために認証とアカウ

ント処理を集中管理できるサーバーの一種です。RADIUS サーバーで SA ユーザーを認証する場

合は、SA をクライアントとして認識するように RADIUS サーバーを設定し、クライアント要求

の認証に使用する RADIUS サーバーの共有秘密を指定する必要があります。

また、SA は RADIUS プロキシーをサポートします。内部または外部のプロキシー対象として、

外部 RADIUS サーバーを設定できます。RADIUS プロキシーを指定するとき、RADIUS サーバー

構成ページには、該当しないフィールドもいくつかあります。
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SA は、以下の標準の RADIUS 認証方式をサポートします。

• Access Request

• Access Accept

• Access Reject

• Access Challenge

また SA は、RADIUS プロトコルや SecurID トークン（Security Dynamics から入手可能）を

使用して、RSA ACE/Server をサポートします。ユーザーの認証に SecurID を使用する場合、

ユーザーは、ユーザー ID とともに、PIN とトークン値を結合した値を指定する必要がありま

す。

RADIUS サーバーを定義するときに、管理者は、Defender 4.0 と一部の RADIUS の実装

（Steel Belted RADIUS や RSA RADIUS など）をサポートするハードコードされたチャレンジ

式を使用するか（デフォルト）、カスタム チャレンジ式を入力して、SA で多数のさまざまな

RADIUS の実装と Defender 5.0 などの新バージョンの RADIUS サーバーを使用可能にすること

ができます。SA は、サーバーから受け取った Access Challenge パケット内で応答を探し、

適切な Next Token、New Pin、または Generic Passcode チャレンジをユーザーに発行します。

RADIUS ユーザーのユーザー操作

ユーザーの操作は、Steel Belted RADIUS や PassGo Defender RADIUS などの RADIUS サー

バーまたは CASQUE 認証を使用するかどうかにより異なります。

PassGo Defender RADIUS サーバーを使用している場合、ユーザーは次の手順でサインインしま

す。

• ユーザーは、ユーザー名とパスワードを入力して SA にサインインします。SA は、これらの

資格情報を Defender に転送します。

• Defender は固有のチャレンジ文字列を SA に送信し、SA はこのチャレンジ文字列をユーザー

に表示します。

• ユーザーは、Defender トークンにチャレンジ文字列を入力し、トークンは応答文字列を生成

します。

• ユーザーは SA に応答文字列を入力し、Sign In をクリックします。

CASQUE 認証を使用する

CASQUE 認証は、クライアント システムにインストールされた CASQUE プレイヤーを用いた、

トークン ベースのチャレンジ/応答認証メカニズムを使用します。CASQUE 認証が設定される

と、RADIUS サーバーは、カスタム チャレンジ式（:([0 9a zA Z/+=]+):）に一致する応答

を持つチャレンジを発行します。次に SA は中間ページを生成し、そこでユーザーのシステム

にインストールされた CASQUE プレイヤーを自動起動します。

注: CASQUE プレイヤーが自動的に起動しない場合は、Launch CASQUE Player リン

クをクリックしてください。
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ユーザーは、自分の CASQUE Optical Responder トークンを使用して、対応するパスコードを

生成し、そのパスコードを Response フィールドに入力して、Sign In をクリックする必要が

あります。

関連項目 129ページのタスク サマリー:認証サーバーの設定•

• 160ページのRADIUS アカウンティングの有効化

Secure Access RADIUS サーバー インスタンスの定義

Secure Access で RADIUS サーバーとの接続を設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから

RADIUS Server を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

3. Radius Server ページの一番上で、サーバー インスタンスを識別するための名前を指定し

ます。

4. NAS Identifier フィールドに、RADIUS サーバーと通信を行う Secure Access Network

Access Server（NAS）クライアントを特定する名前を入力します。このフィールドを空欄に

しておくと、Secure Access は、管理者コンソールの System > Network > Overview ペー

ジの Hostname フィールドの値を使用します。Hostname フィールドに値が指定されていな

い場合は、Secure Access は値 Juniper Secure Access を使用します。

5. RADIUS サーバー テキストボックスで名前または IP アドレス名を指定します。

6. RADIUS サーバーの認証ポート値を入力します。通常、このポートは 1812 ですが、一部の

レガシー サーバーは 1645 を使用することがあります。

7. 共有シークレットの文字列を入力します。RADIUS サーバーが Secure Access デバイスをク

ライアントとして認識するように設定する場合は、この文字列も入力する必要があります。

8. RADIUS サーバーのアカウンティング ポート値を入力します。通常、このポートは 1813 で

すが、一部のレガシー サーバーは 1646 を使用することがあります。

9. NAS IP アドレスを入力します。これにより、RADIUS 要求に渡される NAS IP アドレスをコ

ントロールできるようになります。このフィールドを空欄にすると、Secure Access の内部

IP アドレスが RADIUS 要求に渡されます。NAS IP アドレスを設定した場合は、どのクラス

タ ノードが要求を送るかに関わらず、その値が渡されます。

10. Secure Access が RADIUS サーバーからの応答をどれだけの時間待ってから、タイムアウト

して接続を切るかを指定します。

11.最初の試行が失敗した後に、Secure Access が接続を試みる回数を入力します。

12.ユーザーによって入力されたパスワードを他の SSO 対応のアプリケーションに送信したく

ない場合は、Users authenticate using tokens or one time passwords チェックボック

スを選択します。ユーザーが 1 回限りのパスワードを Secure Access に送信する場合、通

常、このオプションを選択する必要があります。
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13. Backup Server セクションで、（このインスタンスで定義した）プライマリ サーバーにア

クセスできなかった場合に、Secure Access が使用するセカンダリ RADIUS サーバーを入力

します。セカンダリ サーバーに、以下のサーバー情報を入力します。

a. 名前または IP アドレス

b. 認証ポート

c. 共有シークレット

d. アカウンティング ポート

14. RADIUS サーバーのこのインスタンスを使用して、ユーザーの Secure Access 使用状況を調

べる場合は、次の情報を Radius Accounting セクションに入力します。

a. User Name フィールドで、Secure Access が RADIUS アカウンティング サーバーに送

信するユーザー情報を指定します。該当する変数には、ユーザーのサインインとロール

への割り当て後に設定されるものが含まれます。このフィールドのデフォルト変数には

以下のものがあります。

• <username> は、ユーザーの Secure Access ユーザー名をアカウンティング サーバー

に記録します。

• <REALM> は、ユーザーの Secure Access 領域をアカウンティング サーバーに記録し

ます。

• <ROLE> は、ユーザーの Secure Access ロールをアカウンティング サーバーに記録し

ます。ユーザーが複数のロールに割り当てられている場合、Secure Access はロール

をカンマで区切ります。

b. Interim Update Level を追加します（分単位）。中間更新レベルでは、長期性のセッ

ション クライアントに対して、またネットワークにエラーが生じた場合に、より正確な

請求を行うことができます。

15. Framed IP Address 属性に対して Secure Access から返される IP アドレスを使用する

には、Use NC assigned IP Address for FRAMED IP ADDRESS attribute value in Radius

Accounting チェックボックスを選択します。

2 つの IP アドレスが記録されます。1 つは Secure Access の認証前に、もう 1 つは認証

後にネットワークコネクトから返されます。Framed IP Address 属性に、事前認証された

（元の）IP アドレスではなく、ネットワークコネクト IP アドレスを使用するには、この

オプションを選択します。

16.（オプション）New Radius Rule をクリックして、受信パケットに対するアクションを決定

するカスタム チャレンジ規則を追加します。

ユーザーがユーザー名とパスワードを入力すると、初回認証要求がサーバーに送信されま

す。サーバーは Challenge パケットまたは Reject パケットで応答します。Add Custom

Radius Challenge Rule ウィンドウで、パケットタイプ（Challenge または Reject）を選

択し、アクションを指定します。たとえば、ユーザーに対して特定のエラー メッセージを
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示すログイン ページを表示するか、またはサーバーに自動的に ACCESS REQUEST パケット

を送り返すことができます。

カスタム チャレンジ規則を作成するには、次の操作を行います。

a. 受信パケットのタイプを選択します。

• Access Challenge — RADIUS サーバーにより送信され、アクセス許可のため追加の情

報を要求します。

• Access Reject — RADIUS サーバーにより送信され、アクセスを拒否します。

b. RADIUS 属性に基づく評価のための式を指定し、Add をクリックします。2 つ以上の式を

指定する場合、それらの式は「AND」で結合されます。式を削除するには、式の横の削除

アイコンをクリックします。

c. 以下のラジオボタンから、アクションを選択します。

• show NEW PIN page — ユーザーは自身のトークン用に新しい PIN を入力する必要があ

ります。

• show NEXT TOKEN page － ユーザーは新しいトークンコードを入力する必要がありま

す。

• show GENERIC LOGIN page — サーバーが送信した Access Challenge に応答して、ユー

ザーに対して追加ページを表示します。Radius サーバーが Challenge パケットを送

り返し、ユーザーに対して、ログイン プロセスを続けるために追加情報を入力するよ

う要求する場合があります。たとえば、サーバーが初期ユーザー名とパスワードを受

信し、ワンタイム パスワード（OTP）を使ってユーザーの携帯電話に SMS メッセージ

を送信します。ユーザーは、汎用ログインページに OTP を入力します。

• show user login page with error — エラー メッセージが埋め込まれた標準ログイン

ページを表示します。このオプションは、IVE が送信する標準メッセージ文字列をバ

イパスして、カスタム エラー メッセージをユーザーに表示します。Error Message

テキストボックスにカスタム メッセージを入力します。このメッセージに文字数の制

限はありません。

• send ACCESS REQUEST with additional attributes — ACCESS REQUEST パケットを指

定した属性/値の組み合わせと一緒に送信します。属性を選択し、その値を入力して、

Add をクリックします。属性を削除するには、属性/値のペアの横の削除アイコンをク

リックします。

User Password を <PASSWORD> に設定します。そうしないと、Invalid username or

password というメッセージが表示されます。

d. Save Changes をクリックして編集を保存し、Close をクリックしてウィンドウを閉じま

す。
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カスタム規則は Custom Radius Authentication Rule セクションの下に表示されます。

規則を削除するには、規則の横のチェックボックスを選択して Delete をクリックしま

す。

17. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

18.管理者とユーザーの認証、承認、アカウント処理を行うためにサーバーが使用する領域を指

定します。

RADIUS サーバーが Secure Access を認識するための設定

RADIUS サーバーが Secure Access を認識できるようにするには、以下の値を指定する必要が

あります。

• Secure Access のホスト名。

• Secure Access デバイスのネットワーク IP アドレス。

• Secure Access のクライアントの種類（指定可能な場合）。このオプションを利用できる場

合は、Single Transaction Server または類似の値を選択します。

• クライアント通信の認証に使用する暗号化の種類。この選択は、クライアントの種類に対応

した値でなければなりません。

• 管理者コンソールの Authentication > Auth. Servers > Radius Server ページで RADIUS

サーバーに対して入力した共有シークレット。

関連項目 155ページのRADIUS サーバー インスタンスの設定•

• 160ページのRADIUS アカウンティングの有効化

• 966ページのシステム変数とその例

RADIUS アカウンティングを有効にする

Secure Access を構成して、セッションの開始および停止のメッセージを RADIUS アカウンティ

ング サーバーに送信することができます。Secure Access は、ユーザー セッションとサブセッ

ションの 2 つのカテゴリのセッションを認識します。ユーザー セッションには複数のサブセッ

ションが含まれます。Secure Access は次のタイプのサブセッションを認識します。

• JSAM

• WSAM

• ネットワークコネクト

ユーザーがサインインに成功し、Secure Access によってユーザーがロールにマッピングされ

ると、Secure Access はユーザーセッションの開始メッセージを送信します。たとえば JSAM

を起動した後など、サブセッションがアクティブになると、Secure Access はサブセッション

の開始メッセージを送信します。ユーザーからサブセッション終了の明示的な要求がある場合、

またはユーザーセッションが終了する場合、Secure Access はサブセッション停止のメッセー

ジを送信します。
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ユーザーセッションが終了すると、Secure Access はアカウンティング サーバーにユーザー

セッション停止メッセージを送信します。ユーザーが以下の状況の場合に、ユーザーセッショ

ンは常に終了します。

• Secure Access からの手動サインアウト

• 無通信状態か、最大セッション時間を超過したため、 Secure Access がタイムアウトした場

合

• ホストチェッカーまたはキャッシュクリーナーのロール レベルの制限によってアクセスを拒

否された場合

• 管理者、または動的ポリシ評価によって、Secure Access から手動で退出させられた場合

さらに、Secure Access はすべてのアクティブなサブセッションの停止メッセージを送信しま

す。サブセッションの停止メッセージは、ユーザーセッションの停止メッセージに先立ちます。

注: ユーザーが Secure Access クラスタにサインインしていると、 RADIUS アカウ

ンティング メッセージはユーザーが 1 つのノードにサインインし、別のノードか

らサインアウトしているように表示する場合があります。

以下の 3 つの表は開始メッセージと停止メッセージに共通する属性、開始メッセージに固有の

属性、停止メッセージに固有の属性について説明しています。

表11: 開始メッセージと停止メッセージの両方に共通する属性

説明属性

RADIUS サーバーの構成時に、Secure Access 管理者によってカスタマイ

ズされる文字列

User Name（1）

Secure Access の IP アドレスNAS IP Address (4)

Secure Access は、ユーザーが内部ポートを使用してサインインすると、

この属性を 0 に設定し、外部ポートを使用してサインインすると 1 に

設定します。

NAS Port (5)

ユーザーのソース IP アドレスFramed IP Address (8)

RADIUS サーバーの構成における Secure Access クライアントの設定名NAS Identifier (32)

Secure Access はユーザーセッションまたはサブセッションで、開始メッ

セージに対してこの属性を 1 に設定し、停止メッセージに対してこの属

性を 2 に設定します。

Acct Status Type (40)

ユーザーセッションまたはサブセッションに対応する、開始メッセージ

と停止メッセージに一致する一意のアカウンティング ID

Acct Session Id (44)

関連した複数のセッションにリンクするために使用できる一意のアカウ

ンティング IDリンクされたセッションには、それぞれ一意の

Acct Session Id および同一の Acct Multi Session Id が必要で

す。

Acct Multi Session Id

(50)
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表11: 開始メッセージと停止メッセージの両方に共通する属性 （続き）

説明属性

Secure Access がアカウンティング記録を作成する時点での、マルチ リ

ンク セッションにおけるリンク数

Acct Link Count (51)

表12: 開始の属性

説明属性

Secure Access はこの属性を以下のように設定します。

• RADIUS － ユーザーが RADIUS サーバーに認証された場合

• Local － ユーザーが Local Authentication Server に認証された場

合

• Remote － その他の場合

Acct Authentic (45)

表13: 停止の属性

説明属性

ユーザーセッションまたはサブセッションの持続時間Acct Session Time (46)

Secure Access は以下の値の 1 つを使用して、ユーザーセッションまた

はサブセッションの終了の原因となったイベントを特定します。

• User Request（1） － ユーザーが手動でサインアウト

• Idle Timeout（4） － ユーザーのアイドリングによるタイム アウト

• Session Timeout (5) － ユーザーのセッション制限時間超過による

タイムアウト

• Admin Reset（6) － Active Users ページからのユーザーの強制退出

Acct Terminate Cause (49)

Secure Access は以下の値の 1 つを使用して、ユーザーセッションまた

はサブセッションの終了の原因となったイベントを特定します。

• User Request（1） － ユーザーが手動でサインアウト

• Idle Timeout（4） － ユーザーのアイドリングによるタイム アウト

• Session Timeout (5) － ユーザーのセッション制限時間超過による

タイムアウト

• Admin Reset（6) － Active Users ページからのユーザーの強制退出

Acct Terminate Cause (49)

Secure Access は以下の値の 1 つを使用して、ユーザーセッションまた

はサブセッションの終了の原因となったイベントを特定します。

• User Request（1） － ユーザーが手動でサインアウト

• Idle Timeout（4） － ユーザーのアイドリングによるタイムアウト

• Session Timeout (5) － ユーザーのセッション制限時間超過による

タイムアウト

• Admin Reset（6) － Active Users ページからのユーザーの強制退出

Acct Terminate Cause (49)
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表13: 停止の属性 （続き）

説明属性

セッションが終了したときは JSAM/WSAM/NC セッション レベルのオク

テット ベースのカウント、セッションが終了して中間更新時間が到達し

たときはユーザー セッション レベルのオクテット ベースのカウント。

Secure Access からクライアントに送信されます。

Acct Input Octets

セッションが終了したときは JSAM/WSAM/NC セッション レベルのオク

テット ベースのカウント、セッションが終了して中間更新時間が到達し

たときはユーザー セッション レベルのオクテット ベースのカウント。

クライアントから Secure Access に送信されます。

Acct Output Octets

ユーザーセッションとサブセッションを区別するには、Acct Session Id と

Acct Multi Session Id を調べます。 ユーザーセッションでは、これらの属性は両方とも

同じです。サブセッションでは、Acct Multi Session Id はペアレント ユーザーセッショ

ンの Acct Multi Session Id と同じであり、Secure Access は Acct Session Id で以下

の接頭辞のいずれかを使用してサブセッションを表します。

• JSAM セッションでは「JSAM」

• WSAM セッションでは「WSAM」

• ネットワークコネクト セッションでは「NC」

サポートされる RADIUS 属性

次の RADIUS 属性は、RADIUS ロール マッピングでサポートされています。詳細は、FreeRADIUS

の Web サイト http://www.freeradius.org/rfc/attributes.htmlにある説明を参照してください

（ここの説明は、そこからの引用です）。

表14: RADIUS ロール マッピング属性

説明属性

ARAP の Framed Protocol を使用して Access Accept

パケットで送信され、ダイヤルイン クライアントのチャ

レンジへの応答が含まれます。

ARAP Challenge Response

ARAP の Framed Protocol を使用して Access Accept

パケットで送信されます。NAS が ARAP 機能フラグ パケッ

トでユーザーに送信する必要があるパスワード情報を含み

ます。

ARAP Features

ARAP の Framed Protocol を含む Access Request パ

ケットにあります。1 つの Access Request または 1 つ

以上の EAP Messages には、User Password、

CHAP Password、または ARAP Password を 1 つだけし

か含められません。

ARAP Password

Access Challenge パケットで使用する ARAP Security

Module を示します。

ARAP Security
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

セキュリティ モジュールのチャレンジまたは応答を含み、

Access Challenge および Access Request パケットに

あります。

ARAP Security Data

ユーザー用の ARAP ゾーン リストの使用法を示します。ARAP Zone Access

ユーザーへのサービスの提供を始めるために必要な具体的

な設定情報を提供します。

Access Accept

ユーザーに、応答が必要なチャレンジを送信するため、

Code フィールドを 11（Access Challenge）に設定した

パケットを送信して、RADIUS サーバーは Access Request

に応答しなければなりません。

Access Challenge

受信した属性値が受け入れ不可能な場合、RADIUS サーバー

は Code フィールドを 3（Access Reject）に設定したパ

ケットを送信しなければなりません。

Access Reject

特定の NAＳ へのユーザー アクセスとそのユーザーに対

して要求されている特別なサービスを指定する情報を提供

します。

Access Request

ユーザーに提供されるサービスの会計を提供するため使用

する情報を提供します。

Accounting Request

Accounting Request が受信され、無事に記録されたこと

を確認します。

Accounting Response

ユーザーが認証された方法が、RADIUS か、NAS 自体か、

他のリモートの認証プロトコルなのかを示します。

Acct Authentic

クライアントが何秒間この記録の送信を試みたかを示しま

す。

Acct Delay Time

このサービスが提供される間に、Acct Input Octets カ

ウンタが何回 2^32 を折り返したかを示します。

Acct Input Gigawords

現在のセッションの間に、ポートからいくつのオクテット

を受信したかを示します。

Acct Input Octets

Framed User に提供されたセッションの間に、ポートから

いくつのパケットを受信したかを示します。

Acct Input Packets

この特定のセッションでの中間更新の間隔の秒数を示しま

す。

Acct Interim Interval

会計記録を作成する時点での、マルチリンク セッション

において存在したリンクの数

Acct Link Count
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

ログ ファイルで関連する複数のセッションにリンクする

ことを簡単にするための、一意の Accounting ID

Acct Multi Session Id

現在のセッションの間に、Acct Output Octets カウン

タが何回 2^32 を折り返したかを示します。

Acct Output Gigawords

現在のセッションの間に、ポートへいくつのオクテットを

送信したかを示します。

Acct Output Octets

Framed User へのこのセッションの間に、ポートへいくつ

のパケットを送信したかを示します。

Acct Output Packets

ログ ファイルで開始記録と終了記録を一致させることを

簡単にするための、一意の Accounting ID

Acct Session Id

ユーザーがサービスを受けた秒数を示します。Acct Session Time

この Accounting Request がユーザー サービスの開始

（Start）あるいは終了（Stop）のいずれを表すのかを示

します。

Acct Status Type

セッションの終了方法を示します。Acct Terminate Cause

トンネル セッションに割り当てられた識別子を示します。Acct Tunnel Connection

リンクで失われたパケットの数を示します。Acct Tunnel Packets Lost

NAS によって送信された PPP チャレンジ ハンドシェーク

認証プロトコル（CHAP）ユーザーへの CHAP チャレンジを

含んでいます。

CHAP Challenge

チャレンジに応じて、PPP チャレンジ ハンドシェーク認

証プロトコル（CHAP）ユーザーによって提供された応答値

CHAP Password

NAS によって解釈されるため、コールされる場所の名前Callback Id

コールバックに使用されるダイヤル文字列Callback Number

NAS は、DNIS（Dialed Number Identification）または類

似するテクノロジを使用して、ユーザーが発信した電話番

号を送信できます。

Called Station Id

NAS は、ANI（Automatic Number Identification）または

類似するテクノロジを使用して、電話の発信元電話番号を

送信できます。

Calling Station Id
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

アカウンティングがサポートされている場合、

Accounting Request パケットの一部として、

Access Accept でクライアントへサーバーが送信し、次

に、変更せずにクライアントがアカウンティング サーバー

に送信します。

Class

プロキシをベースにした、大きな分散型認証ネットワーク

で使用。

Configuration Token

ユーザーの接続の性質を示すために NAS から送信されま

す。

Connect Info

EAP プロトコルを理解する必要なしに、NAS が EAP によっ

てダイヤルイン ユーザーを認証できるように、Extended

Access Protocol [3] パケットをカプセル化します。

EAP Message

このユーザー用のフィルタ リスト名Filter Id

ユーザー（別の AppleTalk ルーター）へのシリアル リン

クに使用される AppleTalk ネットワーク番号

Framed AppleTalk Link

ユーザーの AppleTalk ノードを割り当てるため、NAS が

調査できる AppleTalk Network 番号

Framed AppleTalk Network

このユーザーのために使用される AppleTalk Default ZoneFramed AppleTalk Zone

リンクで使用される圧縮プロトコルFramed Compression

ユーザーに設定されるアドレスFramed IP Address

ユーザーがネットワークへのルーターであるときに、ユー

ザーに設定される IP ネットマスク

Framed IP Netmask

ユーザーに設定される IPX Network 番号Framed IPX Network

（PPP のような）他の手段でネゴシエートされないとき

の、ユーザーに設定される最大伝送単位

Framed MTU

ユーザーにアドレスを割り当てるために使用される、割り

当てられたプールの名前

Framed Pool

フレーム アクセスに使用されるフレーミングFramed Protocol

NAS 上のユーザーに設定されるルーティング情報Framed Route

ユーザーがネットワークへのルーターであるときの、ユー

ザーのルーティング方法

Framed Routing
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

セッションまたはプロンプトが終了するまで、ユーザーに

許可されるアイドル状態の接続の連続最大秒数を設定しま

す。

Idle Timeout

keep alives の代わりに SNMP を使用します。Keep Alives

Login Service Attribute を含んでいるとき、ユーザー

を接続するシステムを示します。

Login IP Host

このユーザーが使用を認められている LAT グループ コー

ドを示す文字列を含んでいます。

Login LAT Group

ユーザーが LAT によって自動的に接続されるノードを示

します。

Login LAT Node

ユーザーが LAT によって接続されるポートを示します。Login LAT Port

ユーザーが LAT によって接続されるシステムを示します。Login LAT Service

ログイン ホストにユーザーを接続するために利用するサー

ビスを示します。

Login Service

Login Service Attribute も存在するとき、ユーザーが

接続される TCP ポートを示します。

Login TCP Port

値が 3（ARAP）の Framed Protocol Attribute を含む、

Access Request パケットにのみ存在します。

MS ARAP Challenge

サーバー側で行われたパスワード変更の理由を示します。MS ARAP Password Change Reason

ダイヤルアップ ユーザーを認証するために使用される方

法を示します。

MS Acct Auth Type

ダイヤルアップ ユーザーを認証するため使用する EAP

（Extensible Authentication Protocol）[15] タイプを

示します。

MS Acct EAP Type

新しいマルチリンク通話で、BAP の使用が許可、禁止、ま

たは要求されているかを示します。

MS BAP Usage

パスワードの期限が切れた場合は、ユーザーはパスワード

を変更できます。

MS CHAP CPW 1

パスワードの期限が切れた場合は、ユーザーはパスワード

を変更できます。

MS CHAP CPW 2

NAS によって送信されたマイクロソフト チャレンジ ハン

ドシェーク認証プロトコル（MS CHAP）ユーザーへのチャ

レンジを含んでいます。

MS CHAP Challenge
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

ユーザーが認証された Windows NT ドメインを示します。MS CHAP Domain

以前の MS CHAP 交換と関係するエラー データを含んで

います。

MS CHAP Error

以前の LAN Manager パスワード ハッシュで暗号化された

新規 Windows NT パスワードを含んでいます。

MS CHAP LM Enc PW

マイクロソフト ポイントツーポイント暗号化プロトコル

（MPPE）で使用される 2 つのセッション キーを含んでい

ます。

MS CHAP MPPE Keys

以前の Windows NT パスワード ハッシュで暗号化された

新規 Windows NT パスワードを含んでいます。

MS CHAP NT Enc PW

チャレンジに応じて、PPP マイクロソフト チャレンジ ハ

ンドシェーク認証プロトコル（MS CHAP）ユーザーによっ

て提供された応答値を含んでいます。

MS CHAP Response

パスワードの期限が切れた場合は、ユーザーはパスワード

を変更できます。

MS CHAP2 CPW

チャレンジに応じて、MS CHAP V2 ピアによって提供さ

れた応答値を含んでいます。

MS CHAP2 Response

42 オクテットの認証側応答文字列を含んでいます。MS CHAP2 Success

トラフィック フィルタを送信するのに使用します。MS Filter

リンクがドロップされるまでに、使用率低下状態が続かな

ければならない時間の長さ（秒単位）を示します。

MS Link Drop Time Limit

リンクを終了できる前に下回らなければならない、利用可

能な帯域幅の使用率を示します。

MS Link Utilization Threshold

暗号化の使用が許可または要求されるかを示します。MS MPPE Encryption Policy

MPPE と使用可能な暗号化のタイプを示します。MS MPPE Encryption Types

マイクロソフト ポイントツーポイント暗号化プロトコル

（MPPE）により使用するための 1 つのセッション キーを

含んでいます。

MS MPPE Recv Key

マイクロソフト ポイントツーポイント暗号化プロトコル

（MPPE）により使用するための 1 つのセッション キーを

含んでいます。

MS MPPE Send Key

ARAP パスワード変更操作の間に、新しい ARAP パスワー

ドを送信します。

MS New ARAP Password
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

ARAP パスワード変更操作の間に、古い ARAP パスワード

を送信します。

MS Old ARAP Password

PPP ピアによって使用される、1 次ドメイン名サーバー

（DNS）[16、17] のアドレスを示します。

MS Primary DNS Server

PPP ピアによって使用される、1 次 NetBIOS 名サーバー

（NBNS） [18] のアドレスを示します。

MS Primary NBNS Server

RADIUS クライアント コンピュータのメーカーを示しま

す。

MS RAS Vendor

RADIUS クライアント ソフトウェアのバージョンを示しま

す。

MS RAS Version

PPP ピアによって使用される、2 次 DNS サーバーのアド

レスを示します。

MS Secondary DNS Server

PPP ピアによって使用される、2 次 DNS サーバーのアド

レスを示します。

MS Secondary NBNS Server

ユーザーの認証を要求しており、RADIUS サーバーの範囲

内の NAS に特有でなければならない、NAS を識別する IP

アドレスを示します。

NAS IP Address

Access Request を生成した NAS を示す文字列を含んで

います。

NAS Identifier

ユーザーを認証している NAS の物理ポート番号を示しま

す。

NAS Port

ユーザーを認証している NAS のポートを示すテキスト文

字列を含んでいます。

NAS Port Id

ユーザーを認証している NAS の物理ポートのタイプを示

します。

NAS Port Type

切断される前に、認証の試行が何回ユーザーに認められる

かを示します。

Password Retry

NAS によってユーザーに提供されるポートの最大数を設定

します。

Port Limit

ユーザーの応答を入力時にエコーするかしないかを NAS

に示します。

Prompt
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

Access Request を転送するとき、プロキシ サーバーは

別のサーバーへこの属性を送信できます。属性は

Access Accept、Access Reject または

Access Challenge で未変更のまま返されなければなりま

せん。

Proxy State

ユーザーに表示できるテキストReply Message

ユーザーが要求したサービスのタイプ、または提供される

サービスのタイプ

Service Type

セッションまたはプロンプトが終了するまで、ユーザーに

提供されるサービスの連続最大秒数を設定します。

Session Timeout

パケットの State Attribute は 0 か 1 でなければなり

ません。State Attribute の使用法は実装に依存します。

State

Calling Station Id と Called Station Id RADIUS

承認および後続のトンネル属性を、Calling Station Id

と Called Station Id RADIUS 属性を使用して、発信元

または送信先の番号により指定することができます。

Telephone number

指定されたサービスが完了したとき、NAS が取る動作Termination Action

セッションが割り当てられる特定のトンネルのトンネル

イニシエータを示します。

Tunnel Assignment ID

トンネル確立の認証フェーズの間に、トンネル イニシエー

タによって使用される名前を指定します。

Tunnel Client Auth ID

トンネルのイニシエータ側のアドレスを含んでいます。Tunnel Client Endpoint

既存のトンネルにおける新しいリンクの確立の拒否を示し

ます。

Tunnel Link Reject

トンネル リンクの作成を示します。Tunnel Link Start

トンネル リンクの廃棄を示します。Tunnel Link Stop

複数の転送上で動作できる（L2TP のような）プロトコル

用にトンネルを作成するときに使用する転送媒体

Tunnel Medium Type

複数の転送上で動作できる（L2TP のような）プロトコル

用にトンネルを作成するときに使用する転送媒体

Tunnel Medium Type

リモート サーバーの認証に使用されるパスワードTunnel Password
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表14: RADIUS ロール マッピング属性 （続き）

説明属性

RADIUS サーバーがトンネル イニシエータにトンネリング

属性の複数のセットを返す場合、各トンネルに割り当てら

れる相対的な優先度を示すために、各セットにこの属性を

含めます。

Tunnel Preference

トンネルが作成された特定のセッションのグループ IDTunnel Private Group ID

別のノードとのトンネルの確立の拒否を示します。Tunnel Reject

トンネル確立の認証フェーズの間に、トンネル ターミネー

タによって使用される名前を指定します。

Tunnel Server Auth ID

トンネルのサーバー側のアドレスTunnel Server Endpoint

別のノードとのトンネルの確立を示します。Tunnel Start

別のノードからのトンネルの廃棄を示します。Tunnel Stop

（トンネル イニシエータの場合には）使用されるトンネ

リング プロトコル、または（トンネル ターミネータの場

合には）使用中のトンネリング プロトコル

Tunnel Type

認証されるユーザー名User Name

認証されるユーザーのパスワード、または

Access Challenge に続くユーザーの入力

User Password

関連項目 155ページのRADIUS サーバー インスタンスを設定する•

一般的な RADIUS の注意点

以下の事項に留意してください。

クラスタリングの問題について理解する

アカウンティング メッセージは、各クラスタ ノードによって統合なしに RADIUS に送信され

ます。Infranet Controlle の RADIUS アカウンティングには以下の前提条件があります。

• クラスタがアクティブ/パッシブの場合は、すべてのユーザーが 1 度に 1 つのノードに接続

されます。

• クラスタがアクティブ/アクティブの場合で、バランサを使用しない場合は、ユーザーがそれ

ぞれ別の静的ノードに接続されます。

• クラスタがアクティブ/アクティブの場合で、バランサを使用する場合は、通常バランサが固

定ソース IP を強制します。この場合、ユーザーは常に同じノードに接続します。

Infranet Controller は、RADIUS に対するロード バランサをサポートしません。
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中間更新機能について理解する

サーバーが中間アカウンティング メッセージを受信できるように、クライアント上で中間値を

静的に設定することができます。この場合、RADIUS Access Accept メッセージにこの値が含

まれていると、ローカルで設定された値が優先されます。

アカウンティング メッセージ内で報告されたオクテット値は、ユーザー セッション開始時か

らの累計です。

中間更新バイト数はユーザー セッションにのみ基づいてサポートされ、SAM あるいは NC セッ

ションに基づくサポートは行いません。

最低中間更新間隔は 15 分です。セッションが 5 分間未満で、アプリケーションが接続を開放

したままの場合、RADIUS アカウンティングのデータ統計値（バイト インおよびバイト アウ

ト）は J SAM/W SAM/NC セッション用に送信されないことがあります。

関連項目 155ページのRADIUS サーバー インスタンスを設定する•

eTrust SiteMinder の概要

eTrust SiteMinder ポリシー サーバーでユーザーを認証するように Secure Access を設定す

ると、認証中に Secure Access によってユーザーの資格情報が SiteMinder に渡されます。資

格情報を受け取ると、SiteMinder は、標準のユーザー名とパスワード認証、ACE SecurID トー

クン、またはクライアントサイド証明書を使用して、資格情報を認証できます。

また、認証時にユーザーを認証するのに使用する SiteMinder 領域を決定するために、保護さ

れたリソースの URL も SiteMinder に渡されます。Secure Access から保護されたリソースの

URL を受け取ると、SiteMinder は、ユーザーの URL と、リソースに関連付けられた領域を照

合して認証します。これにより、ユーザーは、Secure Access から渡されたリソースと保護レ

ベルが同等またはそれ以下のリソースにシームレスにアクセスできます。

Secure Access は、SMSESSION Cookie を使用して Secure Access から SiteMinder が保護す

るリソースへのシングル サインオン（SSO）を有効にします。SMSESSION Cookie は、SiteMinder

セッション情報をカプセル化したセキュリティ トークンです。設定によっては、SiteMinder

Web エージェントまたは Secure Access は、SMSESSION Cookie を生成し、続いてこの Cookie

を以下の場所に転送します。したがって、ユーザーは別のリソースにアクセスするのに再度認

証を受ける必要がなくなります。

• IVE:ユーザーが、自分の Secure Access セッション内（たとえば、Secure Access のファイ

ル ブラウザ ページなど）から SiteMinder リソースにアクセスしようとすると、Secure

Access は、キャッシュに入っている SMSESSION Cookie を Web エージェントに渡して認証

を行います。

• ユーザーの Web ブラウザ:ユーザーが、自分の Secure Access セッションの外から SiteMinder

リソースにアクセスしようとすると（たとえば、標準エージェント上の保護されたリソース

を使用する場合）、SiteMinder は、ユーザーの Web ブラウザに格納されているキャッシュ

された SMSESSION Cookie を使用してユーザーを認証、承認します。
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Automatic Sign In オプションを有効にしている場合、Secure Access は、別のエージェント

が生成した SMSESSION を 使用して、SiteMinder リソースから Secure Access へのシングル

サインオンを可能にします。ユーザーが SMSESSION Cookie によって Secure Access サインイ

ン ページにアクセスしたときには、Secure Access は SMSESSION Cookie を確認します。確認

ができたら、Secure Access は、ユー ザーの Secure Access セッションを確立します。Secure

Access からの自動サインインを有効にしたときは、以下の認証メカニズムを使用することがで

きます。

• カスタム エージェント:Secure Access は、ポリシー サーバーに対してユーザーを認証し、

SMSESSION Cookie を生成します。このオプションを選択したときには、同じポリシー サー

バーを使用している別の SiteMinder エージェント上で SSO を有効にすることができます。

これらのエージェント上で SSO を有効にするには、それぞれのエージェントをサードパー

ティの Cookie を受け入れるように更新する必要があります。このオプションを選択してい

てユーザーが Secure Access セッションに SMSESSION Cookie を使用して入ったときには、

Secure Access は、ユーザーが Secure Access セッションに入ったときに自動サインインを

試行します。

• HTML フォーム ポスト:Secure Access は、設定済みの標準の Web エージェントに資格情報

を転送します。すると、Web エージェントが SMSESSION Cookie を作成します。このオプショ

ンを選択した場合、SecurID New Pin モード、Next Token モード、またはクライアントサイ

ド証明書認証は使用できません。このオプションを選択していてユーザーが Secure Access

セッションに SMSESSION Cookie を使用して入ったときには、Secure Access は、ユーザー

が Secure Access セッションに入ったときに自動サインインを試行します。

• 認証の委任:Secure Access は、標準のエージェントに認証を委任します。このオプションが

有効になっている場合、Secure Access は保護されたリソースに関連付けられている FCC URL

を特定しようとします。続いて Secure Access は、Secure Access サインイン URL を TARGET

として、ユーザーを FCC URL にリダイレクトします。認証に成功したら、ユーザーは

SMSESSION Cookie とともに Secure Access に再度リダイレクトされ、Secure Access がユー

ザーの自動サインインを行います。
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注:

• 本書の作成時点で、Juniper Networks では、eTrust SiteMinder サーバー バー

ジョン 6.0 とバージョン 5.5 を、標準エージェント バージョン 6 と 5QMR5 で

サポートしています。サポートされているエージェントよりも古いバージョンの

エージェントを実行する場合、ログ相互エントリや断続的なユーザー タイムアウ

トなど、Cookie の検証の問題が生じる可能性があります。

• サーバーのインスタンスを作成するとき、どの eTrust SiteMinder サーバー バー

ジョンをサポートするか決めることができます。バージョン 5.5 を選択すると、

バージョン 5.5 と 6.0 の両方がサポートされ、バージョン 6.0 を選択すると、

バージョン 6.0 だけがサポートされます。SiteMinder 認証サーバーは、どのバー

ジョンを選んだかに関係なく、機能には変わりはありません。このオプションは、

使用する Netegrity SDK のバージョンを制御するにすぎません。互換性モード

を、ポリシー サーバーのバージョンと合わせることをお勧めします。

• 認証に SiteMinder を使用するとき、プライマリ サーバーとバックアップ ポリ

シー サーバーは、同じ SiteMinder サーバー ソフトウェア バージョンを実行す

る必要があります。混合された配備（プライマリ サーバーがバックアップと異な

るサーバー ソフトウェア バージョンを実行する）はサポートされていません。

• SiteMinder は IP アドレスを SMSESSION Cookie に保存しないため、Secure

Access アプライアンスに IP アドレスを渡すことができません。

• SiteMinder は、SMSESSION Cookie を永続 Cookie として Secure Access に送り

ます。セキュリティを最大限に強化するため、Secure Access は、認証が完了し

たら、永続 Cookie をセッション Cookie としてリセットします。

• SiteMinder を使用して認証を行うときは、Secure Access は、Secure Access

セッションとアイドル タイムアウトを無視し、代わりに SiteMinder 領域で設定

されたセッションとアイドル タイムアウトを使用します。

• 認証に SiteMinder を使用する場合、ユーザーは完全修飾ドメイン名を使って

Secure Access にアクセスする必要があります。これは SiteMinder SMSESSION

Cookie が、設定されたドメインにのみ送信されるからです。ユーザーが IP アド

レスを使って Secure Access にアクセスすると、認証が失敗する場合があり、そ

の場合、再認証するよう要求されます。

• Secure Access は、すべての SiteMinder エラー コードを System >

Log/Monitoring > User Access ページに記録しますSiteMinder エラー コードつ

いては、SiteMinder ドキュメンテーションを参照してください。
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異なる認証方式を使用した認証

SiteMinder では、認証スキームによって、ユーザーの資格情報を収集し、ユーザーの身元を確

認します。認証スキームを個別に作成して、それぞれを異なる保護レベルに関連付けることが

できます。たとえば、2 つのスキームを作成できます。一方は、ユーザーのクライアントサイ

ド証明書のみに基づいてユーザーを認証し、下位の保護レベルを提供します。もう一方は、ACE

SecurID トークン認証を使用して、より上位の保護レベルをユーザーに提供します。Secure

Access は、次のようなタイプの SiteMinder 認証スキームに対応しています。

• Basic username and password authentication － ユーザーの名前とパスワードは、SiteMinder

ポリシー サーバーに渡されます。ポリシー サーバーは、それらを自身で認証することも、

認証のために別のサーバーに渡すこともできます。

• ACE SecurID token authentication － SiteMinder ポリシー サーバーは、ACE SecurID トー

クンで生成されたユーザー名とパスワードに基づいて、ユーザーを認証します。

• Client side certificate authentication － SiteMinder ポリシー サーバーは、クライア

ントサイド証明書の資格情報に基づいて、ユーザーを認証します。この認証方法を選択する

場合、Web ブラウザは、ユーザーが選択できるクライアント証明書のリストを表示します。

注:

• この方法を使用してユーザーを認証する場合は、System > Certificates > Trusted

Client CAs タブを通じて、クライアント証明書を Secure Access にインポート

する必要があります。

• 標準の Secure Access サインイン ページをユーザーに表示しない場合には、カ

スタム サインイン ページ機能を使用して変更できます。詳細については、Custom

Sign In Pages Solution Guide を参照してください。

• SiteMinder クライアントサイド証明書の認証は、Secure Access クライアントサ

イド証明書の認証とは異なります。両方を選択した場合、Secure Access は、初

めに Secure Access 設定パラメータを使用して認証を行います。これが成功する

と、SiteMinder に証明書の値が渡されて、認証が行われます。

ユーザー名を確認する

様々な認証スキームとサインイン ポイントを使用できるので、Secure Access は、ポリシー

サーバー ヘッダー、証明書の属性、または Secure Access サインインページなど、様々なソー

スからユーザー名を取得できます。ユーザーが Secure Access にアクセスする方法と、それに

応じて Secure Access がユーザー名を確認する方法は、次のとおりです。ユーザーが以下を実

行する場合：

• 標準の Secure Access サインイン ページからサインインする － Secure Access はまず、

ポリシー サーバーが、OnAuthAccept 応答ヘッダーで返したユーザー名をチェックします。

SiteMinder でユーザー名が定義されなかった場合、Secure Access は、ユーザーがサインイ

ン時に入力した名前を使用します。それ以外の場合、ユーザーがクライアント証明書を使用

して認証を受けるので、SiteMinder とユーザーのどちらからもユーザー名が提供されなかっ

たときには、Secure Access は、ポリシー サーバーによって設定された UserDN の値を使用

します。
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• SiteMinder 資格情報を使用して Secure Access に自動的にサインインする － Secure Access

はまず、ポリシー サーバーが OnAuthAccept 応答ヘッダーで返したユーザー名をチェックし

ます。SiteMinder でユーザー名が定義されなかった場合、Secure Access は、SMSESSION

Cookie を調べます。それ以外の場合で、SiteMinder で応答ヘッダーまたは SMSESSION Cookie

にユーザー名が読み込まれなかったときには、Secure Access は SMSESSION Cookie に入っ

ている UserDN の値を確認します。

使用すべきユーザー名が判明した時点で、Secure Access は、そのユーザー名をセッション

キャッシュに保存して、ユーザーから別のリソースへのアクセスが求められたときに、それを

参照します

Secure Access に確実に正しいユーザー名が渡されるようにするには、SiteMinder ポリシー

サーバーで OnAuthAccept 応答を設定する必要があります

関連項目 182ページのSiteMinder と連携するよう Secure Access を設定する•

• 181ページのユーザー名を Secure Access に渡すため、規則/応答ペアを作成する

• 180ページのSecure Access 向けに SiteMinder 領域を作成する

• 179ページのSecure Access 向けに SiteMinder ドメインを作成する

• 178ページのSecure Access 向けに SiteMinder 認証スキームを作成する

• 177ページのSiteMinder エージェントの設定

• 176ページのSecure Access と連携するよう SiteMinder を設定する

Secure Access と連動させるための SiteMinder を設定する

以下では、Secure Access と連動するように SiteMinder ポリシ サーバーを設定するための手

順を説明します。ただし、ここでの説明は、SiteMinder の完全な設定手順ではなく、SiteMinder

を Secure Access と連動するように設定するためのものです。SiteMinder の詳細な設定につ

いては、SiteMinder ポリシ サーバーに付属のマニュアルを参照してください。

• SiteMinder エージェントを設定する。

• Secure Access の SiteMinder 認証方式を作成する。

• Secure Access の SiteMinder ドメインを作成する。

• Secure Access の SiteMinder 領域を作成する。

• Secure Access にユーザー名を渡す規則/応答の組み合わせを作成する。

• ドメインに対する SiteMinder ポリシを作成する。

関連項目 172ページのeTrust SiteMinder の概要•

• 177ページのSiteMinder エージェントを設定する

• 178ページのSecure Access の SiteMinder 認証方式を作成する

• 179ページのSecure Access の SiteMinder ドメインを作成する

• 180ページのSecure Access の SiteMinder 領域を作成する
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• 181ページのSecure Access にユーザー名を渡す規則/応答ペアを作成する

• 182ページのSecure Access と連動させるための SiteMinder を設定する

SiteMinder エージェントの設定

SiteMinder エージェントは、ユーザー リクエストをフィルタリングしてアクセス制御を行い

ます。たとえば、ユーザーが、保護されたリソースを要求すると、エージェントは認証方式に

応じて資格情報の入力を求め、その資格情報を SiteMinder ポリシー サーバーに送ります。Web

エージェントとは、単に Web サーバーと動作するエージェントのことです。Secure Access と

動作するように SiteMinder を設定する場合には、ほとんどの場合 Secure Access を Web エー

ジェントとして設定する必要があります。

注:

Delegate authentication to a standard agent オプションを選択している場合、

FCC URL をホストしている標準の Web エージェントのエージェント設定オブジェク

トで、以下のオプションを設定する必要があります。

• <EncryptAgentName=no>

• <FCCCompatMode=no>

SiteMinder ポリシー サーバーで Web エージェントとして Secure Access を設定するには、

次の操作を行います。

1. SiteMinder の管理インターフェースで、System タブを選択します。

2. Agents を右クリックして、Create Agent を選択します。

3. Web エージェントの名前とオプションで説明を入力します。SiteMinder 領域を作成すると

きには、この名前を入力する必要があります。

4. Secure Access との互換性を確保するため、Support 5.x agents オプションをオンにする

必要があります。

5. Agent Type で、SiteMinder を選択し、ドロップダウン リストから Web Agent を選択しま

す。Secure Access との互換性を確保するには、この設定を選択する必要があります。

6. IP Address または Host Name に、Secure Access の名前または IP アドレスを入力しま

す。

7. Shared Secret フィールドに Web エージェントのシークレットを入力して、確認のために

再入力します。Secure Access を設定するときには、このシークレットを入力する必要があ

ります。

8. OK をクリックします。

関連項目 172ページのeTrust SiteMinder の概要•

• 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定

• 178ページのSecure Access に対する SiteMinder 認証方式を作成する
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• 179ページのSecure Access の SiteMinder ドメインを作成する

• 180ページのSecure Access の SiteMinder 領域を作成する

• 181ページのSecure Access にユーザー名を渡す規則/応答の組み合わせを作成する

• 182ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定

Secure Access に対する SiteMinder 認証方式を作成する

SiteMinder では、認証方式が、資格情報を収集しユーザーの身元を確認する方法を提供しま

す。

Secure Access に対する SiteMinder 認証方式を設定するには、次の操作を行います。

1. SiteMinder の管理インターフェースで、System タブを選択します。

2. Authentication Schemes を右クリックして、Create Authentication Scheme を選択しま

す。

3. 認証方式の名前と、オプションで説明を入力します。SiteMinder 領域を設定するときには、

この名前を入力する必要があります。

4. Authentication Scheme Type で、次のいずれかのオプションを選択します。

• Basic Template

• HTML Form Template

• SecurID HTML Form Template（SecurID 認証を使用する場合は、SecurID テンプレートで

はなく、SecurID HTML Form Template を選択する必要があります。このオプションをオ

ンにすると、ポリシー サーバーは Secure Access に ACE サインイン失敗コードを送信

できるようになります。）

• X509 Client Cert Template

• X509 Client Cert and Basic Authentication

注:

• Secure Access がサポートするのは、上記の認証方式のみです。

• IVE で再認証を処理できるようにするには、HTML Form Template を選択する

必要があります。

• X509 Client Cert Template または X509 Client Cert and Basic

Authentication を選択した場合は、System > Certificates > Trusted Client

CAs タブによって証明書を Secure Access にインポートする必要があります。

5. 認証方式の保護レベルを入力します。この保護レベルは、この認証方式に関連付けた

SiteMinder 領域にも適用されます。
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6. アクセスが許可される保護レベルよりも高いレベルが設定されているリソースへのアクセス

を要求するユーザーを再認証したい場合は、Password Policies Enabled for this

Authentication Scheme を選択します。

7. Scheme Setup タブで、使用する認証方式に必要なオプションを入力します。

アクセスが許可される保護レベルよりも高いレベルが設定されているリソースへのアクセス

を要求するユーザーを、Secure Access に再認証させたい場合は、次の設定を入力する必要

があります。

• Server Name に、Secure Access ホスト名を入力します（たとえば、

sales.yourcompany.net）。

• Use SSL Connection チェックボックスを選択します。

• Target で、このステップの最初の手順で定義した IVE サインイン URL に ive=1・パラ

メータを加えて入力します（例：/highproturl?ive=1）。（Secure Access には、

∗/highproturl をサインイン URL として使用するサインイン ポリシーが必要であり、対

応する SiteMinder 認証領域だけを使用します。）

注: 変更を保存すると、ive=1 は送信先に表示されなくなります。これは正常

です。ポリシー サーバーは、Advanced タブの Parameter フィールドで確認

できるように、Secure Access に送信される完全な認証方式 URL に ive=1 を

含めます。

• Allow Form Authentication Scheme to Save Credentials チェックボックスをオフにし

ます。

• Additional Attribute List は空欄のままにしておきます。

8. OK をクリックします。

ポリシー サーバーにおける SiteMinder 認証方法を変更した場合は、Advanced タブの Flush

Cache オプションを使用して、キャッシュを消去する必要があります。

関連項目 182ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定•

• 181ページのSecure Access にユーザー名を渡す規則/応答の組み合わせを作成する

• 180ページのSecure Access の SiteMinder 領域を作成する

• 179ページのSecure Access の SiteMinder ドメインを作成する

• 177ページのSiteMinder エージェントの設定

• 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定

• 172ページのeTrust SiteMinder の概要

Secure Access の SiteMinder ドメインを作成する

SiteMinder 内では、ポリシー ドメインとは、1 つ以上のユーザー ディレクトリに関連付けら

れたリソースの論理グループのことです。ポリシー ドメインは、領域、応答、ポリシーで構成
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されます。SiteMinder と連動するように Secure Access を設定するときには、Secure Access

のユーザーに領域内の SiteMinder リソースへのアクセスを許可し、その領域を 1 つのドメイ

ンにまとめる必要があります。

Secure Access の SiteMinder ドメインを設定するには、次の操作を行います。

1. System タブを選択し、Domains を右クリックして、Create Domain を選択します。または、

Domains をクリックして、既存の SiteMinder ドメインを選択します。

2. 領域をドメインに追加します。

関連項目 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定•

• 180ページのSecure Access の SiteMinder 領域を作成する

Secure Access の SiteMinder 領域を作成する

SiteMinder の領域とは、セキュリティの要件に応じてグループにまとめられた、ポリシー ド

メイン内のリソース群のことです。Secure Access と連動するように SiteMinder を設定する

場合には、領域を定義して、Secure Access のユーザーがアクセスできるリソースを定義する

必要があります。

SiteMinder の領域とは、セキュリティの要件に応じてグループにまとめられた、ポリシー ド

メイン内のリソース群のことです。Secure Access と連動するように SiteMinder を設定する

場合には、領域を定義して、Secure Access のユーザーがアクセスできるリソースを定義する

必要があります。

1. SiteMinder の管理インターフェースで、Domains タブを選択します。

2. Secure Access に対して作成したドメインを展開します。

3. Realms を右クリックして、Create Realm を選択します。

4. 領域の名前と説明（オプション）を入力します。

5. Agent フィールドで、Secure Access のために作成した Web エージェントを選択します。

6. Resource Filter フィールドで、保護リソースを入力します。このリソースは、対応する認

証方式に指定された保護レベルを継承します。デフォルトの保護レベルを適用するに

は、/ive authentication と入力します。Secure Access を設定するときには、このリソー

スを入力する必要があります。または、∗/nete や ∗/cert などの非デフォルト URL を持つ

サインイン ポリシーを使用する場合は、SiteMinder 設定に対応するリソース フィルタを

含める必要があります。

7. Authentication Schemes リストから、Secure Access に対して作成した方式を選択します。

8. OK をクリックします。

関連項目 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定•

• 179ページのSecure Access の SiteMinder ドメインを作成する
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Secure Access にユーザー名を渡す規則/応答の組み合わせを作成する

SiteMinder では、規則を使用して、認証イベントまたは承認イベントが発生したときに応答を

送信できます。応答では、SiteMinder ポリシー サーバーから SiteMinder エージェントに、

DN 属性、静的テキスト、またはユーザー設定されたアクティブ応答が渡されます。Secure

Access と連動するように SiteMinder を設定する場合には、ユーザーが認証されると起動する

規則を作成する必要があります。次に、そのユーザーのユーザー名を Secure Access Web エー

ジェントに渡す、対応する応答を作成する必要があります。

新しい規則を作成するには、次の操作を行います。

1. SiteMinder の管理インターフェースで、Domains タブを選択します。

2. Secure Access に対して作成したドメインを展開し、Realms を展開します。

3. Secure Access に対して作成した領域を右クリックして、Create Rule under Realm を選択

します。

4. 規則の名前と、オプションで説明を入力します。

5. Action で、Authentication Events を選択し、ドロップダウン リストから OnAuthAccept

を選択します。

6. Enabled を選択します。

7. OK をクリックします。

新しい応答を作成するには、次の操作を行います。

1. SiteMinder の管理インターフェースで、Domains タブを選択します。

2. Secure Access に対して作成したドメインを展開します。

3. Responses を右クリックして、Create Response を選択します。

4. 応答の名前と、オプションで説明を入力します。

5. SiteMinder を選択し、Secure Access Web エージェントを選択します。

6. Create をクリックします。

7. Attribute リストから WebAgent HTTP Header Variable を選択します。

8. Attribute Kind で、Static を選択します。

9. Variable Name で IVEUSERNAME と入力します。

10. Variable Value でユーザー名を入力します。

11. OK をクリックします。

関連項目 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定•

• 177ページのSiteMinder エージェントの設定
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Secure Access と連携させるための SiteMinder の設定

このセクションでは、SiteMinder ポリシー サーバーと連携するように Secure Access を設定

する手順を説明します。

複数の認証方式に対応するよう Secure Access を設定する

複数の SiteMinder 認証方式に対応するように Secure Access を設定するには、次の操作を行

います。

1. SiteMinder ポリシー サーバーで認証方式を設定します。

2. 使用したいすべての SiteMinder 認証方式に対して、SiteMinder ポリシー サーバーの

Secure Access インスタンスを 1 つ作成します。

3. 管理者とユーザーを認証および承認するために、SiteMinder ポリシー サーバーの Secure

Access インスタンスを使用する Secure Access 領域を指定します。

4. SiteMinder ポリシー サーバーの各保護リソースに対して、Secure Access サインイン ポ

リシーを作成します。Authentication > Authentication > Signing In Policies > New

Sign In Policy ページで次の操作を行います。

• ポリシー サーバーの SiteMinder 保護リソース URL に一致する、Secure Access サイン

イン URL を指定します。URL のパス部分を SiteMinder 領域設定の SiteMinder リソー

ス フィルタと一致させます。たとえば、∗/ACE/ を Secure Access サインイン URL とし

て指定し、XYZ/ACE の SiteMinder URL と一致させることができます。ここで、XYZ は領

域の名前です。

• SiteMinder ポリシー サーバーを使用するように指定した Secure Access 領域を選択し

ます。

ユーザーは、いずれかの Secure Access URL を使用して Secure Access にサインインします。

Secure Access は、保護されたリソースの URL を SiteMinder に送ります。SiteMinder は、

そのリソースに基づいて、ユーザーの認証に使用する認証方式を判断します。Secure Access

は、その認証方式で必要とされる資格情報を収集し、認証のために SiteMinder に渡します。

異なる保護リソースへのユーザーのアクセスを許可するように Secure Access を設定する

さまざまな SiteMinder 保護リソースへのアクセスを（関連付けごと、異なる保護レベルごと

に）ユーザーに許可するように Secure Access を設定するには、次の操作を行います。

1. SiteMinder サーバーで保護するリソースを定義します。これらのリソースは、対応する

SiteMinder 認証方式から保護レベルを継承します。

2. 許可したいすべての保護リソースおよび対応する保護レベルに、SiteMinder ポリシー サー

バーの Secure Access インスタンスを 1 つ作成します。

3. SiteMinder ポリシー サーバーの Secure Access インスタンスを使用する Secure Access

領域を指定します。

4. SiteMinder ポリシー サーバーの各リソースに対して、各領域レベルのリソース フィルター

用の Secure Access サインイン ポリシーを作成します。サインイン ポリシーの設定ペー

ジで、以下を指定します。
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• ポリシー サーバーの保護リソース URL に一致する、Secure Access サインイン URL。URL

のパス部分を SiteMinder リソース フィルタに一致させます。たとえば、次のような URL

を定義するとします。

https://employees.yourcompany.com/sales

https://employees.yourcompany.com/engineering

ユーザーが最初の URL にサインインすると、sales 保護リソースにアクセスできます。

さらに、2 番目の URL にサインインすると、engineering 保護リソースにアクセスでき

ます。

デフォルトのリソース（ive authentication）を定義するには、URL のパス部分に ∗ を

入力します。

• SiteMinder ポリシー サーバーを使用するように指定した Secure Access 領域を選択し

ます。

本番環境では、ユーザーは、いずれかの URL を使用して Secure Access にサインインします。

Secure Access は、URL から保護リソースを抽出し、該当する領域に対してユーザーを認証し

ます。

eTrust SiteMinder サーバー インスタンスの定義

Secure Access 内で、SiteMinder インスタンスとは、Secure Access が SiteMinder ポリシー

サーバーと対話する方法を定義する設定のセットのことでです。SiteMinder サーバー インス

タンスを定義した後、どの Secure Access 領域が SiteMinder ポリシー サーバーの Secure

Access インスタンスを使用して、管理者とユーザーを認証および承認するかを指定します。

eTrust SiteMinder サーバー インスタンスを定義するには、次を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサーバー インスタンスを Secure Access 上で作成するには、New リストから

SiteMinder を選択して、New Server をクリックします。

• 既存のサーバー インスタンスを更新するには、Authentication/Authorization Servers

リストの適切なリンクをクリックします。

3. 184ページの表15 で説明されている設定を使用してサーバーを設定します。

4. SiteMinder ユーザー属性を SiteMinder サーバー インスタンスに追加するには、次の操作

を行います。

a. Server Catalog をクリックして、サーバー カタログを表示します。

b. サーバー カタログの Attribute フィールドに SiteMinder ユーザー属性の Cookie 名

を入力して、Add Attribute をクリックします。
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c. Cookie 名の追加が完了したら、OK をクリックします。Secure Access は、Role Mapping

Rule ページの Attribute リストに SiteMinder ユーザー属性 Cookie の名前を表示し

ます。

5. Save Changes をクリックします。

6. 184ページの表15 で説明されている設定を使用して、高度な SiteMinder 設定オプションを

設定します（オプション）。

表15: eTrust SiteMinder 設定オプション

説明オプション

サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。Name

ユーザーを認証するのに使用する SiteMinder ポリシー サーバーの名前や IP

アドレスを入力します。

Policy Server

カンマで区切られたバックアップ ポリシー サーバーのリストを入力します

（オプション）。次に、フェールオーバー モードを選択します。

• 障害が発生しない限り、Secure Access アプライアンスでメイン ポリシー

サーバーを使用する場合は、Yes を選択します。

• 指定したすべてのポリシー サーバー間で負荷を分散するように、Secure

Access アプライアンスを設定する場合は、No を選択します。

Backup Server(s),

Failover Mode

共有シークレットとエージェント名を入力します。名前は大文字と小文字が区

別されます。

Agent Name,

Secret

SiteMinder サーバーのバージョンを選択します。バージョン 5.5 はバージョ

ン 5.5 と 6.0 をサポートしています。バージョン 6.0 は SiteMinder サー

バー API のバージョン 6.0 のみをサポートしています。デフォルト値は 5.5

ポリシー サーバーです。

Compatible with

Secure Access をサインアウトした後にユーザーがリダイレクトされる URL

を指定します（オプション）。このフィールドを空白にすると、デフォルトの

Secure Access サインイン ページが表示されます。

注意：On logout, redirect to フィールドは、下位互換性を確保するために

製品リリースに含まれているもので、今後は廃止される予定です。サインアウ

トしたユーザーを別のサインイン ページにリダイレクトするには、ユーザー

設定可能なサインイン ページ機能を使用することをお勧めします。詳細につ

いては、Custom Sign In Pages Solution Guide を参照してください。

On logout, redirect

to

デフォルトの保護リソースを指定します。SiteMinder にサインイン ポリシー

を作成しない場合には、Secure Access は、デフォルトのこの URL を使用し

て、セッションでのユーザーの保護レベルを設定します。Automatic Sign In

オプションを選択した場合も、Secure Access はデフォルトのこの URL を使

用します。ユーザーが "∗" URL（デフォルトの Secure Access サインイン

ページ）にサインインする場合、任意の URL（"/Secure

Access authentication" がデフォルト)を入力して、保護レベルをデフォル

トの Secure Access 値に設定します。SiteMinder にサインイン ポリシーを

作成する場合には、Secure Access は、デフォルトのこの URL の代わりに、

そのサインイン ポリシーを使用します。

注意:リソースの先頭にはスラッシュ（/）を入力する必要があります（例：

“/ive authentication”）。

Protected Resource
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表15: eTrust SiteMinder 設定オプション （続き）

説明オプション

（読み取り専用）新しい SiteMinder サーバー インスタンスに対して Secure

Access はリソース アクションを GET に設定します。3.x インスタンスから

アップグレードした SiteMinder インスタンスの場合には、Secure Access

は、すでに選択されているリソース アクション（GET、POST、PUT など）を使

用します。既存のリソース アクションを GET に変更するには、以前の

SiteMinder サーバー インスタンスを削除して、GET を使用する新しいインス

タンスを作成する必要があります。

Resource Action

SMSESSION Cookie の設定

Secure Access デバイスの Cookie ドメインを入力します。（Cookie ドメイ

ン は、ユーザーの Cookie がアクティブなドメインです。Secure Access は、

このドメインのユーザーのブラウザに Cookie を送ります。）

注意:

• 複数のドメインは名前の先頭にピリオドを使用し、カンマで区切ります。

例：.sales.myorg.com, .marketing.myorg.com

• ドメインでは、大文字と小文字は区別されます。

• ワイルドカード文字は、使用することができません。

たとえば、「.juniper.net」と定義した場合、SMSESSION Cookie が Secure

Access に送り返されるようにするには、ユーザーは

「http://ive.juniper.net」として Secure Access デバイスにアクセスす

る必要があります。

Cookie Domain

（読み取り専用）Secure Access が HTTPS プロトコルを使用して、ユーザー

の Web ブラウザに Cookie を送ることを示します。

Protocol

Cookie Domain フィールドに指定された同一のガイドラインを使用して Secure

Access が SMSESSION Cookie を送信するインターネット ドメインを入力しま

す。（Secure Access Cookie ドメインは、複数の Cookie ドメイン間で単一

のサインオンを可能にします。これにより、ユーザーがあるドメインから別の

ドメインに移動するときに、ユーザーの情報も移動します。)Cookie プロバイ

ダを設定して複数の Cookie ドメインにまたがるシングル サインオンを可能

にしてある場合は、Cookie プロバイダのドメインを入力します。それ以外の

場合は、シングル サインオンが必要な Web エージェントのドメインを入力し

ます。例：.juniper.net

IVE Cookie DomainIC

Cookie Domain

セキュア Cookie を受け入れるように他の Web エージェントを設定している

場合、Cookie をセキュアに送信するには、HTTPS を選択します。Cookie を非

セキュアに送信する場合は HTTP を選択します。

Protocol

SiteMinder 認証の設定
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表15: eTrust SiteMinder 設定オプション （続き）

説明オプション

Secure Access に有効な SMSESSION Cookie を持つユーザーを自動的にサイン

インさせるには、Automatic Sign In チェックボックスを選択します。次に、

ユーザーをマップする認証領域を選択します。このオプションを選択する場合

には、次の点に注意する必要があります。

• ユーザーの SMSESSION Cookie と関連付けられた保護レベルが Secure Access

領域の保護レベルと異なる場合、Secure Access は Cookie と関連付けら

れた保護レベルを使用します。

• 他の Web エージェントから Secure Access へのシングル サインオンを可

能にするには、Secure Access が、標準の Web エージェントで作成された

既存の SMSESSION クッキーを検証する必要があります。

• Secure Access がサポートする Automatic Sign in 機能での領域とロール

の規制は、ホストチェッカー、キャッシュクリーナ、IP アドレス、ブラウ

ザ、同時ユーザーの制限チェックです。証明書とパスワードの制限は、自

動的にサインイン ユーザーに適用できないため、サポートされません。

• Secure Access は、管理者ロールに対する Automatic Sign in 機能はサ

ポートしていません。この機能を使用できるのはエンドユーザーだけです。

Automatic Sign In オプションを選択している場合には、以下のサブオ

プションも設定する必要があります。

Automatic Sign In

• To assign user roles, use this authentication realm

自動的にサインインするユーザーの認証領域を選択します。Secure Access

は、選択された領域に定義されたマッピング規則にしたがって、ユーザー

をロールに割り当てます。

• If Automatic Sign In fails, redirect to

自動サインイン メカニズムを通じて Secure Access にサインインするユー

ザーの代替 URL を入力します。Secure Access が認証に失敗し、SiteMinder

ポリシー サーバーからリダイレクト応答が返されなかった場合、Secure

Access はユーザーを指定された URL にリダイレクトします。このフィー

ルドを空欄にした場合、ユーザーはもう一度 Secure Access にサインイン

するように指示されます。

注意:

• ユーザーが Secure Access サインイン ページを通じてサインインした場

合、認証が失敗すると、常に元の Secure Access サインイン ページにリ

ダイレクトされます。

• Custom Sign In Pages Solution Guide で説明しているカスタマイズ可能

な UI（カスタム ページ）のオプションを使用している場合は、2 つのケー

スで Secure Access が welcome.cgi にリダイレクトすることに注意してく

ださい。これらの特別な状況の両方をカスタム ページで考慮する必要があ

ります。

セッション タイムアウトとアイドル タイムアウ

ト：/dana na/auth/welcome.cgi?p=timed out

Cookie 検証の失敗:/dana na/auth/welcome.cgi?p=failed

認証限定アクセス ポリシーを使用している場合、Automatic Sign In オプショ

ンを選択したかどうかにかかわらず、このフィールドに代替 URL を入力する

必要があります。SMSESSION クッキーの検証が失敗したとき、または SMSESSION

クッキーが存在しないとき、ユーザーは この URL にリダイレクトされます。
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表15: eTrust SiteMinder 設定オプション （続き）

説明オプション

Secure Access カスタム Web エージェントを使用して認証する場合は、この

オプションを選択します。このオプションを選択する場合には、次の操作も行

う必要があります。

• Secure Access で作成された Cookie を受け入れるように、標準の Web

エージェントをすべて適切な Siteminder Agent Quarterly Maintenance

Release（QMR）にアップデートする必要があります。SiteMinder バージョ

ン 5 Web エージェントを実行している場合は、QMR5 ホット フィックスを

使用してください。Secure Access は、バージョン 5.x 以降の SiteMinder

エージェントと互換性があります。それ以前の SiteMinder エージェント

は、Cookie 検証の失敗の影響を受ける可能性があります。

• Web エージェントの設定ファイル（webagent.conf）で、Accept Third Party

Cookie 属性（AcceptTPCookie）を yes に設定するか、IIS Web サーバー

の Windows レジストリで 1 に設定する必要があります。この属性を指定

する場所は、使用している SiteMinder のバージョンや Web サーバーに

よって異なります。詳細は、SiteMinder サーバーに付属のマニュアルを参

照してください。

Authenticate using

custom agent

SiteMinder ポリシー サーバーに直接送るのではなく、すでに設定してある標

準の Web エージェントにユーザーの資格情報を転送する場合は、このオプショ

ンを選択します。このオプションを選択した場合、Web エージェントは、ポリ

シー サーバーに問い合わせて、ユーザーに表示する適切なサインイン ページ

を判断します。標準の Web エージェントに資格情報を転送する「ブラウザの

ように動作する」ように Secure Access を設定するには、次のような情報を

入力する必要があります。この情報を確認する最も簡単な方法は以下のとおり

です。

1. Web ブラウザを開いて、使用する標準 Web エージェントの URL を入力し

ます。例: http://webagent.juniper.net

2. 表示された SiteMinder サインイン ページの URL を書き留めます。例：

http://webagent.juniper.net/siteminderagent/forms/login.fcc?TYPE=33554433&R

EALMOID=06 2525fa65 5a7f 11d5 9ee0

0003471b786c&GUID=&SMAUTHREASO N=0&TARGET=$SM$http%3a%2f%2fw

ebagent%2ejuniper%2enet%2fportal%2 findex%2ejsp

3. URL の情報を抽出して、以降のフィールドに入力します。

注意:

4. Authenticate using HTML form post オプションを有効にした場合、

SecurID New Pin モードや Next Token モード、クライアントサイド証明

書認証、SNMP トラップは使用できません。

5. Authorize While Authenticating オプションと HTML form post オプショ

ンは併用できません。

6. このオプションを使用してユーザーを認証することは可能ですが、承認も

行う場合は、Authenticate using custom agent を選択する必要がありま

す。

Authenticate using HTML form post オプションを選択している場合 に

は、以下のサブオプションも設定する必要があります

Authenticate using

HTML form post
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表15: eTrust SiteMinder 設定オプション （続き）

説明オプション

• Target

外部の eTrust 対応 Web サーバーの URL です。Web エージェントのサイ

ンイン ページ URL で、ターゲットは &TARGET=$SM$ の後に表示されます。

たとえば、Authenticate Using HTML Form Post に示される URL の場合、

ターゲットは次のようになります。

http%3a%2f%2fwebagent%2ejuniper%2enet%2fportal%2findex%2ejsp

特殊文字（%3a=コロン、%2f=バックスラッシュ、%2e=ピリオド）を変換した

後の、最終的なターゲットは次のようになります。

http://webagent.juniper.net/portal/index.jsp

• Protocol

Secure Access と指定した Web エージェントとの間の通信用プロトコル。

非セキュア通信には HTTP、セキュア通信には HTTPS を使用します。Web

エージェントのサインイン ページ URL で、プロトコルは先頭に表示され

ます。たとえば、Authenticate Using HTML Form Post に示される URL の

場合、プロトコルは HTTP です。

• Web Agent

Secure Access が SMSESSION Cookie を取得する Web エージェントの名前。

このフィールドには、IP アドレスを指定できません。（Web エージェント

として IP アドレスを指定すると、一部のブラウザは Cookie を受信でき

なくなります。）Web エージェントのサインイン ページ URL で、Web エー

ジェントはプロトコルの後に表示されます。たとえば、上の Authenticate

Using HTML Form Post に示される URL の場合、Web エージェントは次の

ようになります。webagent.juniper.net

• Port

HTTP の場合はポート 80 で、HTTPS の場合はポート 443 です。

• Path

Web エージェントのサインイン ページのパスです。パスは、スラッシュ

（/）で始める必要があります。Web エージェントのサインイン ページ URL

で、パスは Web エージェントの後に表示されます。たとえば、Authenticate

Using HTML Form Post に示される URL の場合、パスは次のようになりま

す。/siteminderagent/forms/login.fcc

• Parameters

ユーザーのサインイン時に送信するポスト パラメータです。使用できる一

般的な SiteMinder 変数には、_ _USER_ _、

_ _PASS_ _、および _ _TARGET_ _ があります。これらの変数は、Web エー

ジェントのサインイン ページでユーザーが入力したユーザー名とパスワー

ド、および Target フィールドに指定した値で置き換えられます。これら

は、login.fcc のデフォルトのパラメータです。したがって、カスタマイ

ズ設定を使用する場合は、これらのパラメータを変更する必要があります。
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表15: eTrust SiteMinder 設定オプション （続き）

説明オプション

標準のエージェントに認証を委任する場合には、このオプションを選択しま

す。ユーザーが Secure Access サインイン ページにアクセスするとき、Secure

Access は、保護リソースの認証方法に関連付けられている FCC URL を特定し

ます。Secure Access は、Secure Access サインイン URL をターゲットとし

て、ユーザーをその URL にリダイレクトします。標準のエージェントでの認

証が正常に行われると、SMSESSION Cookie がユーザーのブラウザに設定され、

ユーザーは Secure Access に再度リダイレクトされます。続いて Secure

Access は、自動的にユーザーをサインインさせ、Secure Access セッション

を確立します。

注意:

• この機能を使用するには、Automatic Sign In オプションを有効にしてお

く必要があります。

• このオプションを有効にしていて、ユーザーが、リソースへのアクセスを

試行するときにすでに有効な SMSESSION Cookie を持っている場合には、

Secure Access は、既存の SMSESSION Cookie を使用して自動的にサインイ

ンを試行します。Cookie が無効の場合には、Secure Access は SMSESSION

Cookie および対応する Secure Access Cookie をクリアして、ユーザーに

「timeout」ページを表示します。Secure Access は、ユーザーが「sign

back in」オプションをクリックしたときに、正常に認証を委任します。

• このオプションを選択した場合には、認証方法は対応する FCC URL でなけ

ればなりません。

Delegate

authentication to a

standard agent

表16: eTrust SiteMinder 詳細設定オプション

説明オプション

新しい鍵をチェックする目的で Secure Access が SiteMinder ポリシー サー

バーをポーリングする間隔を入力します。

Poll Interval

Secure Access からポリシー サーバーに確立できる同時接続の最大数を入力

します。デフォルト値は 20 です。

Max. Connections

Secure Access が接続を終了する前に、ポリシー サーバー接続が制御できる

要求の最大数を入力します。必要に応じてパフォーマンスを上げるために調整

してください。デフォルト値は 1000 です。

Max. Requests/

Connection

Secure Access が接続を終了するまでに、ポリシー サーバーへの接続がアイ

ドル状態（接続が要求を処理していない状態）を保つ最大時間を分単位で管理

します。デフォルト設定の「none」は、時間制限がないことを示します。

Idle Timeout

189Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第8章: 認証サーバーとディレクトリ サーバー



表16: eTrust SiteMinder 詳細設定オプション （続き）

説明オプション

ユーザーが完全に認証されているかを確認するために、認証直後に Secure

Access がポリシー サーバーのユーザー属性を調べるかどうかを指定します。

たとえば、eTrust サーバーが LDAP サーバー設定に基づいてユーザーを認証

する場合には、このオプションをオンにして、Secure Access が eTrust サー

バーを通じてユーザーを認証してから、LDAP サーバーを通じてユーザーを承

認し、その後でアクセスを許可するように設定できます。認証または承認が失

敗した場合、ユーザーは、ポリシー サーバーで設定されたページにリダイレ

クトされます。

注意:

• このオプションをオフにした状態で、ポリシー サーバー設定ユーティリ

ティの Policy Users > Exclude タブで承認オプションを設定した場合、

アクセスを拒否されたユーザーでも問題なく Secure Access に認証されま

す。ただし、ユーザーが保護リソースへのアクセスを要求すると、Secure

Access はユーザーの承認権限をチェックして、アクセスを拒否します。

• Secure Access は、ポリシー サーバーに同じリソースを送って、認証と承

認を求めます。

• このオプションは、Authenticate using HTML form post オプション また

は Automatic sign in オプション とは併用できません。

Authorize while

Authenticating

Secure Access が一定の期間 Cookie を有効とみなすように設定することで、

ユーザーが同じリソースを要求するたびに SMSESSION Cookie を何度も確認す

る手間を省くことができます。Secure Access はキャッシュに入っているクッ

キーを有効とみなし、ポリシー サーバーとの再照合を行いません。このオプ

ションを選択しないと、Secure Access は、要求を受け取るごとに毎回ユー

ザーの SMSESSION Cookie をチェックします。ここに入力した値は、セッショ

ン タイムアウトやアイドル タイムアウトのチェックには影響しません。

Enable Session Grace

Period,

Validate cookie

every N seconds

デフォルトでは、ユーザーがリソースを要求したとき、Secure Access は、そ

のリソースの URL 全体をポリシー サーバーに送信します（クエリ パラメー

タがある場合には、それを含みます）。たとえば、Secure Access は、

http://foo/bar?param=value のような URL をポリシー サーバーに送信しま

す。（クエリ データは、URL の ? 文字以降に示されます。この URL では、

param=value がクエリ パラメータを表しています。）

Secure Access は、認証要求の結果をクエリ パラメータを含めて 10 分間

キャッシュします。ユーザーが、キャッシュされている URL で指定される同

じリソースを要求した場合は、キャッシュされた URL のクエリ部分が新しい

要求に合致しないため、その要求は失敗します。Secure Access はこの後、ポ

リシー サーバーと再度通信を行って、新しいクエリ パラメータを含む要求を

行います。

Ignore Query Data オプションを選択している場合は、Secure Access は、そ

の URL 内のクエリ パラメータをキャッシュしません。したがって、ユーザー

がキャッシュされた URL と同じリソースを要求した場合、その要求は失敗し

ません。たとえば、Ignore Query Data オプションを有効にしている場合は、

以下の URL はいずれも同じリソースと見なされます。

http://foo/bar?param=value1

http://foo/bar?param=value2

このオプションを有効にすると、性能が向上する場合があります。

Ignore Query Data
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表16: eTrust SiteMinder 詳細設定オプション （続き）

説明オプション

このフィールドに入力する値は、ポリシー サーバー管理コンソールを通じて

入力されたアカウンティング ポートの値と一致している必要があります。デ

フォルトでは、このフィールドは、ポリシー サーバーのデフォルト設定値で

ある 44441 に設定されます。

Accounting Port

このフィールドに入力する値は、ポリシー サーバー管理コンソールを通じて

入力された認証ポートの値と一致している必要があります。デフォルトでは、

このフィールドは、ポリシー サーバーのデフォルト設定値である 44442 に設

定されます。

Authentication Port

このフィールドに入力する値は、ポリシー サーバー管理コンソールを通じて

入力された承認ポートの値と一致している必要があります。デフォルトでは、

このフィールドは、ポリシー サーバーのデフォルト設定値である 44443 に設

定されます。

Authorization Port

リソースの承認情報を 10 分間キャッシュに保存する Secure Access のリソー

ス キャッシュを削除するのに使用します。

Flush Cache

関連項目 178ページのSecure Access に対する SiteMinder 認証方式を作成する•

• 216ページのユーザー サインイン ポリシーの設定

Secure Access ロール マッピングのための SiteMinder ユーザー属性の使用

SiteMinder ポリシー サーバーでユーザー属性を作成した後、SiteMinder ポリシー サーバー

を使用する領域のロール マッピング規則で、これらの属性を使用できます。

Secure Access ロール マッピングのために SiteMinder ユーザー属性を使用するには、次の操

作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Realms または Users > User Realms を選

択します。

2. SiteMinder ポリシー サーバーを使用する Secure Access 領域に対する Authentication

Realms ページの General タブで、Directory/Attribute リストから Same as Above を選

択します。

注: Directory/Attribute リストから Same as Above の代わりに LDAP を選択

した場合は、ロール マッピング規則で SiteMinder 属性と LDAP 属性の両方を

使用できます。

3. Secure Access Role Mapping タブで、SiteMinder ユーザー属性 Cookie を参照する Secure

Access ユーザー属性に基づいて、規則を作成します。

たとえば、department という名の SiteMinder ユーザー属性 Cookie を参照するには、

Secure Access Role Mapping タブの Secure Access ユーザー属性のリストに department

を追加します。続いて、sales など、SiteMinder ユーザー属性 Cookie の値を指定します。
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また、ロール マッピング規則のカスタム式で、SiteMinder ユーザー属性 Cookie を参照す

る以下のような構文も使用できます。

userAttr.<cookie name>

例：

<userAttr.department = ("sales" and "eng")>

関連項目 191ページのSecure Access ロール マッピングのための SiteMinder ユーザー属性の使用•

• 202ページの認証領域の作成

• 204ページのロール マッピング規則

自動サインインのための SiteMinder 領域の定義

SiteMinder Automatic Sign In では、領域の認証サーバーが SiteMinder サーバーでなければ

なりません。アップグレードを行う場合に、認証用に SiteMinder サーバーを指定していない

Automatic Sign In 領域が既に定義されており、SiteMinder サーバーを設定済みの場合:

• その領域は、管理者コンソールの SiteMinder 認証設定にある SiteMinder 領域リストには

表示されません。

• アップグレード プロセスは、既存の領域に基づき eTrust Auto Login Realm と呼ばれる

新しい領域を作成しますが、これは SiteMinder サーバーを認証サーバーとして設定します。

新しいインストレーションに SiteMinder 領域を設定するには、次の操作を行います。

1. Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. New リストから SiteMinder を選択して、New Server をクリックします。

3. 希望の設定を行います。

4. Save Changes をクリックします。

5. 領域を設定し、SiteMinder サーバーを認証サーバーとして選択します。

6. Authentication > Auth. Servers を選択します。

7. 前に定義した SiteMinder サーバーを選択します。

8. SiteMinder authentication settings で、Automatic Sign In チェックボックスを選択し

ます。

9. ユーザー認証領域リストから先ほど設定した領域を選択します。

10. Save Changes をクリックします。

注: SiteMinder サーバー ページのユーザー認証領域リストだけに、SiteMinder 用

に設定した領域が表示されます。SiteMinder 領域を設定していない場合は、ドロッ

プダウン メニューは空になります。

関連項目 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定•
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• 193ページのSiteMinder と Secure Access の問題点のデバッグ

SiteMinder と Secure Access の問題点のデバッグ

問題 時には、eTrust SiteMinder サーバーと Secure Access との対話の設定中に、問題が発生する

場合があります。そのような場合、問題を見つけ解決するため、次のような様々なデバッグ

ツールを使用することができます。

ソリューション • Secure Access ログ ファイルを確認します。Secure Access は、Cookie 検証、認証要求、

およびキー ロールオーバーの失敗をトラッキングします。

• ポリシー サーバー認証ログ ファイルを確認します。

• Authentication using HTLM Form POST オプションを選択している場合は、標準 Web エー

ジェントのログ ファイルを確認します。

• Secure Access に、Cookie Domain フィールドで定義した適切なサフィックスが含まれてい

るかどうかを確認します。Secure Access のアドレスが正しくない場合は、ブラウザは正し

い SMSESSION Cookie を Secure Access に送信できず、ユーザーはサインインすることがで

きません。ブラウザには、Secure Access の IP アドレスではなく、Secure Access の FQDN

を入力しなければなりません。そうでない場合、ログインに失敗します。

• Secure Access のシステム時刻が SiteMinder サーバーのシステム時刻と同期しているかど

うかを確認します。この 2 つのシステム時刻の違いがあまりに大きい場合、タイムアウト設

定が正しく機能せず、サインインが拒否される場合があります。

• SiteMinder サーバーで、Siteminder Realm ダイアログで適切な Session Timeout オプショ

ンである max timeout および idle が定義されていることを確認します。

• Secure Access にサインインして、eTrust によって保護された Web エージェントにブラウ

ズし、その後、シングル サインオン（SSO）ページではなく、eTrust サインイン ページに

アクセスする場合、Secure Access Cookie Domain 値をチェックして、ドメインが eTrust

によって保護された Web エージェントのドメインと一致しているかどうか確認していくださ

い。Send Cookie Securely オプションの設定を確認します。Send Cookie Securely オプショ

ンが yes に設定されている場合、SSO は安全な https:// サイトでしか動作しません。Send

Cookie Securely オプションが no に設定されている場合、SSO は http:// サイトと https://

サイトの両方で動作します。

関連項目 176ページのSecure Access と連携させるための SiteMinder の設定•

SAML サーバー インスタンスを設定する

Secure Access は、アーティファクト プロファイルまたは POST プロファイルのいずれかを使

用して SAML オーソリティが生成した認証アサーションを受け入れます。この機能により、ユー

ザーは、最初に Secure Access を経由することなくソース サイトあるいはポータルにサイン

インでき、次に、SAML コンシューマ サービスを経由してシングル サインオン（SSO）で Secure

Access にアクセスできます。

このような理由から、他で認証するユーザーは、再びサインインすることなく、Secure Access

の後方のリソースにアクセスできます。
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アーティファクト プロファイルおよび POST プロファイルを使用する

サポートされているこれら 2 つのプロファイルは、同じタスクを完了するために異なる方法を

提供します。エンドユーザーの目的は、異なるリソースやアプリケーションごとに別々のサイ

ンイン ページを経由することなく、必要とするすべてのリソースに 1 回でサインインするこ

とです。エンドユーザーはトランスペアレンシを求めますが、管理者は表示されるサーバーや

サイトにかかわらずシステム上のすべてのリソースについて完璧なセキュリティを求めます。

アーティファクト プロファイルでは、ブラウザが HTTP の GET リクエストによって取得する

ことができる自動化されたリクエスト 応答 HTTP メッセージを構築する必要があります。

POST プロファイルでは、SAML アサーションを格納でき、エンドユーザーのアクションまたは

スクリプトのアクションを HTTP の POST メソッドを使用して送信することができる HTML

フォームを構築する必要があります。

アーティファクト プロファイル シナリオを使用する

SAML サーバーは、一般的に以下のアーティファクト プロファイルのシナリオをサポートして

います。

1. ユーザーはブラウザを介してソース サイトにアクセスします。ソース サイトは、Secure

Access 認証アクセス管理システムを使用しない企業ポータルであると考えられます。

2. ソース サイトは、ユーザー名とパスワードの入力を要求します。

3. ユーザーはユーザー名とパスワードを提供し、ソース サイトはそれらを LDAP ディレクト

リあるいは他の認証サーバーへの呼び出しによって認証します。

4. 次にユーザーはソース サイトのリンクをクリックします。このリンクは、Secure Access

デバイスの後ろで保護されているサーバーのリソースをポイントします。

5. リンクはユーザーをソース サイトの Intersite Transfer Service URL へリダイレクトし

ます。ソース サイトは認証アサーション メッセージを自らのキャッシュから引き出し、そ

れを SOAP メッセージ内に含めます。ソース サイトは SAML アーティファクト（Base64 文

字列）を構成し、それを URI で、宛先アドレスとアサーション アドレスと共にブラウザに

戻します。

6. 宛先サイトは、ソース サイトから受け取るアーティファクトに基づいて、ソース サイトか

ら認証されたアサーションに問い合わせます。

7. 経過時間が許可されたクロック スキュー時間の範囲であれば、Secure Access がアサーショ

ンを有効な認証として受け入れ、ユーザーは他のすべての Secure Access ポリシ制限を満

たし、Secure Access はユーザーに対して要求したリソースへのアクセスを許可します。

アーティファクト プロファイルのリライング パーティとして Secure Access をサポートする

ために、行う必要がある主なタスクは、以下になります。

• 以下を行うアサーション コンシューマ サービス

• アーティファクトを含むリダイレクト URL の受信

• SAML リクエストの生成と送信

• SAML 応答の受信と処理
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• 以下を行うためのアサーション コンシューマ サービスと既存の Secure Access プロセスの

統合

• SAML アサーションのローカル ユーザーへの割り当て

• Secure Access ユーザー セッションの作成

• ローカル認証の実行

• リソースの提供またはアクセスの拒否

POST プロファイル シナリオの使用

SAML サーバーは、一般的に以下のような POST プロファイルのシナリオをサポートしていま

す。

1. エンドユーザーは、ソース Web サイトにアクセスし、以後そのサイトをソース サイトと呼

びます。

2. ソース サイトは、ユーザーが現在のセッションを持っているかどうかを確認します。

3. 持っていない場合には、ソース サイトはユーザーにユーザー認証情報の入力を求めます。

4. 認証情報とは、ユーザー名とパスワードなどのことです。

5. 認証に成功すると、ソース サイトの認証サーバーはユーザーに対してセッションを作成し、

ポータル アプリケーションの適切な Welcome ページを表示します。

6. 次にユーザーは、宛先の Web サイト上にあるリソースまたはアプリケーションを示すメ

ニュー オプションまたはリンクを選択します。

7. ポータル アプリケーションは、その要求をソース サイト上にホストされているローカルの

サイト間転送サービスに送信します。この要求には移動先サイト上のリソースの URL、すな

わち TARGET URL が含まれています。

8. サイト間転送サービスは、HTML フォームをブラウザに送信します。HTML FORM には、SAML

アサーションを内容とする SAML 応答が格納されています。この応答はデジタル署名されて

います。一般的に、HTML FORM は HTTP POST となる入力または送信アクションを含んでい

ます。これは、ユーザーがクリックできる Submit ボタン、またはプログラム的に HTTP

POST を開始するスクリプトのいずれかになります。

9. ブラウザは、ユーザーのアクションまたは自動送信アクションのいずれかによって、SAML

応答を格納する HTTP POST を送信先の Web サイトのアサーション コンシューマ サービス

に送信します。

10.リライング パーティのアサーション コンシューマ（この場合は送信先の Web サイト上に

あります）は、SAML 応答のデジタル署名を確認します。

11.有効であれば、アサーション コンシューマはブラウザにリダイレクトを送信し、これによっ

てブラウザが TARGET リソースにアクセスします。

12.送信先サイトの Secure Access は、ユーザーが送信先のサイトと TARGET リソースにアク

セスする認証を受けていることを確認します。

13.ユーザーが送信先サイトと TARGET リソースにアクセスする認証を受けている場合には、

Secure Access は TARGET リソースをブラウザに返します。
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POST プロファイルのリライング パーティとして Secure Access をサポートするために、行う

必要がある主なタスクは、以下になります。

• POST フォームの受信と処理を行うアサーション コンシューマ サービスの配備

• 以下を行うためのアサーション コンシューマ サービスと既存の Secure Access プロセスの

統合

• SAML アサーションのローカル ユーザーへの割り当て

• Secure Access ユーザー セッションの作成

• ローカル認証の実行

• リソースの提供またはアクセスの拒否

関連項目 196ページのアサーションについて理解する•

アサーションについて理解する

要求－応答の通信における各パーティは、特定の要件を満たしている必要があります。これら

の要件は、アサーションとアーティファクトが正しく処理されるように、可能なインフラスト

ラクチャを提供します。

• アーティファクトは、40 バイトの Base64 コード化文字列です。アーティファクトはソース

サイトでアサーションを参照するトークンとして作用します。そのためアーティファクトの

所有者である Secure Access は、ソース サイトにサインインして Secure Access が保護す

るリソースへのアクセスを求めるユーザーを認証することができます。ユーザーが Secure

Access が保護するリソースへのアクセスを試みると、その後ソース サイトは、アーティファ

クトをリダイレクトで Secure Access に送ります。アーティファクトには以下が含まれま

す。

• TypeCode — 0x0001 の 2 バイト 16 進コードで、アーティファクトのタイプを示します。

• SourceID －20 バイトの暗号化文字列で、ソース サイトの ID と場所を特定します。Secure

Access は、対応する SAML レスポンダの SourceID 値と URL の表を維持します。Secure

Access とソース サイトは、この情報をバック チャンネルで通信します。SAML アーティ

ファクトを受け取るとき、Secure Access は、SourceID が既知のソース サイトに含まれ

るかどうかを判断します。含まれる場合は、SAML 要求を送る前にサイトの場所を取得しま

す。ソース サイトはソース サイト自体の URL の SHA 1 ハッシュを計算して SourceID

を生成します。

• AssertionHandle － 20 バイトのランダムな値で、ソース サイトによって保存あるいは生

成されたアサーションを示します。この値のうち少なくとも 8 バイトは、暗号化により安

全性が確保された RNG あるいは PRNG から取得される必要があります。

• サイト間転送サービスは、ソース サイト上の識別情報の提供元の URL（Secure Access では

ない）です。管理者コンソールにこの URL を指定することにより、Secure Access は、ユー

ザーの資格証明書をキャッシュに保存したソース サイトへの認証要求を作成できます。要求

は以下の例と類似したものになります。
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GET http://<inter site transfer host name and

path>?TARGET=<Target>...<HTTP Version><other HTTP 1.0 or 1.1 components>

上の例では、<inter site transfer host name and path> は、ソース側サイト間転送 URL

のホスト名、ポート番号、パス コンポーネントからなり、Target=<Target> は、宛先（Secure

Access 保護）サイト側の要求されたターゲット リソースを示します。要求は以下のように

なります。

GET http://10.56.1.123:8002/xferSvc?TARGET=http://www.dest.com/sales.htm

• サイト間転送サービスは、ユーザーのブラウザを、宛先サイトのアサーション コンシューマ

サービス、この場合は Secure Access にリダイレクトします。ソース サイトのサイト間転

送サービスからの HTTP 応答は、以下の形式でなければなりません。

<HTTP Version> 302 <Reason Phrase>

<other headers>

Location:http://<assertion consumer host name and path>?<SAML

searchpart><other HTTP 1.0 or 1.1 components>

上の例では、 <assertion consumer host name and path> は、宛先サイト側アサーション

コンシューマ URL のホスト名、ポート番号、アサーション コンシューマ URL のパス コン

ポーネントを提供し、<SAML searchpart>= …TARGET=<Target> …SAMLart=<SAML artifact>…

は、<SAML searchpart> コンポーネントに含まれるべき 1 つのターゲットの記述からなりま

す。SAML <SAML searchpart> コンポーネントには、少なくとも 1 つの SAML アーティファ

クトを含める必要があります。アサート側は、複数の SAML アーティファクトを含めること

ができます。

注: ステータス コード 302 を使用して、要求されたリソースが一時的に別の

URI に存在することを示すことができます。

<SAML searchpart> に複数のアーティファクトが含まれる場合、すべてのアーティ

ファクトが同じ SourceID を共有する必要があります。

リダイレクトは以下のようになります。

HTTP/1.1 302 Found

Location:http://www.ive.com:5802/artifact?TARGET=/www.ive.com/&SAMLart=artifact

• ユーザーのブラウザは、アサーション コンシューマ サービスにアクセスし、SAML アーティ

ファクトは URL に添付されたユーザーの認証情報を表示します。

HTTP 要求は以下のようになる必要があります。

GET http://<assertion consumer host name and path>?<SAML searchpart>

<HTTP Version><other HTTP 1.0 or 1.1 request components>

上の例では、<assertion consumer host name and path> は、宛先サイト側アサーション コ

ンシューマ URL のホスト名、ポート番号、パス コンポーネントを提供します。

<SAML searchpart>= …TARGET=<Taret>…SAMLart=<SAML artifact> …

<SAML searchpart> コンポーネントには、ターゲットの記述が 1 つ含まれる必要がありま

す。<SAML searchpart> コンポーネントには、少なくとも 1 つの SAML アーティファクトを

含める必要があります。複数の SAML アーティファクトを含めることも可能です。<SAML
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searchpart> 内に複数のアーティファクトが含まれる場合、すべてのアーティファクトは同

じ SourceID を持つ必要があります。

アサーション コンシューマ URL は、SSL 3.0 あるいは TLS 1.0 以降でない限り、表示して

はなりません。表示した場合、転送されたアーティファクトを攻撃者がプレーン テキストで

見る可能性があります。

• 発行者の値は、通常ソース サイトの URL です。アサーションから発行者の値を返す <ISSUER>

変数を指定することができます。

• ユーザー名テンプレート は、SAML 名識別子要素への参照で、アサート側がユーザー名の形

式を提供することができます。SAML の仕様は、以下の形式の値を許可します。

• Unspecified － コンテンツの解釈が個々の実装に一任されていることを示します。この場

合、assertionName 変数を使用することができます。

• Email Address － コンテンツが電子メール アドレスの形式であることを示します。この

場合、assertionName 変数を使用することができます。

• X.509 Subject Name－コンテンツが X.509 サブジェクト名の形式であることを示します。

この場合、assertionNameDN 変数を使用することができます。<RDN>。

• Windows Domain Qualified Name － コンテンツが DomainName\Username の形式の文字列

であることを示します。

ユーザー名テンプレートを、SAML アサーションが含むユーザー名のタイプを受け入れるよう

に定義する必要があります。

• SAML アーティファクト上の傍受を防ぐため、ソース サイトと宛先サイトは、クロックをで

きる限り同期させる必要があります。Secure Access とソース サイト間の最大許容時間差を

示す Allowed Clock Skew 属性を Secure Access は、提供します。Secure Access は、許可

されたクロック スキュー時間を超えるあらゆるアサーションを拒否します。

関連項目 193ページのSAML サーバー インスタンスを設定する•

• 198ページの新規 SAML サーバー インスタンスを作成する

新規 SAML サーバー インスタンスの作成

新しい SAML サーバー インスタンスを作成し、共通の要素を設定するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. New リストから SAML Server を選択して、New Server をクリックします。

3. サーバー インスタンスを識別する名前を指定します。

4. Settings で、Source Site Inter Site Transfer Service URL を指定します。

5. ソース サイトの発行者の値を指定します。通常、アサーションの発行者の URL またはホス

ト名です。
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6. ユーザー名テンプレートを指定します。これは、SAML アサーションから Secure Access

ユーザー領域へのマッピング文字列です。たとえば、<assertionNameDN.CN> と入力します。

これは、アサーションの CN 値からユーザー名を取得します。

7. Allowed Clock Skew の値を分単位で指定します。この値は、IVE クロックとソース サイト

のクロックとの間の許容差を指定します。

8. アーティファクト プロファイルまたは POST プロファイルの設定を定義します。

関連項目 193ページのSAML サーバー インスタンスの設定•

• 199ページのアーティファクト プロファイルを使用するように SAML サーバー インスタンス

を設定する

• 200ページのPOST プロファイルを使用するように SAML サーバー インスタンスを設定する

アーティファクト プロファイルを使用するように SAML サーバー インスタンスを設定する

アーティファクト プロファイルを使用するように SAML サーバーを設定するには、次の操作を

行います。

1. New SAML Server ページで Source ID に入力します。ソース ID は 20 バイトの識別子で

あり、あるソース サイトからのアサーションを認識するために Secure Access が使用しま

す。

2. Source SOAP Responder Service URL を入力します。この URL は、HTTPS: プロトコルの形

式で指定する必要があります。

3. SOAP Client Authentication の種類を選択します。

• HTTP Basic を選択する場合、ユーザー名とパスワードを入力し、確認のためにパスワー

ドを再入力します。

• SSL Client Certificate を選択する場合、ドロップダウン メニューから Secure Access

証明書を選択します。

4. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

Settings タブで、SAML サーバー インスタンスおよびアーティファクト プロファイルに付随

する任意の設定を変更することができます。Users タブには、サーバーの有効なユーザーのリ

ストが表示されます。

関連項目 198ページの新規 SAML サーバー インスタンスの作成•

• 193ページのSAML サーバー インスタンスの設定
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POST プロファイルを使用するように SAML サーバー インスタンスを設定する

POST プロファイルを使用するように SAML サーバーを設定するには、次の操作を行います。

1. New SAML Server ページで Post オプションを選択します。

2. レスポンス署名証明書の名前を入力するか、場所を指定します。これは PEM 形式の署名入

り証明書で、SAML 応答署名検証からロードされます。

選択した証明書は、ソース サイトにおいて SAML 応答の署名に使用した証明書と同一でな

ければなりません。ソース サイトは、ソース サイトの設定に従って、この証明書を SAML

応答と共に送信します。デフォルトでは、システムは最初に、ローカルで設定された証明書

に対して SAML 応答の署名検証を行います。証明書が SAML 認証サーバー内にローカルに設

定されていない場合は、システムはソース サイトからの SAML 応答に含まれている証明書

に対して署名検証を行います。

3. IVE が SAML 認証サーバーの POST プロファイルに設定された署名証明書の有効性をチェッ

クできるようにするには、Enable Signing Certificate status checking オプションを選

択します。有効期限の切れた証明書が失効されている可能性があります。

4. 証明書がすでにロードされているときに別の証明書を使用したい場合には、証明書の場所を

指定してから Delete をクリックします。この後、別の証明書をインストールすることがで

きます。

5. Save Changes をクリックします。はじめてサーバー インスタンスを作成するときには、

Settings タブと Users タブが表示されます。

Settings タブで、SAML サーバー インスタンスおよびアーティファクト プロファイルに付

随する任意の設定を変更することができます。Users タブには、サーバーの有効なユーザー

のリストが表示されます。

関連項目 • 198ページの新規 SAML サーバー インスタンスの作成

• 193ページのSAML サーバー インスタンスの設定
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第9章

認証領域

• 認証領域の概要 201ページ

• 認証領域の作成 202ページ

• 認証アクセス ポリシを定義する 203ページ

• ロール マッピング規則 204ページ

• 認証領域にロール マッピング規則を指定する 205ページ

• LDAP サーバー カタログを使用する 207ページ

• ユーザー領域 UI 表示のカスタマイズ 211ページ

認証領域の概要

認証領域は、IVE にサインインするためにユーザーが満たす必要のある条件を指定します。認

証領域は、以下の認証リソースのグループから構成されます。

• 認証サーバー － ユーザーが本人に間違いないかどうかを検証します。SA は、ユーザーがサ

インイン ページで提示する資格情報を認証サーバーに転送します。

• ディレクトリ サーバー － LDAP サーバー。SA が、ユーザーに 1 つ以上のユーザー ロール

を割り当てる際に使用する、ユーザーとグループの情報を SA に提供します。

• 認証ポリシー － SA がユーザーの資格情報を確認のため認証サーバーに送る以前に満たす必

要がある、領域セキュリティ要件を指定します。

• ロール マッピング規則 － ユーザーを 1 つまたは複数のロールにマップする際に、ユーザー

が満たす必要のある条件です。この条件は、領域のディレクトリ サーバーに返されたユー

ザー情報、またはユーザー名に基づいています。

認証領域は、SA アクセス管理フレームワークに不可欠な部分であり、すべての Secure Access

製品で利用できます。ただし SA 700 アプライアンスではカスタム式が利用できません。その

他の Secure Access 製品で使用するには、特別なライセンスが必要です。したがって、領域を

作成するときに、すべての管理者がカスタム式を使用した高度なロール マッピング規則を作成

できるわけではありません。

関連項目 213ページのサインイン ポリシーについて•

• 203ページの認証アクセス ポリシーの設定

• 202ページの認証領域の作成
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認証領域の作成

認証領域を作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Realms または Users > User Realms を選

択します。

2. それぞれの Authentication Realm ページで、New をクリックします。あるいは、領域を選

択して Duplicate をクリックし、既存の領域に基づいた領域を作成します。

3. この領域に指定する名前と、オプションで説明を入力します。

4. 既存の領域をコピーする場合は、Duplicate をクリックします。その設定を変更する場合

は、領域の名前をクリックして、編集モードにします。

5. 編集するために領域を開いたときに Role Mapping タブが選択された状態にするには、When

editing, start on the Role Mapping page を選択します。

6. Servers で、次の項目を指定します。

• この領域にサインインするユーザーを認証する認証サーバー。

• ロール マッピング規則やリソース ポリシー用に、ユーザー属性やグループ情報を抽出す

るディレクトリ/属性サーバー。（オプション）

• ユーザーが Infranet Controller にいつサインインおよびサインアウトするかを追跡で

きる RADIUS アカウンティング サーバー。（オプション）

7. セカンダリ ユーザー資格情報を SSO 対応のリソースに送信する場合、あるいは Secure

Access デバイスへのアクセスに 2 要素認証を有効にする場合は、Additional authentication

server を選択します。次に以下の操作を行います。

a. セカンダリ認証サーバーの名前を選択します。匿名サーバー、認証サーバー、または

eTrust SiteMinder サーバーは選択できないのでご注意ください。

b. Secure Access のサインイン プロセスにおいて、セカンダリ サーバーにユーザー名を

手動で送信するようユーザーに要求するには、Username is specified by user on

sign in page を選択します。ユーザー名を自動的にセカンダリ サーバーに送信する場

合は、predefined as フィールドに静的テキストまたは有効な変数を入力します。デフォ

ルトでは、Secure Access は <username> セッション変数を送信します。この変数には、

プライマリ認証サーバーのサインインに使用されるのと同じユーザー名が格納されます。

c. Secure Access サインイン プロセスの際に、セカンダリ サーバーにパスワードを手動

で送信するようユーザーに要求するには、Password is specified by user on sign in

page を選択します。パスワードを自動的にセカンダリ サーバーに送信する場合は、

predefined as フィールドに静的テキストまたは有効な変数を入力します。

d. Secure Access へのアクセスの管理を、ユーザーのセカンダリ資格情報の成功した認証

に基づいて行う場合は、End session if authentication against this server fails
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を選択します。選択した場合、ユーザーのセカンダリ資格情報が失敗すると認証が失敗

します。

8. この領域に対して動的ポリシー評価を使用する場合は、Dynamic policy evaluation を選択

して、この領域の認証ポリシー、ロール マッピング規則、ロール制限の動的ポリシー評価

に対する自動タイマーを有効にします。次に以下の操作を行います。

a. Refresh interval オプションを使用して、Infranet Controller が領域に現在サインイ

ンしているすべてのユーザーの自動ポリシー評価を実行する頻度を指定します。数値を

分で指定します（5 ～ 1440）。

b. この領域にいるすべてのユーザーのロールも更新するには、Refresh roles を選択しま

す。（このオプションは、Refresh Now ボタンの範囲をコントロールしません。）

c. リソース ポリシー（ミーティングおよび E メール クライアントは含まない）も更新す

るには、Refresh resource policies を選択します。（このオプションは、Refresh Now

ボタンの範囲をコントロールしません。）

d. この領域の認証ポリシー、ロール マッピング規則、ロール制限、ユーザー ロール、お

よび領域に現在サインインしているすべてのユーザーのリソース ポリシーを手動で評価

するには、Refresh Now をクリックします。認証ポリシー、ロール マッピング規則、

ロール制限、またはリソース ポリシーを変更し、この領域のユーザーのロールを直ちに

更新する場合は、このボタンを使用します。

9. Save Changes をクリックして、Secure Access デバイス上で領域を作成します。認証領域

の General タブ、Authentication Policy タブ、および Role Mapping タブが表示されま

す。

10.次の設定手順を行います。

a. 1 つ以上のロール マッピング ルールを設定します。

b. 領域用に認証ポリシーを設定します。

関連項目 203ページの認証アクセス ポリシーの定義•

• 216ページのユーザー サインイン ポリシーの設定

• 59ページの動的ポリシー評価

認証アクセス ポリシを定義する

認証ポリシとは、アクセス管理の一面、領域のサインイン ページをユーザーに表示するかどう

かを制御する一連の規則です。認証ポリシは認証領域の設定に含まれるもので、サインイン

ページをユーザーに表示する前に Secure Access で検討する規則を指定します。ユーザーが領

域の認証ポリシで指定されている要件を満たしている場合は、Secure Access は該当するサイ

ンイン ページをユーザーに表示し、その後ユーザーの証明書を適切な認証サーバーに転送しま

す。このサーバーでユーザー認証が正常に行われると、次に Secure Access はロール評価プロ

セスを行います。
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認証領域ポリシを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Realms or Users > User Realms を選択し

ます。

2. それぞれの Authentication Realms ページで、Specifying RADIUS Request Attributes を

クリックして Authentication Policy タブをクリックします。

3. Authentication Policy ページで、Related Topics セクションで説明しているアクセス管

理オプションを 1 つまたは複数設定します。

関連項目 61ページのソース IP のアクセス制限を指定する•

• 66ページのパスワードのアクセス制限を指定する

• 65ページの証明書のアクセス制限を指定する

• 63ページのブラウザのアクセス制限を指定する

• 67ページのセッションの制限を指定する

ロール マッピング規則

ロール マッピング規則は Secure Access がユーザーを 1 つまたは複数のロールにマップする

際に、ユーザーが満たす必要のある条件です。この条件は、領域のディレクトリ サーバーに返

されたユーザー情報またはユーザー名に基づいています。ロール マッピング ディレクティブ

は以下の形式で指定する必要があります。<指定した条件が true でない場合に、ユーザーを選択

したロールにマップします。>.

ロール マッピング規則は、認証領域の Role Mapping タブで作成します。このタブで New Rule

をクリックすると、規則を定義するためのインライン エディタとともに Role Mapping Rule

ページが表示されます。このエディタを使用して、以下の 3 つの手順にそって規則を作成しま

す。

• 規則を設定する条件のタイプを指定します。次のオプションがあります。

• ユーザー名

• ユーザー属性

• 証明書または証明書属性

• グループ メンバーシップ

• カスタム式

• 以下を含む、評価する条件を指定します。

• 選択した条件のタイプに応じた 1 つまたは複数のユーザー名、ユーザー属性、証明書属

性、グループ（LDAP）または式

• 値と一致するもの。この場合、RADIUS または LDAP サーバーからのユーザー名、ユーザー

属性値、クライアントサイド証明書の値（静的な値または LDAP 属性との比較）、LDAP グ

ループ、または事前に定義されたカスタム式のリストを含めることができます。
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• 認証されたユーザーに割り当てるロールを指定します。

Secure Access は、ユーザーに割り当てが可能な適切なロールのリストを編集します。ここに

含まれるロールは、ユーザーが従わなければならないロール マッピング規則によって指定され

ているロールです。その後、Secure Access は各ロールの定義を評価して、ユーザーがロール

制限に違反していないかどうかを確認します。Secure Access はこの情報を使用して、有効な

ロールのリストを編集します。ここに含まれるロールは、ユーザーがすべての追加要件を満た

しているロールです。最後に、Secure Access は領域の Role Mapping タブで指定されている

設定に応じて、有効なロールのパーミッシブ マージを実行するか、または、ユーザーに有効な

ロールのリストを表示します。

関連項目 83ページのユーザー ロールの概要•

認証領域にロール マッピング規則を指定する

LDAP または SiteMinder ユーザー属性、LDAP グループ情報、またはカスタム式を使用する新

しい規則を作成する場合は、サーバー カタログを使用する必要があります。

認証領域にロール マッピング規則を指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Realms または Users > User Realms を選

択します。

2. それぞれの Authentication Realms ページで、領域を選択して Role Mapping タブをクリッ

クします。

3. New Rule をクリックして Role Mapping Rule ページにアクセスします。このページでは、

規則を定義するためのインライン エディタが使用できます。

4. Rule based on リストでは、以下のいずれかを選択します。

• Username － Username は、サインイン ページで入力された Secure Access ユーザー名

です。Secure Access ユーザー名に基づいてユーザーをロールにマップするには、このオ

プションを選択します。このタイプの規則はすべての領域で使用できます。

• User attribute － User attribute は、RADIUS、LDAP、または SiteMinder サーバーか

ら取得するユーザー属性です。対応するサーバーの属性に基づいてユーザーをロールに

マップする場合、このオプションを選択します。この種類の規則は、認証サーバーに

RADIUS サーバーを使用する領域、あるいは認証サーバーまたはディレクトリ サーバーに

LDAP または SiteMinder サーバーを使用する領域だけに利用できます。User attribute

オプションを選択したら、Update をクリックして、Attribute リストと Attributes ボ

タンを表示します。Attributes ボタンをクリックして、サーバー カタログを表示しま

す。

• SiteMinder ユーザー属性を追加するには、サーバー カタログの Attribute フィール

ドに SiteMinder ユーザー属性の Cookie 名を入力して、Add Attribute をクリックし

ます。Cookie 名の追加が完了したら、OK をクリックします。Secure Access は、Role

Mapping Rule ページの Attribute リストに SiteMinder ユーザー属性 Cookie の名前

を表示します。

• Certificate or Certificate attribute － Certificate or Certificate attribute は、

ユーザーのクライアントサイド証明書でサポートされる属性です。証明書属性に基づいて
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ユーザーをロールにマップする場合は、このオプションを選択します。Certificate オプ

ションは、すべての領域で使用できます。Certificate attribute オプションは、認証

サーバーまたはディレクトリ サーバーに LDAP を使用する領域のみに使用できます。こ

のオプションを選択したら、Update をクリックして Attribute テキスト ボックスを表

示します。

• Group membership － Group membership は、サーバー カタログの Groups タブに追加す

る LDAP サーバーまたはネイティブの Active Directory サーバーのグループ情報です。

LDAP または Active Directory グループ情報に基づいてユーザーをロールにマップする

場合は、このオプションを選択します。このタイプの規則は、認証サーバーまたはディレ

クトリ サーバーに LDAP サーバーを使用している領域か、認証に Active Directory サー

バーを使用している領域だけに利用できます。（Active Directory サーバーは、領域の

認証サーバーとして指定できないことに注意してください。）

• Custom Expressions － Custom Expressions は、サーバー カタログで定義する 1 つ以

上のカスタム式を指します。カスタム式に基づいてユーザーをロールに適用する場合に、

このオプションを選択します。このタイプの規則はすべての領域で使用できます。このオ

プションを選択したら、Update をクリックして Expressions リストを表示します。

Expressions ボタンをクリックして、サーバー カタログの Expressions タブを表示しま

す。

注: 複数のカスタム式を同じ規則に追加する場合は、Secure Access は、式の

「OR」規則を作成します。たとえば、ある規則に次の式を追加するとします。

• 式 1:cacheCleanerStatus = 1

• 式 2:loginTime = (8:00AM TO 5:00PM)

これらの式に基づくと、キャッシュクリーナーがユーザーのシステムで実行し

ている場合、「または」そのユーザーが Secure Access デバイスに 8:00 か

ら 5:00 の間にサインインした場合に、ユーザーはこの規則に一致します。

5. Rule で、評価する条件を指定します。これは、選択した規則の種類に対応しており、以下

の内容で構成されます。

a. 1 つまたは複数のユーザー名、SiteMinder ユーザー属性 Cookie 名、RADIUS または

LDAP ユーザー属性、証明書属性、LDAP グループ、またはカスタム式を指定します。

b. 式で使用する値を指定します。この値には、Secure Access ユーザー名のリスト、RADIUS、

SiteMinder、または LDAP サーバーのユーザー属性値、クライアントサイド証明書の値

（静的属性値または LDAP 属性値）、LDAP グループ、またはカスタム式などがありま

す。

たとえば department という名前の SiteMinder ユーザー属性 Cookie を Attribute リ

ストから選択し、is をオペレータ リストから選択して、sales と eng をテキスト ボッ

クスに入力することができます。

または、department という名の SiteMinder ユーザー属性 Cookie を参照するカスタム

式規則を、次のように入力できます。
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<userAttr.department = ("sales" and "eng")>

6. ...then assign these roles で、次の設定を行います。

a. Selected Roles リストにロールを追加することによって、認証ユーザーに割り当てる

ロールを指定します。

b. ユーザーがこの規則に指定された条件を満たしたときに Secure Access によるロール

マッピング規則の評価を停止させるには、Stop processing rules when this rule matches

をチェックします。

7. Save Changes をクリックして、Role Mapping タブで規則を作成します。規則の作成が完了

したら、次の操作を行います。

Secure Access に評価させたい順番にロール マッピング規則を並べます。条件の一致によって

ロール マッピング規則の処理を停止したい場合、正しい順番に並んでいることが特に重要にな

ります。

関連項目 204ページのロール マッピング規則•

• 56ページのポリシー、規則、制限、条件の概要

LDAP サーバー カタログを使用する

LDAP サーバー カタログは、Secure Access がユーザーをロールにマップするときに使用する、

追加の LDAP 情報を指定する第 2 のウィンドウで、次の情報が含まれます。

• Attributes － Server Catalog Attributes タブでは、cn、uid、uniquemember および

memberof などの一般的な LDAP 属性リストが表示されます。このタブは、LDAP サーバーの

サーバー カタログにアクセスするときのみ使用できます。このタブを使用して、Secure

Access サーバー カタログにカスタム値を加えたり、カタログから値を削除したりして、LDAP

サーバー属性を管理できます。Secure Access は LDAP サーバーの値のローカル コピーを維

持します。つまり、属性は、LDAP サーバーのディクショナリに追加されたり、ディクショナ

リから削除されません。

• Groups － Server Catalog Groups タブは、LDAP サーバーからグループ情報を簡単に取得

し、サーバーの Secure Access サーバー カタログに追加するメカニズムを提供します。グ

ループの BaseDN とオプションでフィルタを指定して、検索を開始します。グループの正確

な内容がわからない場合は、dc=juniper、dc=com などの BaseDN としてドメイン ルートを

指定できます。検索ページにはサーバーからのグループ リストが返され、そこから Groups

リストに入力するグループを選択できます。

注: 「Finding user entries」で LDAP サーバーの設定ページに指定した BaseDN

値は、デフォルトの BaseDN 値になります。フィルタ値のデフォルトは、(cn=∗)

となります。

Groups タブでもグループを指定できます。cn=GoodManagers、ou=HQ、ou=Juniper、o=com、

c=US などグループの完全修飾識別名（Fully Qualified Distinguished Name: FQDN）を指定

する必要がありますが、このグループにラベルを割り当てて、Groups リストに表示すること
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ができます。LDAP サーバーのサーバー カタログにアクセスする場合にだけ、このタブを使

用できることに注意してください。

• Expressions － Server Catalog Expressions タブは、ロール マッピング規則にカスタム式

を記述するメカニズムを提供します。

LDAP サーバー カタログを表示するには、次の操作を行います。

• Role Mapping Rule ページで User attribute オプションを選択し、次に Update をクリッ

クして Attribute リストと Attributes ボタンを表示します。

• Attributes ボタンをクリックして、LDAP サーバー カタログを表示します。（Group

membership オプションを選択した後 Groups をクリック、あるいは、Custom Expressions

オプションを選択した後 Expressions をクリックすることも可能です。）

図 4: Server Catalog > Attributes タブ － LDAP に対する属性の追加
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図 5: Server Catalog Groups タブ － LDAP グループの追加
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図 6: Server Catalog > Groups タブ ー Active Directory グループの追加

関連項目 205ページの認証領域にロール マッピング規則を指定する•

• 961ページのカスタム式

ユーザー領域 UI 表示のカスタマイズ

User Authentication Realms ページでカスタマイズのオプションを使用して、特定の領域ある

いは領域セットに関連する設定をすばやく表示することができます。たとえば、すべてのユー

ザー領域に関連付けるロール マッピング規則を表示することができます。さらに、これらのカ
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スタマイズした表示を使用して、認証ポリシー、サーバー、ロール マッピング規則、ユーザー

領域に関連付けられているロールに簡単にリンクすることができます。

User Authentication Realms ページでデータのサブセットを表示するには、以下の操作を行い

ます。

1. View メニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Overview － 指定したユーザー領域に対して設定した、認証サーバーと動的ポリシー評価

設定を表示します。この設定を使用して、指定したサーバーの設定ページにもリンクする

ことができます。

• Authentication Policy － 特定のユーザー領域に対して有効化した、ホストチェッカー

とキャッシュクリーナー制限を表示します。この設定を使用して、指定したホストチェッ

カーとキャッシュクリーナーの設定ページにもリンクすることができます。

• Role Mapping － 特定のユーザー領域に対して有効化した、領域条件と対応するロール割

り当てを表示します。この設定を使用して、指定した規則条件とロール割り当ての設定

ページにもリンクすることができます。

• Servers － 特定のユーザー領域に対して有効化した、認証サーバー名と対応するタイプ

を表示します。この設定を使用して、指定したサーバーの設定ページにもリンクすること

ができます。

• Roles － 特定のユーザー領域に対して有効化した、ロール割り当てと対応するパーミッ

シブ マージ設定を表示します。

2. for リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• All realms － すべてのユーザー領域に対し、選択した設定を表示します。

• Selected realms － 選択したユーザー領域に対し、選択した設定を表示します。このオ

プションを選択した場合、Authentication Realm リストで １ つ以上のチェックボック

スを選択します。

3. Update をクリックします。
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第10章

サインイン ポリシ

• サインイン ポリシーについて 213ページ

• タスク サマリー:サインイン ページの設定 216ページ

• サインイン ポリシーの設定について 216ページ

• ユーザー サインイン ポリシーの設定 216ページ

• 認証限定アクセス ポリシーの定義 219ページ

• ミーティング サインイン ポリシーの定義 221ページ

• サインイン ページの設定 222ページ

サインイン ポリシーについて

サインイン ポリシー は、ユーザーと管理者が SA にアクセスする際に使用される URL と、表

示されるサインイン ページを定義します。SA には事前に 2 つのサインイン ポリシー（ユー

ザー用と管理者用）が用意されています。サインイン ポリシーを設定する際には、領域、サイ

ンイン ページ、URL を関連付けます。

たとえば、すべての管理者が SA にサインインできるようにするには、すべてのユーザー認証

領域をユーザーのサインイン ポリシーに追加する必要があります。また、エンドユーザーが

SA へのアクセスに使用する標準の URL、および表示されるサインイン ページを変更すること

もできます。適切なライセンスがある場合は、複数のユーザー サインイン ポリシーを作成し

て、異なるユーザーがさまざまな URL やページにサインインできるようにすることが可能で

す。

また、セキュアミーティング ライセンスを備えたアプライアンスには、ミーティング URL が

付属しています。この URL を使用すると、ユーザーが SA シリーズ アプライアンスでのミー

ティングにサインインしたときに、ユーザーに対して表示されるサインイン ページを管理でき

ます。適切なライセンスがある場合は、ミーティング サインイン ポリシーを追加で作成して、

異なるセキュアミーティング ユーザーがさまざまな URL やページにサインインできるように

することも可能です。

サインイン ポリシーは複数作成することができ、異なる URL を異なるサインイン ページに関

連付けることができます。サインイン ポリシーを設定する場合は、1 つ以上の領域と関連付け

る必要があります。指定された認証領域のメンバーのみが、ポリシーで定義されている URL を

使用してサインインできます。サインイン ポリシーでは、さまざまなサインイン ページを定

義して、さまざまな URL に関連付けることができます。
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たとえば、以下を指定するサインイン ポリシーを作成することができます。

• Partners 領域のメンバーは、2 つの URL、partner1.yourcompany.com および

partner2.yourcompany.com を使用して、SA にサインインできます。最初の URL にサインイ

ンするユーザーには、partners1 サインイン ページが表示されます。2 番目の URL にサイ

ンインするユーザーには、partners2 サインイン ページが表示されます。

• Local 領域と Remote 領域のメンバーは、URL employees.yourcompany.com を使用して、SA

にサインインすることができます。サインインすると、Employees のサインイン ページが表

示されます。

• Admin Users 領域のメンバーは、URL access.yourcompany.com/super を使用して、SA にサ

インインすることができます。サインインすると、Administrators のサインイン ページが

表示されます。

サインイン ポリシーを定義するとき、異なるホスト名（partners.yourcompany.com および

employees.yourcompany.com など）または異なるパス（yourcompany.com/partners および

yourcompany.com/employees など）を使用して、複数の URL を区別することができます。

注: ユーザーがサインインを試みたときに、同じサインイン資格情報を持つ別のユー

ザー セッションがアクティブである場合、SA は、既存のセッションの IP アドレ

スを含む警告を、2 つのボタン Continue および Cancel とともに表示します。

Cancel ボタンをクリックすると、現在のサインイン プロセスを終了して、Sign in

ページにリダイレクトされます。Continue ボタンをクリックすると、SA は新しい

ユーザー セッションを作成し、既存のセッションを終了します。
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注: 複数のサインイン URL を有効にしているときには、SA が、どのサインイン URL

と対応するサインイン ページをユーザーに対して表示するかを決定するのに、場合

によっては、ユーザーのマシン上の Cookie を使用する必要がある点に注意してく

ださい。SA は、ユーザーが SA にサインインしたときに、これらの Cookie を作成

します。（ユーザーが SA にサインインすると、SA は、URL のサインイン ドメイ

ンを含む Cookie を返します。続いて SA は、ユーザーが行うすべての SA 要求に、

この Cookie を添付します。）通常、これらの Cookie によって、SA はユーザーに

対して適切なサインイン URL とページを表示することができます。たとえば、ユー

ザーが URL http://yourcompany.net/employees を使用して SA にサインインした

後、そのユーザーのセッションがタイムアウトした場合、SA は、そのユーザーが別

の SA リソースを要求したときには、Cookie を使用して

http://yourcompany.net/employees サインイン URL と対応するページをユーザー

に対して表示するかどうかを決定します。

ただし、個々のケースでは、ユーザーのマシン上にある Cookie が、当該ユーザー

のアクセスしようとしているリソースに一致しない場合があります。ユーザーが 1

つの URL にサインインし、別の URL によって保護されているリソースにアクセス

しようとする場合があります。この場合には、SA は、そのユーザーが直近にサイン

インした、サインイン URL および対応するサインイン ページを表示します。たと

えば、ユーザーが、http://yourcompany.net/employees というサインイン URL を

使用して、SA にサインインするとします。次に、ユーザーは、

https://yourcompany.net/partners/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=<termsrvIP>

など、外部サーバー上のリンクを使用して、SA リソースへのアクセスを試みる場合

があります。または、

https://yourcompany.net/partners/,DanaInfo=.awxyBmszGr3xt1r5O3v.,SSO=U+ な

ど、別のセッション中に作成したブックマークを開こうとする場合もあります。こ

れらの場合、SA は、そのユーザーがアクセスしようとした外部リンクや保存されて

いるブックマークに関連付けられたサインイン URL やページではなく、

http://yourcompany.net/employees サインイン URL とページをユーザーに対して

表示します。

サインイン ポリシーとサインイン ページは、SA アクセス管理のフレームワークの不可欠な部

分ですので、すべての Secure Access 製品で利用可能です。ただし、以下の拡張サインイン機

能は SA 700 アプライアンスでは利用できないのでご注意ください。

• 複数のサインイン ポリシーの作成

• セキュアミーティング ユーザー用のサインイン ページの作成

• カスタム サインイン ページの作成および SA へのアップロード

関連項目 216ページのタスク サマリー:サインイン ページの設定•

• 221ページのミーティング サインイン ポリシーの定義

• 216ページのユーザー サインイン ポリシーの設定
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タスク サマリー:サインイン ページの設定

サインイン ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Administrators > Admin Realms または Users > User Realms ページ

で、認証領域を作成します。

2. （オプション）管理者コンソールの Authentication > Signing In > Sign in ページのオ

プションを使用して、既存のサインイン ページを変更するか、新規のページを作成します。

3. 管理者コンソールの Authentication > Signing In > Sign in Policies ページの設定を

使用して、領域、サインイン URL、およびサインイン ページに関連付けるサインイン ポリ

シーを指定します。

4. ホスト名を使用して複数の URL を区別する場合、System > Configuration > Certificates

> Device Certificates ページのオプションを通じて、各ホスト名を独自の証明書に関連付

けるか、ワイルドカード証明書を Secure Access にアップロードする必要があります。

関連項目 216ページのサインイン ポリシーの設定について•

• 216ページのユーザー サインイン ポリシーの設定

• 221ページのミーティング サインイン ポリシーの定義

サインイン ポリシーの設定について

また、ユーザー サインイン ポリシーは、ユーザーおよび管理者がアクセスできる領域を決定

します。

サインイン ポリシーが、エンドポイント（ユーザー）用か管理者用かによって、設定オプショ

ンが異なります。ユーザーに対しては、様々な認証プロトコル セットを設定できます。また、

領域選択は、領域と関連付けられた認証方法に基づきます。

関連項目 216ページのユーザー サイン ポリシーの設定•

• 221ページのミーティング サインイン ポリシーの定義

• 216ページのユーザー サイン ポリシーの設定

ユーザー サインイン ポリシーの設定

ユーザー サインイン ポリシーを作成、設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing In > Sign in Policies を選択します。

2. 新しいサインイン ポリシーを作成するには、New URL をクリックします。また、既存のポ

リシーを編集するには、Administrator URLs または User URLs コラムの URL をクリック

します。

3. アクセス ポリシーを使用して Secure Access にサイン インできるユーザーのタイプを指

定するには、Users または Administrators を選択します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.216

Secure Access 管理ガイド



4. Sign in URL フィールドに、ポリシーと関連付ける URL を入力します。<host>/<path> の

書式を使用します。ここで、<host> は Secure Access デバイスのホスト名であり、<path>

はユーザーに入力させる任意の文字列です。例：partner1.yourcompany.com/outside.複数

のホストを指定するには、ワイルドカード文字（∗）を使用します。

管理者 URL すべてがサインイン ページを使用するよう指定するには、∗/admin を入力しま

す。

注: ワイルドカード文字（∗）は、URL のホスト名部分の先頭にのみ使用できま

す。Secure Access は URL パス内のワイルドカードを認識しません。

5. （オプション）ポリシーの説明を Description に入力します。

6. Sign in Page リストから、ポリシーと関連付けるサインイン ページを選択します。Secure

Access に付属のデフォルトのページ、標準サインイン ページに変更を加えたページ、また

はユーザー設定可能な UI 機能を使用して作成するカスタム ページを選択することができ

ます。

7. （ユーザー URL のみ）Meeting URL フィールドで、サインイン ポリシーと関連付けるミー

ティング URL を選択します。Secure Access は、このユーザー URL にサインインするユー

ザーが作成したミーティングに、指定されたミーティング URL を適用します。

8. Authentication realm で、ポリシーにマッピングする領域を指定し、ユーザーと管理者が

領域から選択する方法を指定します。以下の選択肢があります。

• User types the realm name － Secure Access は、サインイン ポリシーをすべての認証

領域にマッピングしますが、ユーザーまたは管理者が選択できる領域のリストを表示しま

せん。代わりに、ユーザーまたは管理者は、領域の名前を手動でサインイン ページに入

力する必要があります。

• User picks from a list of authentication realms － Secure Access は、サインイン

ポリシーを、指定した認証領域だけにマッピングします。Secure Access は、ユーザーま

たは管理者が Secure Access にサインインするときに、この領域のリストを提示し、ユー

ザーまたは管理者は、このリストから領域を選択することができます。（ただし、URL が

1 つの領域だけにマッピングされている場合には、Secure Access は認証領域のドロップ

ダウン リストを表示しません。指定された領域が、自動的に使用されます。）

注: ユーザーが複数の領域から選択できるように設定し、それらの領域の 1

つが匿名の認証サーバーを使用している場合は、Secure Access は、ドロップ

ダウン領域リストでその領域を表示しません。サインイン ポリシーを匿名領

域に有効にマッピングするには、Authentication realm リストにその領域だ

けを加える必要があります。

9. Save Changes をクリックします。

サインイン ポリシーの有効化と無効化

サインイン ポリシーの有効化と無効化を行うには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing In > Sign in Policies を選択します。
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2. 有効化または無効化を行うには、次の操作を行います。

• An individual policy － 変更するポリシーの横にあるチェックボックスを選択して、

Enable または Disable をクリックします。

• All user and meeting policies － ページの上部にある Restrict access to

administrators only チェックボックスを選択または選択解除します。

3. Save Changes をクリックします。

サインイン ポリシーが評価される順序の指定

Secure Access は、サインイン ポリシーを Sign in Policies ページに表示されている順に

評価します。完全に一致する URL が見つかると、評価を中止して、適切なサインイン ページ

を管理者またはユーザーに提示します。たとえば、2 つの管理者 サインイン ポリシーを、2

つの異なる URL で定義することができます。

• 最初のポリシーは、URL ∗/admin を使用して、デフォルトの管理者サインイン ページにマッ

ピングします。

• 2 番目のポリシーは、URL yourcompany.com/admin を使用して、カスタム管理者サインイン

ページにマッピングします。

この順序でポリシーを Sign in Policies ページにリスト表示した場合、最初の URL が 2 番

目の URL を包んでいるため、Secure Access は 2 番目のポリシーを評価および使用しません。

管理者が URL yourcompany.com/admin を使用してサインインした場合でも、Secure Access は

デフォルトの管理者サインイン ページを表示します。しかし、ポリシーを逆の順序でリスト表

示した場合は、URL yourcompany.com/admin を使用して Secure Access にアクセスする管理者

には、カスタム管理者サインイン ページが表示されます。

Secure Access は、URL のホスト名の部分でのみワイルドカード文字の使用を受け入れ、完全

なパスで URL を照合することに注意してください。たとえば、2 つの管理者サインイン ポリ

シーを 2 つの異なる URL パスで定義することができます。

• 最初のポリシーは、URL ∗/marketing を使用して、マーケティング部門全体のカスタム サイ

ンイン ページにマッピングします。

• 2 番目のポリシーは、URL ∗/marketing/joe を使用して、マーケティング部門の Joe 専用の

カスタム サインイン ページにマッピングします。

この順序でポリシーを Sign in Policies ページにリスト表示した場合、Joe が URL

yourcompany.com/marketing/joe を使用して Secure Access にアクセスすると、Secure Access

は Joe のカスタム サインイン ページを彼に表示します。マーケティング部門のサインイン

ページは、URL のパスの部分が最初のポリシーで定義された URL と一致しないため、リストで

最初に表示され最初に評価されたにもかかわらず、Joe に対して表示されません。

管理者サインイン ポリシーが評価される順序を変更するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing In > Sign in Policies を選択します。

2. Administrator URLsリスト、User URLs リスト、または Meeting URLs リストで、サインイ

ン ポリシーを選択します。
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3. 選択したポリシーのリスト内の順序を変更するには、上下矢印をクリックします。

4. Save Changes をクリックします。

関連項目 216ページのサインイン ポリシーの設定について•

認証限定アクセス ポリシーの定義

認証限定アクセスは、リバース プロキシに似ています。通常、リバース プロキシは、Web サー

バーの前に設置されるプロキシ サーバーです。インターネットから Web サーバーのいずれか

にアドレスされた全ての接続は、プロキシ サーバーによりルーティングされます。プロキシ

サーバーは、要求そのものを処理するか、または要求の全部もしくは一部をメインの Web サー

バーに渡すことができます。SA 6500 では、最大 1000 件の同時接続がサポートされています。

認証限定アクセスでは、ユーザーはユーザー ロールを選択します。すると、Secure Access

が、リバース プロキシ サーバーの役割を果たし、各要求について Netegrity SiteMinder サー

バーに対して認証を実施します。

たとえば、認証限定アクセス機能は、以下のようなビジネス上のニーズに応えることができま

す。

• ユーザーが、サードパーティ AAA のポリシー管理サーバー（Netegrity など）を持っている

場合、Secure Access は、認証限定エージェントの役割を果たします。

• ユーザー セッションが、サードパーティのセッション管理システムにより管理されている場

合、Secure Access でユーザー セッション管理を繰り返す必要はありません。

認証限定アクセスでは、Secure Access からの SSO はありません。SSO は、サードパーティ

AAA のインフラで管理されます。

注: このポリシーを定義する前に、まず Netegrity サーバーを設定し、Network

Configuration ページでホスト名を定義する必要があります。

また、SiteMinder authentication server ページの SiteMinder authorization

settings セクションで設定を行う必要があります。SMSESSION cookie の検証が失

敗した場合、または SMSESSION cookie が存在しない場合、ユーザーは、If Automatic

Sign In fails, redirect to フィールドで指定された URL にリダイレクトされま

す。アクセス拒否エラーが発生した場合、ユーザーは、If authorization fails,

redirect to フィールドで指定された URL にリダイレクトされます。

認証限定アクセス ポリシーを作成または設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing In > Sign in Policies を選択します。

2. 新しい認証限定アクセス ポリシーを作成するには、New URL をクリックして、authorization

only access を選択します。または、既存のポリシーを編集するには、Virtual Hostname

コラムの URL をクリックします。

3. Virtual Hostname フィールドで、Secure Access の IP アドレスにマッピングされる名前

を入力します。この名前は、パススルー プロキシのホスト名モードで使用されている全て
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の仮想ホスト名とは異なる名前でなければなりません。このホスト名は、Backend URL フィー

ルドで入力されたバックエンド アプリケーションへのアクセスに使用されます。このフィー

ルドにプロトコル（http: など)を入れないでください。

たとえば、仮想ホスト名が myapp.ivehostname.com で、バックエンド URL が

http://www.xyz.com:8080/ の場合、Secure Access からの

https://myapp.ivehostname.com/test1 への要求は、http://www.xyz.com:8080/test1 への

要求に変換されます。変換された要求への応答は、元の要求元 Web ブラウザに送信されま

す。

4. Backend URL フィールドで、リモート サーバーの URL を入力します。プロトコル、ホスト

名、サーバーのポートを指定する必要があります。たとえば、

http://www.mydomain.com:8080/∗ とします。

要求が Virtual Hostname フィールド内のホスト名と一致すると、要求は Backend URL

フィールドで指定されている URL に変換されます。クライアントは、気付くことなくバッ

クエンド URL にリダイレクトされます。

5. （オプション）このポリシーの Description を入力します。

6. Authorization Server ドロップダウン メニューから、サーバー名または No Authorization

を選択します。サーバーを選択した場合、フロントエンド サーバーが SMSESSION Cookie

を提供するようにしてください。そうしないと、エラーを受領します。

7. Role Option ドロップダウン メニューからユーザー ロールを選択します。

認証限定アクセスでは、以下のユーザー ロール オプションだけが使用できます。

• アントラステッド SSL Web サイトの閲覧を許可する（Users > User Roles > ロール名 >

Web > Options > View advanced options）

• HTTP 接続タイムアウト（Users > User Roles > ロール名 > Web > Options > View

advanced options）

• ソース IP の制限（Users > User Roles > ロール名 > General > Restrictions）

• ブラウザの制限（Users > User Roles > ロール名 > General > Restrictions）

選択したユーザー ロールには、Web アクセス ポリシーが関連付けられている必要があり

ます。

8. 要求が ActiveSync プロトコルと矛盾しないことを確認するため、HTTP ヘッダーの基本的

な確認を実行するには、Allow ActiveSync Traffic only オプションを選択します。このオ

プションを選択すると、ActiveSync プロトコル要求のみを処理できます。確認が失敗する

と、ユーザーのイベント ログにメッセージが作成されます。このオプションを選択しなけ

れば、ActiveSync 要求と非 ActiveSync 要求の両方が処理されます。

9. Save Changes をクリックして、編集を保存します。

System Status Overview ページには、現在のアクティブな同時接続の数およびアクティブな同

時接続のヒストグラムが表示されます（Concurrent SSL Connections グラフの Authorization

Only Access Active Connections プロット）。

関連項目 172ページのeTrust SiteMinder の概要•

• 394ページのWeb ブラウジング オプションの指定
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• 63ページのブラウザのアクセス制限を指定する

ミーティング サインイン ポリシーの定義

ミーティング サインイン ポリシーを作成、設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Authentication > Signing In Policies を選択し

ます。

2. 新しいサインイン ポリシーを作成するには、New URL をクリックします。または、既存の

ポリシーを編集するには、Meeting URLs コラムの URL をクリックします。

3. Meeting を選択します。

4. Sign in URL フィールドに、ミーティング ポリシーと関連付ける URL を入力します。

<host>/<path> の書式を使用します。ここで、<host> は Secure Access デバイスのホスト

名であり、<path> はユーザーに入力させる任意の文字列です。たとえば

Partner1.YourCompany.com/OnlineConference とします。ミーティング URL を作成する場

合は、次の点に注意してください。

• 製品に付属しているデフォルトのミーティング URL（∗/meeting）の URL を変更すること

はできません。

• ユーザーが関連付けられたユーザー URL で定義されたすべてのホスト名を使用してミー

ティングにサインインできるようにするには、ミーティング URL 定義でワイルドカード

文字（∗）を使用します。たとえば、以下のホストをユーザー URL に関連付けることがで

きます。

• YourInternalServer.YourCompany.net

• YourExternalServer.YourCompany.com

このあと、∗/OnlineConference ミーティング URL 定義を作成し、それをユーザー URL

に関連付ければ、ユーザーは以下の URL のいずれかを使用してこのミーティング サイン

イン ページにアクセスできます。

• http://YourInternalServer.YourCompany.net/OnlineConference

• http://YourExternalServer.YourCompany.com/OnlineConference

• ワイルドカード文字（∗）を含むミーティング URL を作成して E メール通知を有効にす

ると、ユーザーが Secure Access にサインインするときに指定したホスト名を使用して、

Secure Access は通知 E メールにミーティング URL を作成します。たとえば、ユーザー

は上記の例から次の URL を使用して、Secure Access にサインインするとします。

http://YourInternalServer.YourCompany.net

ここで、ユーザーがミーティングを作成すると、Secure Access は、そのミーティング用

に次のようなサインイン URL を E メール通知で指定します。

http://YourInternalServer.YourCompany.net/OnlineConference
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E メール リンクは内部サーバーを参照するため、ネットワーク外のユーザーはミーティ

ングにアクセスすることができません。

• 関連付けられたユーザー URL で定義されているホスト名のサブセットを使用したユーザー

だけがミーティングにサインインできるようにしたい場合、またはユーザーがミーティン

グにサインインするときに全く異なった URL を使用させたい場合には、ミーティング URL

定義にワイルドカード文字（∗）を含めないでください。代わりに、専用のミーティング

URL 定義を作成します。

たとえば、次のようなミーティング URL 定義を作成して、それを上記の例のユーザー URL

と関連付け、すべてのミーティングに外部サーバーへのリンクだけが含まれるように指定

できます。

YourExternalServer.YourCompany.com/OnlineConference

5. （オプション）ポリシーの Description を入力します。

6. Sign in page リストから、このポリシーを使用してミーティングにアクセスするユーザー

に表示するサインイン ページを選択します。Secure Access に付属するデフォルトのペー

ジ、標準サインイン ページに変更を加えたページ、またはユーザー設定が可能な UI 機能

を使用して作成するカスタマイズ ページから選択できます。

7. Save Changes をクリックします。

関連項目 222ページのサインイン ページの設定•

サインイン ページの設定

サインイン ページでは、Welcome テキスト、ヘルプ テキスト、ロゴ、ヘッダー、およびフッ

ターなど、エンドユーザーの Welcome ページのプロパティをカスタマイズして定義します。SA

では、ユーザーと管理者に提示する 2 種類のサインイン ページを作成できます。

• 標準サインイン ページ － 標準サインイン ページは、Juniper によって作成され、SA のす

べてのバージョンに含まれています。標準サインイン ページは、管理者コンソールの

Authentication > Signing In > Sign in Pages タブで変更できます。

• カスタム サインイン ページ － カスタム サインイン ページは THTML ページです。これ

は、Template Toolkit を使用して作成し、アーカイブした ZIP ファイル形式で SA にアッ

プロードします。カスタム サインイン ページ機能では、SA に付属のサインイン ページを

変更せずに、独自のページを使用できます。

カスタマイズしたサインイン ページの詳細については、Custom Sign In Pages Solution Guide

を参照してください。

標準サインイン ページの設定

SA に付属の標準サインイン ページには、次のものがあります。

• デフォルト サインイン ページ － SA は、ユーザーが SA にサインインすると、このページ

を表示します。
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• ミーティング サインイン ページ － SA は、ユーザーがミーティングにサインインすると、

このページを表示します。このページは、セキュアミーティング ライセンスを SA にインス

トールしている場合にのみ使用できます。

ユーザーが SA にサインインするときに表示されるデフォルトのサインイン ページを変更でき

ます。カスタムのテキスト、ロゴ、色、エラー メッセージ テキストを含む新しい標準サイン

イン ページを作成するには、管理者コンソールの Authentication > Signing In > Sign in

Pages タブの設定を使用します。

標準サインイン ページを作成または変更するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing In > Sign in Pages を選択します。

2. 以下の選択肢があります。

• 新しいページを作成する場合 － New Page をクリックします。

• 既存のページを変更する場合 － 変更するページに対応するリンクを選択します。

3. （新規ページのみ）Page Type で、これが管理者/ユーザー アクセス ページかミーティン

グ ページであるかを指定します。

4. ページを識別する名前を入力します。

5. Custom Text セクションで、画面ラベルとして表示されるデフォルトのテキストを変更しま

す。Instructions フィールドにテキストを追加する場合は、<i>、<b>、<br>、<font>、

<ahref> といった HTML タグを使用して、テキストをフォーマットし、リンクを追加するこ

とができます。ただし、サインイン ページでは、SA はリンクの再書き込みを行わないため

（ユーザーがまだ認証されていないため）、外部のサイトのみを指定してください。ファイ

アウォールの内側にあるサイトへのリンクは失敗します。

サポートされていない HTML タグをカスタム メッセージで使用する場合、SA はエンドユー

ザーの SA ホームページを正しく表示できない場合があります。

6. Header appearance セクションで、ヘッダーのカスタム ロゴ イメージ ファイルとヘッダー

の色を指定します。

7. Custom error messages セクションで、証明書エラーが発生したときにユーザーに表示され

るデフォルトのテキストを変更します。

<<host>>、<<port>>、<<protocol>>、<<request>> 変数、および <<userAttr.cn>> のよう

なユーザー属性変数を、カスタム エラー メッセージに含めることができます。tag の形式

の HTML タグと区別するため、これらの変数は <variable> の形式に従う必要があることに

注意してください。

8. ユーザーにカスタム ヘルプまたは追加の指示を表示するには、Show Help button を選択し

て、ボタンのラベルを入力し、SA にアップロードする HTML ファイルを指定します。この

HTML ページで参照されるイメージやその他のコンテンツは SA には表示されません。（セ

キュアミーティングのサインイン ページでは利用できません。）

9. Save Changes をクリックします。変更はすぐに反映されますが、アクティブ セッション中

のユーザーは、その Web ブラウザを最新の情報に更新する必要があります。

Restore Factory Defaults をクリックすると、サインイン ページ、SA ユーザー ホームペー

ジ、および管理者コンソールの外観が元の状態にリセットされます。
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第11章

シングル サインオン

• シングル サインオンについて 225ページ

• タスク サマリー:複数認証サーバーの設定 227ページ

• タスク サマリー:基本認証で保護されるリソースに対する SSO の有効化 227ページ

• タスク サマリー:NTLM で保護されるリソースに対する SSO の有効化 228ページ

• 複数のサインイン資格証明書の実行 229ページ

• SAML の設定 233ページ

• SAML SSO プロファイルの設定 235ページ

• シングル サインオン POST プロファイルの作成 240ページ

• SAM アクセス コントロール リソース ポリシーの作成 242ページ

• SAML 対応システム間の信頼関係を確立する 246ページ

シングル サインオンについて

シングル サインオン（SSO）は、事前認証された Secure Access ユーザーが、資格情報を再入

力することなく、別のアクセス管理システムで保護されているリソースにアクセスすることを

許可するプロセスです。

Secure Access は、Secure Access から他のサーバー、アプリケーション、リソースへの SSO

接続の設定を可能にする、統合メカニズムを提供します。SSO メカニズムには以下のものがあ

ります。

• Remote SSO － Secure Access は、サインイン用の HTML フォーム内で静的 POST アクショ

ンを使用する任意アプリケーションと疎統合されます。Secure Access 資格情報、LDAP 属

性、および証明書属性を Web 対応のアプリケーションに転送し、さらに Cookie とヘッダー

を設定し、ユーザーが再認証を受けることなくアプリケーションにアクセスするよう、Secure

Access を設定できます。

• SAML － Secure Access は、Security Assertion Markup Language（SAML）を使用して他の

システムと通信するアクセス管理システムと疎統合されます。ユーザーは Secure Access に

サインインし、その後再認証を受けることなく、アクセス管理システムによって保護された

リソースにアクセスできます。さらに、ユーザーが別のアクセス管理システムにサインイン

し、その後再認証を受けることなく Secure Access によって保護されたリソースにアクセス

できるようにすることも可能です。
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• イントラネット サイトへの基本認証の仲介 Secure Access は、同じイントラネット ゾー

ン内で自動的に Secure Access ユーザー資格情報を他の Web サイトとプロキシに送信する

ことができます。管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages

ページから基本認証仲介を有効にした場合は、Secure Access は、キャッシュされた資格情

報を System > Network > Overview ページで設定された DNS サフィックスで終わるホスト

名を持つイントラネット Web サイトに送信します。セキュリティを最高レベルにするには、

キャッシュした資格情報を保護するために 64 ビット暗号化を使用するよう Secure Access

を設定することもできます。

• Active Directory サーバー Secure Access では、自動的に Active Directory SSO 資格

情報を他の Web サイトに送信し、ネイティブの NTLM 認証によって保護されている同じイン

トラネット ゾーン内で Windows ファイルを共有することができます。このオプションを有

効にすると、Secure Access は、ホスト名が管理者コンソールの System > Network > Overview

ページで設定された DNS サフィックスで終わる NTLM で保護された Web サイトにキャッシュ

された資格情報を送信します。

• eTrust SiteMinder ポリシー サーバー－ eTrust SiteMinder ポリシー サーバーを使用して

Secure Access ユーザーを認証すると、ユーザーは再認証を受けることなく SiteMinder に

よって保護されたリソースにアクセスできます（リソースが正しい保護レベルで承認されて

いる場合）。また、ユーザーが要求したリソースの現在の保護レベルが不適切な場合は、

Secure Access を介してユーザーを再認証することができます。これにより、ユーザーは最

初にポリシー サーバーにサインインした後、再認証を受けることなく Secure Access にア

クセスできます。

• ターミナル セッション － ロールに対しターミナルサービス機能を有効にすると、再認証を

行わなくても、ユーザーは Windows ターミナル サーバーまたは Citrix MetaFrame サーバー

上で実行されるアプリケーションにアクセスすることができます。また、ユーザー名を

Telnet/SSH サーバーに渡すこともできます。

• E メール クライアント － ロールに対し E メール クライアント機能を有効にし、該当する

リソース ポリシーを作成すると、再認証を受けることなく Outlook Express、Netscape

Communicator、Qualcomm の Eudora など、標準ベースの E メールにアクセスできるように

なります。

Secure Access は、接続で使用するメカニズムに基づいた SSO 対応サーバー、アプリケーショ

ン、あるいはリソースに、どの資格情報を送信するか決定します。ほとんどのメカニズムでは、

Secure Access サインイン ページで 2 つ以下の認証サーバーに対するユーザー資格情報を取

得することが可能で、それらの資格情報は SSO の間に送信します。

残りのメカニズム（SAML、eTrust SiteMinder、E メール クライアント）では、Secure Access

からサポートするアプリケーションに SSO を有効にするユニークな方法を使用します。

複数サインイン資格情報について

認証領域を設定すると、その領域に対して 2 つまでの認証サーバーを有効にできます。これら

の認証サーバーを有効にすると、異なる 2 つの資格情報セット（Secure Access 用に 1 つ、

SSO 対応リソース用に 1 つ）を指定できるため、ユーザーはリソースにアクセスするときに 2

番目の資格情報を入力する必要がありません。Secure Access にアクセスするには、2 要素の

認証を指定することができます。

関連項目 372ページのリモート SSO の概要•

• 233ページのSAML の設定
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• 379ページのシングル サインオン自動ポリシーの定義

• 136ページのActive Directory または Windows NT ドメイン サーバー インスタンスの定義

• 172ページのeTrust SiteMinder の概要

• 524ページのターミナルサービスについて

• 595ページのE メール クライアントについて

• 229ページの複数サインイン資格情報の実行

タスク サマリー:複数認証サーバーの設定

複数の認証サーバーを有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Authentication > Auth. Servers ページで、認証サーバーのインスタ

ンスを作成します。

2. 管理者コンソールの以下のページの設定を使用して、認証サーバーを領域に関連付けます。

• Users > User Realms > 領域を選択> General

• Administrators > Admin Realms > 領域を選択 > General

3. （オプション）管理者コンソールの以下のページの設定を使用して、2 次認証サーバーのパ

スワード長の制限を指定します。

• Users > User Realms > 領域を選択 > Authentication Policy > Password

• Administrators > Admin Realms > 領域を選択 > Authentication Policy > Password

関連項目 201ページの認証領域の概要•

• 66ページのパスワードのアクセス制限を指定する

タスク サマリー:基本認証で保護されるリソースに対する SSO の有効化

基本認証で保護される Web サーバーと Web プロキシに対してシングル サインオンを有効化す

るには、次の操作を行います。

1. 保護されるリソースと同じプレフィックスで終わる Secure Access ホスト名を指定するに

は、管理者コンソールの System > Network > Overview ページの設定を使用します。（Secure

Access は、同じイントラネット内のサイトに対してのみ SSO が有効化されるようにするた

め、ホスト名をチェックします。）

2. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Web Application/Pages > [プロファイ

ル] ページにある設定を使用して、ユーザーの Web リソースへのアクセスを有効にし、

Secure Access が資格情報を送信するサイトを指定して、基本認証仲介シングル サインオ

ンを有効にする自動ポリシーを作成し、選択したリソースへのブックマークを作成します。

3. ユーザーをプロキシから Web サーバーにアクセスさせたい場合は、管理者コンソールの次

のページの設定を使用して、Secure Access が該当するサーバーやプロキシを認識できるよ

うに設定します。
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• プロキシで保護したい Web サーバーを指定するには、Users > Resource Policies > Web

> Web proxy > Servers ページの設定を使用します。

• 使用したいプロキシと、そのプロキシで保護したいサーバー（上記）を指定するには、

Users > Resource Policies > Web > Web proxy > Policies ページの設定を使用します。

サーバー上の個々のリソースまたはサーバー全体を指定できます。

関連項目 228ページのタスク サマリー:NTLM で保護されるリソースに対する SSO の有効化•

タスク サマリー:NTLM で保護されるリソースに対する SSO の有効化

注: Secure Access は、NTLM 認証を実行する Web プロキシをサポートしています。

ただし、プロキシが Secure Access とバックエンド サーバーの間にあり、バック

エンド サーバーが NTLM 認証を実行する場合は、サポートしていません。

NTLM で保護された Web サーバー、Windows ファイル サーバー、Web プロキシに対してシング

ル サインオンを有効化するには、次の操作を行います。

1. 保護されるリソースと同じサフィックスで終わる Secure Access ホスト名を指定するには、

管理者コンソールの System > Network > Overview ページの設定を使用します。（Secure

Access は、同じイントラネット内のサイトに対してのみ SSO が有効化されるようにするた

め、ホスト名をチェックします。）

2. 管理者コンソールの以下のページにある設定を使用して、ユーザーが適切なタイプのリソー

ス（Web またはファイル）にアクセスできるようにし、IVE が資格情報を送信するサイトま

たはサーバーを指定して、NTLM シングル サインオンを有効にする自動ポリシーを作成し、

選択したリソースへのブックマークを作成します。

• Users > Resource Profiles > Web Application/Pages > [プロファイル]

• Users > Resource Profiles > File Browsing Resource Profiles> [プロファイル]

3. ユーザーをプロキシから Web サーバーにアクセスさせたい場合は、管理者コンソールの次

のページの設定を使用して、Secure Access が該当するサーバーやプロキシを認識できるよ

うに設定します。

a. プロキシで保護したい Web サーバーを指定するには、Users > Resource Policies > Web

> Web proxy > Servers ページの設定を使用します。

b. 使用したいプロキシと、そのプロキシで保護したいサーバー（上記）を指定するには、

Users > Resource Policies > Web > Web proxy > Policies ページの設定を使用しま

す。サーバー上の個々のリソースまたはサーバー全体を指定できます。

関連項目 227ページのタスク サマリー:基本認証で保護されるリソースに対する SSO の有効化•
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複数のサインイン資格証明書の実行

以下の図は、Secure Access が複数のユーザーの資格証明書を収集および認証し、SSO が有効

なリソースに送信するプロセスを示しています。図の中の各手順について、以下のセクション

で詳しく説明します。

手順 1:Secure Access が、ユーザーの 1 次資格証明書を収集する

ユーザーが Secure Access にサインインすると、Secure Access はサーバーの 1 次資格証明

書を入力するように指示します。Secure Access は、必要に応じてこれらの資格証明書を後で

SSO リソースに送信します。Secure Access はユーザーが入力した資格証明書と全く同じもの

を保存することに注意してください。ユーザーのドメインなどの追加情報を前後に付加しませ

ん。

手順 2:Secure Access が、ユーザーの 2 次資格証明書を収集または生成する

ユーザーの 2 次資格証明書のセットを、手動で収集または自動で生成するように、Secure

Access を設定できます。Secure Access を以下のように設定します。

• ユーザーの 2 次資格証明書を手動で収集 ー ユーザーは、1 次資格証明書を入力した後にす

ぐに 2 次資格証明書を入力する必要があります。

• ユーザーの証明書を自動的に生成 － Secure Access は、設定中に管理者コンソールで指定

した変数を送信します。デフォルトでは、Secure Access は、<username> および <password>

変数を使用します。この変数には、1 次認証サーバー用にユーザーが入力したユーザー名と

パスワードが保存されます。

たとえば 1 次認証サーバーとして LDAP サーバーを、また 2 次認証サーバーとして Active

Directory サーバーを設定することができます。さらに、Secure Access にユーザーの Active

Directory ユーザー名を推測させながら、ユーザーに手動で Active Directory のパスワード

を入力させるように設定することもできます。Secure Access で Active Directory のユーザー

名を示唆しながら、LDAP サーバー用に入力した名前（たとえば、JDoe@LDAPServer）を受け、

Active Directory サーバーに再送信します（たとえば、JDoe@ActiveDirectoryServer）。

手順 3:Secure Access が 1 次資格証明書を認証する

Secure Access が必要なすべての資格証明書を収集すると、1 次認証サーバーに対するユーザー

の最初の資格証明書セットを認証します。次に以下の操作を行います。

• 資格証明書が正常に認証されると、Secure Access はこの証明書を <username> および

<password> セッション変数に保存し、2 次資格証明書の認証に進みます。

注: 動的で時間制限のあるパスワードを受け入れる RADIUS サーバーで認証を行

う場合、Secure Access セッション変数を使用してユーザー パスワードを保存し

ないように選択する必要があります。

• 資格証明書が正常に認証できなかった場合は、Secure Access はユーザーの Secure Access

へのアクセスを拒否します。

手順 4:Secure Access が 2 次資格証明書を認証する
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1 次資格証明書を認証すると、Secure Access は 2 次資格証明書を認証します。次に以下の操

作を行います。

• 資格証明書が正常に認証された場合、Secure Access はこの証明書を <username[2]> および

<password[2]> セッション変数に保存し、ユーザーの Secure Access へのアクセスを許可し

ます。また、<username@SecondaryServer> および <password@SecondaryServer> の構文を使

用して、これらの変数にアクセスすることもできます。

注: 動的で時間制限のあるパスワードを受け入れる RADIUS サーバーで認証を行

う場合、Secure Access セッション変数を使用してユーザー パスワードを保存し

ないように選択する必要があります。

• 資格証明書が正常に認証されなかった場合は、Secure Access はこれらの証明書を保存しま

せん。2 次資格証明書が正常に認証されなかった場合は、認証領域の設定に応じて、Secure

Access はユーザーの Secure Access へのアクセスを許可あるいは拒否します。

user@secondaryAuth 変数が空かどうかをチェックするカスタム式を作成すると、2 次認証が

失敗したことを検出できます。これを行うと、認証の成否に基づいてユーザーをロールに割

り当てることができます。たとえば、ユーザーが「ACE server」2 次認証サーバーに対する

認証に成功した場合、次の式はユーザーを「MoreAccess」ロールに割り当てます。

user@{ACE Server} != "" then assign role MoreAccess

「Ace server」は、認証サーバーの名前にスペースが含まれているため、中括弧で括られる

ことに注意してください。

手順 5:Secure Access が SSO 対応のリソースに資格証明書を送信する

ユーザーは、Secure Access に正常にサインインすると、事前設定されたブックマークや他の

アクセス メカニズムを使用して、SSO 対応リソースへのアクセスの試行ができます。その場

合、アクセスを試みるリソースのタイプによって、Secure Access は異なる資格証明書を送信

します。ユーザーが以下のリソースへのアクセスを試みた場合

• Web SSO、ターミナルサービス、または Telnet/SSH リソース － Secure Access は、

<username>（ユーザーの 1 次資格証明書をリソースに送信）、または <username[2]>（ユー

ザーの 2 次資格証明書をリソースに送信）などの管理コンソールで指定した資格証明書を送

信します。あるいは、ユーザーがエンド ユーザーのコンソールに異なるユーザー名とパス

ワードを入力した場合は、Secure Access はユーザー指定の資格証明書を送信します。

注: Secure Access は、Web SSO、ターミナルサービス、または Telnet/SSH リ

ソースへの ACE サーバー、証明書サーバー、匿名サーバーの資格証明書の送信を

サポートしていません。これらのタイプの 1 次認証サーバーのいずれかから資格

証明書を送信するように Secure Access を設定すると、Secure Access は、ユー

ザーの 2 次認証サーバーから資格証明書を送信します。これらの資格証明書が認

証に失敗すると、Secure Access は、ユーザーにユーザー名とパスワードを手動

で入力するように指示します。

• NTLM 認証に使用する Web サーバー、Windows サーバーまたは Web プロキシによって保護さ

れるリソース — Secure Access は資格証明書を Web またはファイル リソースを保護する
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バックエンド サーバーあるいはプロキシに送信します。Secure Access では NTLM 認証を無

効にすることはできません。ユーザーが NTLM で保護されているリソースにアクセスしよう

とすると、Secure Access は自動的に認証チャレンジを仲介し、次の順番に資格証明書を送

信します。

• （Windows ファイル リソースのみ）管理者指定の資格証明書 ー Windows ファイル リソー

スの証明書を指定するリソース プロファイルを作成し、ユーザーが指定したリソースにア

クセスする場合は、Secure Access は指定された資格証明書を送信します。

• キャッシュされた資格証明書 － Secure Access が管理者により指定された資格証明書を

送信しない場合、または資格証明書の認証に失敗した場合、Secure Access は指定された

ユーザーとリソースの資格証明書がキャッシュに保存されているかを確認します。（Secure

Access が資格証明書をキャッシュするタイミングについては、以下を参照してください。）

保存された資格証明書がある場合は、Secure Access はその証明書を送信します。

• 1 次資格証明書 － Secure Access がキャッシュされた資格証明書を送信しない、あるい

は資格証明書の認証が失敗した場合は、Secure Access は、次の条件が true の場合に、

ユーザーの 1 次資格証明書を送信します。

• リソースが Secure Access と同じイントラネット ゾーンにある（つまり、ホスト名が

管理者コンソールの System > Network > Overview ページで設定された DNS 接尾辞で

終わる）場合。

• （Web プロキシのみ）管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > Web

Proxy ページの設定で、Web プロキシを認識するように Secure Access を設定した場

合。

• 資格証明書は ACE 資格証明書ではありません。

• （RADIUS 資格証明書のみ）RADIUS 設定ページで、RADIUS サーバーはワンタイム パス

ワードを受け付けない設定にします。

• 2 次資格証明書 — 1 次資格証明書が失敗した場合は、Secure Access はそのユーザー用の

2 次資格証明書がないかどうかを確認します。資格証明書がある場合は、Secure Access

は 1 次資格証明書について示した条件が true の場合に、ユーザーの 2 次資格証明書を

送信します。

• 最後に入力された資格証明書 － Secure Access が 2 次資格証明書を送信しない場合、ま

たは資格証明書の認証に失敗した場合、Secure Access は指定されたユーザーおよび異な

るリソースの保存されている資格証明書がキャッシュ内にあるかどうかを確認します。

（Secure Access が資格証明書をキャッシュするタイミングについては、以下を参照して

ください。）資格証明書がある場合は、Secure Access は 1 次資格証明書について示され

た条件が true の場合に、保存された資格証明書を送信します。

• ユーザー指定の資格証明書（プロンプト） － 最後に入力された資格証明書を Secure

Access が送信しない、または資格証明書の認証が失敗した場合は、Secure Access はユー

ザーに対して、中間サインイン ページで資格証明書を入力するように要求メッセージを表

示します。ユーザーが Remember password? チェックボックスをオンにした場合は、Secure

Access はユーザー指定の資格証明書をキャッシュし、ユーザーが同じリソースに再度アク

セスしようとしたときに、必要に応じて資格証明書を再送信します。Secure Access がこ

れらの資格証明書をキャッシュすると、ユーザーが Secure Access からサインアウトした

後も指定されたユーザーやリソースは記憶されます。
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• Windows サーバー、または基本認証を使用する Web プロキシにより保護されるリソース —

Secure Access は、次の順番で、資格証明書を Web リソースを保護するバックエンド サー

バーあるいはプロキシに送信します。

• キャッシュされた資格証明書 － Secure Access が管理者により指定された資格証明書を

送信しない場合、または資格証明書の認証に失敗した場合、Secure Access は指定された

ユーザーとリソースの資格証明書がキャッシュに保存されているかを確認します。保存さ

れた資格証明書がある場合は、Secure Access はその証明書を送信します。

• 1 次資格証明書 － Secure Access がキャッシュされた資格証明書を送信しない、あるい

は資格証明書の認証が失敗した場合は、Secure Access は、次の条件が true の場合に、

ユーザーの 1 次資格証明書を送信します。

• リソースが Secure Access と同じイントラネット ゾーンにある（つまり、ホスト名が

管理者コンソールの System > Network > Overview ページで設定された DNS 接尾辞で

終わる）場合。

• （Web プロキシのみ）管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > Web

Proxy ページの設定で、Web プロキシを認識するように Secure Access を設定した場

合。

• 資格証明書は ACE 資格証明書ではありません。

• （RADIUS 資格証明書のみ）RADIUS 設定ページで、RADIUS サーバーはワンタイム パス

ワードを受け付けない設定にします。

• 2 次資格証明書 — 1 次資格証明書が失敗した場合は、Secure Access はそのユーザー用の

2 次資格証明書がないかどうかを確認します。資格証明書がある場合は、Secure Access

は 1 次資格証明書について示した条件が true の場合に、ユーザーの 2 次資格証明書を

送信します。

• 最後に入力された資格証明書 － Secure Access が 2 次資格証明書を送信しない場合、ま

たは資格証明書の認証に失敗した場合、Secure Access は指定されたユーザーおよび異な

るリソースの保存されている資格証明書がキャッシュ内にあるかどうかを確認します。資

格証明書がある場合は、Secure Access は 1 次資格証明書について示された条件が true

の場合に、保存された資格証明書を送信します。

• ユーザー指定の資格証明書（プロンプト） － 最後に入力された資格証明書を Secure

Access が送信しない、または資格証明書の認証が失敗した場合は、Secure Access はユー

ザーに対して、中間サインイン ページで資格証明書を入力するように要求メッセージを表

示します。ユーザーが Remember password? チェックボックスをオンにした場合は、Secure

Access はユーザー指定の資格証明書をキャッシュし、ユーザーが同じリソースに再度アク

セスしようとしたときに、必要に応じて資格証明書を再送信します。Secure Access がこ

れらの資格証明書をキャッシュすると、ユーザーが Secure Access からサインアウトした

後も指定されたユーザーやリソースは記憶されます。
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注: Secure Access は、E メール クライアントと SAML SSO メカニズムで、こ

のセクションで説明されている複数の資格証明書の認証メカニズムをサポート

していません。

匿名サーバー、証明書サーバーまたは eTrust SiteMinder サーバーを 2 次認

証サーバーとして指定することはできません。

eTrust SiteMinder サーバーを 1 次認証サーバーとして指定する場合、2 次認

証サーバーを指定することはできません。

Secure Access は、Web アプリケーションにアクセスするときに、HTTP の基本

認証と NTLM チャレンジ/レスポンス スキームをサポートしますが、ネゴシエー

ト プロトコルを介した HTTP ベースのクロスプラットフォーム認証をサポート

しません。

関連項目 155ページのRADIUS サーバー インスタンスを設定する•

SAML の設定

IVE を使用すると、IVE と、Secure Access Markup Language（SAML）をサポートする信頼され

る別のアクセス管理システムとの間で、ユーザーおよびセッションの状態情報をやり取りする

ことができます。SAML は、XML フレームワークを使用して 2 つの異なるシステムが認証情報

と承認情報を作成し交換するためのメカニズムを提供します。これにより、ユーザーが複数の

アプリケーションまたはドメインにアクセスする際に、自分の資格情報を再入力する必要性が

最低限に抑えられます。IVE は SAML バージョン 1.1 をサポートします。

SAML の交換は、2 つのシステムまたはドメイン間の信頼関係に依存します。交換では、一方の

システムは SAML オーソリティ（アサート パーティまたは SAML レスポンダとも呼ばれます）

として機能し、ユーザーについての情報を認めます。他方のシステムは「リライング パーティ」

（SAML レシーバとも呼ばれます）として機能し、SAML オーソリティによって提供されたステー

トメント（アサーションともよばれます）に依存します。SAML オーソリティを信頼することを

選択すると、リライング パーティは、SAML オーソリティによって提供される情報に基づいて

ユーザーを認証または承認します。

IVE は、次の 2 種類の SAML 使用例をサポートしています。

• SAML オーソリティとしての IVE － ユーザーはまず IVE を経由してリソースにサインイン

します。他のすべてのシステムは SAML レシーバであり、ユーザーの認証と承諾について IVE

に依存します。このシナリオでは、IVE は、アーティファクト プロファイルまたは POST プ

ロファイルを使用することができます。

• SAML レシーバとしての IVE － ユーザーはまずネットワーク上の別のシステムにサインイン

します。IVE は SAML レシーバであり、ユーザーの認証と承諾について別のシステムに依存

します。

たとえば最初のシナリオで、John Smith という名前の認証された IVE ユーザーが、アクセス

管理システムに保護されたリソースにアクセスするとします。その場合、IVE は SAML オーソ

リティとして機能し、「このユーザーは John Smith であり、パスワード メカニズムを使用し
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て認証された」と宣言します。アクセス管理システム（依存側）は、このステートメントを受

け取り、IVE を信頼することを選択します（したがって、IVE がユーザーを正しく識別してい

ることをも信頼することになります）。アクセス管理システムは、IVE によって送信された情

報を信頼する一方で、要求されたリソースへのユーザー アクセスを拒否することもできます

（たとえば、システムに対する十分なアクセス特権が John Smith にない場合など）。

2 つ目のシナリオで、John Smith が企業ポータルにサインインするとします。すると、企業の

ファイアウォールの後ろにある LDAP サーバーを使用して認証されます。企業のセキュア ポー

タルで、John Smith が IVE によって保護されるリソースへのリンクをクリックします。その

場合、以下のプロセスが生じます。

1. リンクは、John Smith を企業ポータル上の Intersite Transfer Service にリダイレクト

します。これが、アーティファクト URL を構成します。アーティファクト URL は、企業

ポータルのキャッシュに保存されている SAML アサーションへの参照を含んでいます。

2. ポータルは URL を IVE に送信します。ここで、参照にリンクするかどうかを決定すること

ができます。

3. IVE が参照にリンクする場合、ポータルは SAML アサーション（ユーザーの資格情報を含む

XML メッセージ）を含んだ SOAP メッセージを IVE へ送信します。ここで、ユーザーが要

求するリソースへのアクセスを許可するかどうかが決定されます。

4. IVE がユーザーのアクセスを許可する場合、IVE は、要求されたリソースをユーザーに提示

します。

5. IVE が SAML アサーションあるいはユーザーの資格情報を拒否する場合、IVE はユーザーに

エラー メッセージで応答します。

IVE の設定では、以下に対して SAML を使用できます。

• シングル サインオン（SSO）の認証 － SAML SSO トランザクションでは、認証されたユー

ザーは、資格情報を再送信することなく、別のシステムにシームレスにサインインします。

このようなトランザクションでは、IVE は、SAML オーソリティにも SAML レシーバにもなる

ことができます。IVE が SAML オーソリティとして動作する場合、ユーザー名と認証方法を

宣言する認証ステートメントを作成します。依存側（SAML SSO トランザクションではアサー

ション コンシューマ サービスと呼ばれる）が IVE を信頼することを選択すると、ユーザー

は、ステートメントに含まれているユーザー名を使用してアサーション コンシューマ サー

ビスにシームレスにサインインします。

IVE が SAML レシーバとして動作する場合、IVE は SAML オーソリティから資格情報の確認

を要求します。これは、LDAP や他の認証サーバーなど、別のアクセス管理システムです。

SAML オーソリティは、アサーションを SOAP メッセージの形で送信します。アサーションと

は XML ステートメントの集合であり、IVE 管理者が SAML サーバー インスタンス定義で指

定した基準に基づいて、IVE が解釈する必要があります。IVE がアサート側を信頼すること

を選択すると、IVE は、ユーザーに対し、SAML アサーションに含まれる資格情報を使って

シームレスにサインインすることを許可します。

• アクセス コントロールの承認 － SAML アクセス コントロール トランザクションで、IVE

は、ユーザーにアクセス権があるかどうかをアクセス管理システムに尋ねます。このトラン

ザクションでは、IVE は依存側（アクセス コントロール トランザクションではポリシー強

制ポイントとも呼ばれます）です。IVE は、アクセス管理システム（SAML オーソリティ）に

よって提供される Authorization Decision Statement を使用および強制執行できます。

Authorization Decision Statement は、ユーザーがアクセスを許可されている対象を定義し
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ます。SAML オーソリティ（アクセス コントロール トランザクションではポリシー決定ポイ

ントとも呼ばれます）が、IVE ユーザーが十分なアクセス権を持っていると宣言する場合、

ユーザーは要求リソースにアクセスできます。

注: IVE は、属性ステートメントをサポートしません。属性ステートメントは、

ユーザーに関する特定の詳細事項を宣言するものです（たとえば、「John Smith

は、ゴールド グループのメンバーです」など）。

IVE は Authorization Decision Statement を作成せず、それらを使用するだけ

です。

IVE は、SAML オーソリティによって戻された Authorization Decision Statement

に基づいてユーザーに URL へのアクセスを許可するほか、IVE 専用メカニズムを

使用して、URL に対するユーザーのアクセス特権の定義も可能にします（Users

> Resource Profiles > Web Applications/Pages タブ）。SAML オーソリティと

同様に、IVE を介してアクセス コントロールを定義する場合は、ユーザーがアク

セスできるように、どちらのソースも URL へのアクセスを許可する必要がありま

す。たとえば、「Users」ロールのメンバーが www.google.com にアクセスするこ

とを拒否する IVE アクセス ポリシーを設定する一方で、ユーザーのアクセス権

をアクセス管理システムの属性に基づいて設定する、別の SAML ポリシーを設定

する場合があります。アクセス管理システムでユーザーが www.google.com にア

クセスすることを許可している場合でも、ユーザーは IVE アクセス ポリシーに

よって引き続きアクセスを拒否されます。

ユーザーがリソースにアクセスできるかどうかを尋ねられた場合、SAML をサポー

トするアクセス管理システムは、許可、拒否、または不確定という応答を返しま

す。IVE が不確定という応答を受け取った場合は、ユーザー アクセスを拒否され

ます。

IVE とアクセス管理システムのセッション タイムアウトが、相互に関連して動作

することはありません。IVE Cookie（DSIDcookie）がタイムアウトする前にユー

ザーのアクセス管理システムのセッション Cookie がタイムアウトすると、2 つ

のシステム間のシングル サインオン機能が失われます。アクセス管理システムか

らタイムアウトしたユーザーは、再度サインインするよう指示されます。

関連項目 235ページのSAML SSO プロファイルの設定•

SAML SSO プロファイルの設定

信頼するアクセス管理システムに対して SSO トランザクションを有効にした場合は、アクセス

管理システムが Secure Access からユーザー情報を「プルする」か、Secure Access がアクセ

ス管理システムにユーザー情報を「プッシュする」かを指示する必要があります。2 つのシス

テムが使用する通信方法は、設定時にプロファイルを選択して指定します。「プロファイル」

とは、2 つの信頼するサイト間で SAML ステートメントの転送に使用する方法です。Secure

Access の設定時に、アーティファクト プロファイルまたは POST プロファイルを選択できま

す。
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アーティファクト プロファイル（ブラウザ/アーティファクト プロファイルとも呼ばれる）を

使用した通信を選択すると、信頼できるアクセス管理サーバーが Secure Access から認証情報

を「プル」します。

図 7: アーティファクト プロファイル

Secure Access と アサーション コンシューマ サービス（ACS）は、以下のプロセスで情報を

やり取りします。

1. ユーザーがリソースへのアクセスを試みる － ユーザーが Secure Access にサインインし、

Web サーバー上の保護されたリソースにアクセスしようと試みます。

2. Secure Access が HTTP または HTTPS GET 要求を ACS に送信する － Secure Access が要

求を遮断し、要求を受け付けるために必要な SSO 操作を既に実行しているかどうかを調べ

ます。実行していなければ、Secure Access は認証ステートメントを作成し、アーティファ

クトと呼ばれる HTTP クエリ変数をアサーション コンシューマ サービスに渡します。

アーティファクト プロファイルは、ソース サイトのソース ID（つまり、Secure Access

を参照する 20 バイトの文字列）と、認証ステートメントへのハンドルとして動作する、ラ

ンダムに生成された文字列を含む Base64 コード化文字列です。（ハンドルは、アーティ

ファクトが送信されてから 5 分で期限切れになるため、アサーション コンシューマ サー

ビスが 5 分後に応答を返した場合、Secure Access はステートメントを送信しないことに

注意してください。また、Secure Access は、ハンドルを 2 回使用することを避けるため、

1 度使用したハンドルは廃棄することにも注意してください。）

3. ACS が Secure Access に SAML 要求を送信する － アサーション コンシューマ サービス

は、前のステップで送られてきたソース ID を使用して Secure Access の場所を特定しま

す。次に、アサーション コンシューマ サービスは、ステートメント要求を SOAP メッセー

ジにラップして、Secure Access の以下のアドレスに送信します。

https://<<ivehostname>/danaws/saml.ws

要求には、前の手順で送られてきたステートメントへのハンドルが含まれています。

注: Secure Access は、0x0001 タイプのアーティファクトのみをサポートしま

す。このタイプのアーティファクトは、ソース サイトの場所そのものを送信す

るのではなく、ソース サイトの場所への参照（つまり、Secure Access アプラ

イアンスのソース ID）を送信します。0x0001 タイプのアーティファクトを処理

するためには、アサーション コンシューマ サービスが、ソース ID をパート

ナーのソース サイトの場所にマップするテーブルを持っている必要があります。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.236

Secure Access 管理ガイド



4. Secure Access が認証ステートメントを ACS に送信する － Secure Access は要求内のス

テートメント ハンドルを使用し、Secure Access キャッシュ内の正しいステートメントを

見つけ、その後適切な認証ステートメントをアサーション コンシューマ サービスに送り返

します。署名のないステートメントには、ユーザーの ID と、Secure Access へのサインイ

ンに使用したメカニズムが含まれています。

5. ACS が Secure Access にクッキーを送信する － アサーション コンシューマ サービスは

ステートメントを受け入れ、その後、ユーザーのセッションを有効にする Secure Access

に Cookie を送り返します。

6. Secure Access が Web サーバーに Cookie を送信する － Secure Access は、将来のリク

エストを処理するために、Cookie をキャッシュに格納します。次に Secure Access は、

HTTP リクエスト内の Cookie を、Cookie 内のドメインと一致するドメイン名を持つ Web

サーバーに送信します。Web サーバーは、ユーザーに資格情報を求めることなく、セッショ

ンを開始します。

注: アーティファクト プロファイルを使用するように Secure Access を設定す

る場合、アサーション コンシューマ サービスに Secure Access の Web サー

バー証明書をインストールする必要があります。

SAML SSO アーティファクト プロファイル リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行

います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 管理者ビューを SAML ポリシーを表示するように設定していない場合には、以下の修正を行

います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. SSO チェックボックスを選択します。

c. SSO チェックボックスの下にある SAML チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. SSO > SAML タブを選択します。

4. New Policy をクリックします。

5. New Policy ページで、以下を入力します。

a. このポリシーに付ける名前

b. ポリシーの説明（オプション）

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。
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• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Use the SAML SSO defined below － Secure Access は、SAML SSO details セクション

に指定されたデータを使用して、指定された URL に対するシングル サインオン（SSO）

要求を実行します。Secure Access は、Resources リストで指定された SAML リソースへ

のアクセスをユーザーが試行したときに、SSO 要求を行います。

• Do NOT use SAML － Secure Access は SSO 要求を実行しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. SAML SSO Details セクションで、以下を指定します。

• SAML Assertion Consumer Service URL － Secure Access がアサーション コンシューマ

サービス（すなわち、アクセス管理サーバー）と通信するために使用する URL を入力し

ます。たとえば、https://<hostname>:<port>/dana na/auth/saml consumer.cgi と入

力します。（Secure Access はアサーションの SAML 受信者を判断するときにも、この

フィールドを使用します。）

注: HTTPS で始まる URL を入力した場合は、Secure Access にアサーション

コンシューマ サービスのルート CA をインストールする必要があります。

• Profile － SSO トランザクションの実行中にアサーション コンシューマ サービスが

Secure Access から情報を「プル」するように指定するには、Artifact を選択します。

• Source ID － Secure Access のソース ID を入力します。入力形式に応じて、ID は次の

ように処理されます。

• プレーン テキスト文字列 － Secure Access により、20 バイトの文字列になるよう変

換、付加、または切り捨てが行われます。

• Base64 コード化文字列 － Secure Access により、20 バイトになるよう復号されます。

アクセス管理システムで 64 ビット暗号化ソース ID が必要とされる場合、まず 20 バイ

トの文字列を作成し、その文字列を OpenSSL などのツールを使って 64 ビットに暗号化

できます。

注: Secure Access 識別子（すなわち、ソース ID）をアサーション コンシュー

マ サービス上で、https://<ivehostname>/dana ws/saml.ws の URL にマッ

ピングする必要があります。

• Issuer － Secure Access がアサーションの生成時に自身を識別するために使用できる一

意な文字列（通常はホスト名）を入力します。

注: Secure Access の一意な文字列を認識できるようにアサーション コン

シューマ サービスを設定する必要があります。
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10. User Identity セクションで、Secure Access とアサーション コンシューマ サービスが

ユーザーを識別する方法を指定します。

• Subject Name Type － Secure Access とアサーション コンシューマ サービスがユーザー

の識別に使用する方法を指定します。

• DN － DN（識別名）属性のフォーマットでユーザー名を送信します。

• Email Address － E メール アドレスのフォーマットでユーザー名を送信します。

• Windows － Windows ドメイン修飾ユーザー名のフォーマットでユーザー名を送信しま

す。

• Other － Secure Access とアサーション コンシューマ サービスとの間で合意された

別のフォーマットでユーザー名を送信します。

• Subject Name － 変数を使用して、Secure Access がアサーション コンシューマ サービ

スに渡すユーザー名を指定します。または、静的テキストを入力します。

注: アサーション コンシューマ サービスが認識できるユーザー名または属性

を送信する必要があります。

11. Web Service Authentication セクションで、Secure Access がアサーション コンシューマ

サービスを認証する方法を指定します。

• None － アサーション コンシューマ サービスを認証しません。

• Username － ユーザー名とパスワードを使用してアサーション コンシューマ サービスを

認証します。アサーション コンシューマ サービスが Secure Access に送信する必要が

あるユーザー名とパスワードを入力します。

• Certificate Attribute － 証明書属性を使用してアサーション コンシューマ サービス

を認証します。アサーション コンシューマ サービスから Secure Access に送信する属

性を 1 行に 1 つずつ入力します。たとえば、cn=sales のように入力します。アサーショ

ン コンシューマ サービスの証明書に含まれる値と一致する値を入力する必要がありま

す。

注: このオプションを選択した場合は、Secure Access にアサーション コン

シューマ サービスのルート CA をインストールする必要があります。

12. Cookie Domain － SSO Cookie を送るドメインのカンマ区切りのリストを入力します。

13. Save Changes をクリックします。

14. SAML SSO Policies ページで、Secure Access での評価方法に応じてポリシーに順序を設定

します。ユーザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リ

スト内のリソースと一致すると、Secure Access は、指定されたアクションを実行してポリ

シーの処理を停止します。

関連項目 688ページのSA シリーズ アプライアンス上での証明書の使用について•
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シングル サインオン POST プロファイルの作成

POST プロファイル（ブラウザ/POST プロファイルとも呼ばれます）を使用して通信することを

選択すると、Secure Access は、HTTP POST コマンドを使用して、SSL 3.0 接続を通じて認証

データをアクセス管理システムに「プッシュ」します。

図 8: POST プロファイル

Secure Access とアクセス管理（AM）システムは、以下のプロセスで情報をやり取りします。

1. ユーザーがリソースへのアクセスを試みる － ユーザーが Secure Access にサインインし、

Web サーバー上の保護されたリソースにアクセスしようと試みます。

2. Secure Access がステートメントを転送する － Secure Access は要求を受け取り、要求を

開始するために必要な SSO 操作を既に実行しているかどうかを調べます。実行していなけ

れば、Secure Access は認証ステートメントを作成し、それに電子署名を行って、アクセス

管理サーバーに直接転送します。ステートメントに署名があるため、アクセス管理サーバー

は、証明書の発行に使用された認証局を信用します。Secure Access がステートメントの署

名に使用する証明書を設定しなければならないことに注意してください。

3. AM がセッションを確立する － ユーザーが適切な権限を持っている場合、アクセス管理サー

バーは、ユーザーのセッションを有効にする Secure Access に Cookie を送り返します。

4. Secure Access が Web サーバーに Cookie を送信する － Secure Access は、将来のリク

エストを処理するために、Cookie をキャッシュに格納します。次に Secure Access は、

HTTP リクエスト内の Cookie を、Cookie 内のドメインと一致するドメイン名を持つ Web

サーバーに送信します。Web サーバーは、ユーザーに資格情報を求めることなく、セッショ

ンを開始します。

注: POST プロファイルを使用するように Secure Access を設定する場合は、

Secure Access にアサーション コンシューマ サービスのルート CA をインス

トールして、アサーション コンシューマ サービスが証明書を信頼するために使

用する方法を決定する必要があります。
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SAML SSO POST プロファイル リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web に移動します。

2. 管理者ビューを SAML ポリシーを表示するように設定していない場合には、以下の修正を行

います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. SSO チェックボックスを選択します。

c. SSO チェックボックスの下にある SAML チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. SSO > SAML タブを選択します。

4. New Policy をクリックします。

5. SAML SSO Policy ページで、以下を入力します。

• このポリシーに付ける名前

• ポリシーの説明（オプション）

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Use the SAML SSO defined below － Secure Access は、SAML SSO details セクション

に指定されたデータを使用して、指定された URL に対するシングル サインオン（SSO）

要求を実行します。Secure Access は、Resources リストで指定された SAML リソースへ

のアクセスをユーザーが試行したときに、SSO 要求を行います。

• Do NOT use SAML － Secure Access は SSO 要求を実行しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. SAML SSO Details セクションで、以下を指定します。

• SAML Assertion Consumer Service URL － Secure Access がアサーション コンシューマ

サービス（すなわち、アクセス管理サーバー）と通信するために使用する URL を入力し

ます。たとえば、https://hostname/acs と入力します。

• Profile － Secure Access に SSO トランザクション中にアサーション コンシューマ

サービスへ情報を「プッシュ」させるには、POST を選択します。
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• Issuer— Secure Access がアサーションの生成時に自身を識別するために使用できる一意

な文字列（通常はホスト名）を入力します。

注: Secure Access の一意な文字列を認識できるようにアサーション コン

シューマ サービスを設定する必要があります。

• Signing Certificate － Secure Access がアサーションに署名するために使用する証明

書を指定します。

10. User Identity セクションで、Secure Access とアサーション コンシューマ サービスが

ユーザーを識別する方法を指定します。

• Subject Name Type － Secure Access とアサーション コンシューマ サービスがユーザー

の識別に使用する方法を指定します。

• DN － DN（識別名）属性のフォーマットでユーザー名を送信します。

• Email Address － E メール アドレスのフォーマットでユーザー名を送信します。

• Windows － Windows ドメイン修飾ユーザー名のフォーマットでユーザー名を送信しま

す。

• Other － Secure Access とアサーション コンシューマ サービスとの間で合意された

別のフォーマットでユーザー名を送信します。

• Subject Name － 変数を使用して、Secure Access がアサーション コンシューマ サービ

スに渡すユーザー名を指定します。または、静的テキストを入力します。

注: アサーション コンシューマ サービスが認識できるユーザー名または属性

を送信する必要があります。

• Cookie Domain － SSO Cookie を送るドメインのカンマ区切りのリストを入力します。

11. Save Changes をクリックします。

12. SAML SSO Policies ページで、Secure Access での評価方法に応じてポリシーに順序を設定

します。ユーザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リ

スト内のリソースと一致すると、Secure Access は、指定されたアクションを実行してポリ

シーの処理を停止します。

関連項目 688ページのSA シリーズ アプライアンス上での証明書の使用について•

• 429ページのWeb プロキシ リソース ポリシーの作成

SAM アクセス コントロール リソース ポリシーの作成

信頼するアクセス管理システムに対してアクセス コントロール トランザクションを有効にす

ると、Secure Access および信頼するアクセス管理システムは、下に示す方法を使用して情報

を交換します。
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図 9: アクセス コントロール ポリシー

Secure Access とアクセス管理（AM）システムは、以下のプロセスで情報をやり取りします。

1. ユーザーがリソースへのアクセスを試みる － ユーザーが Secure Access にサインインし、

Web サーバー上の保護されたリソースにアクセスしようと試みます。

2. Secure Access が承認決定クエリを転送する － Secure Access が既に承認要求を作成し、

それがまだ有効である場合、Secure Access はその要求を使用します。（承認要求の有効期

間は、管理者コンソールで指定されます。）有効な承認要求がなければ、Secure Access

は、承認決定クエリをアクセス管理システムに転送します。これには、アクセス管理システ

ムによる承認に必要なユーザーの ID とリソースが含まれています。

3. AM が Authorization Decision Statement を転送する － アクセス管理システムは、

Authorization Decision Statement を含む SOAP メッセージの入った HTTPS POST を送信

します。Authorization Decision Statement には、許可、拒否、または不確定という結果

が含まれています。

4. Secure Access が Web ブラウザに要求を送信する － Authorization Decision Statement

に戻された結果が許可の場合、Secure Access はユーザー アクセスを許可します。そうで

ない場合、Secure Access は、ユーザーにエラー ページを表示して、適切なアクセス権限

がないことを通知します。

注: アクセス制御トランザクションを使用するように Secure Access を設定する場

合は、Secure Access に SAML Web サービスのルート CA をインストールする必要

があります。

SAML Access Control リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 管理者ビューを SAML ポリシーを表示するように設定していない場合には、以下の修正を行

います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Access チェックボックスの下にある SAML ACL チェックボックスを選択します。

c. OK をクリックします。

3. Access > SAML ACL タブを選択します。
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4. SAML Access Control Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. New Policy ページで、以下を入力します。

a. このポリシーに付ける名前

b. ポリシーの説明（オプション）

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Use the SAML Access Control checks defined below － Secure Access は、SAML Access

Control Details セクションに指定されたデータを使用して、指定された URL に対する

アクセス制御チェックを実行します。

• Do not use SAML Access － Secure Access はアクセス制御チェックを実行しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. SAML Access Control Details セクションで、以下を指定します。

• SAML Web Service URL － アクセス管理システムの SAML サーバーの URL を入力します。

たとえば、https://hostname/ws と入力します。

• Issuer － 発行元のホスト名を入力します。通常は、アクセス管理システムのホスト名で

す。

注: SAML Web サービスが認証アサーションで自身を識別するための一意な文

字列を入力します。

10. User Identity セクションで、Secure Access と SAML Web サービスがユーザーを識別する

方法を指定します。

• Subject Name Type － Secure Access と SAML Web サービスがユーザーの識別に使用す

る方法を指定します。

• DN － DN（識別名）属性のフォーマットでユーザー名を送信します。

• Email Address － E メール アドレスのフォーマットでユーザー名を送信します。
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• Windows － Windows ドメイン修飾ユーザー名のフォーマットでユーザー名を送信しま

す。

• Other － Secure Access と SAML Web サービスとの間で合意された別のフォーマット

でユーザー名を送信します。

• Subject Name － 変数を使用して、Secure Access が SAML Web サービスに渡すユーザー

名を指定します。または、静的テキストを入力します。

注: SAML Web サービスが認識できるユーザー名または属性を送信する必要が

あります。

11. Web Service Authentication セクションで、SAML Web サービスが Secure Access を認証

するために使用する認証方法を指定します。

• None － Secure Access を認証しません。

• Username － ユーザー名とパスワードを使用して Secure Access を認証します。Secure

Access が Web サービスに送信する必要があるユーザー名とパスワードを入力します。

• Certificate Attribute － 信頼できる証明局によって署名された証明書を使用して Secure

Access を認証します。Secure Access に複数の証明書がインストールされている場合は、

ドロップダウン リストから Web サービスに送る証明書を選択します。

注: このオプションを選択した場合は、アクセス管理システムの Web サーバー

に Secure Access Web サーバーの証明書をインストールして、SAML Web サー

ビスが証明書を信頼するために使用する方法を決定する必要があります。

12. Options セクションで、以下を指定します。

• Maximum Cache Time － Secure Access がアクセス管理システムの認証応答をキャッシュ

に保存するように設定することで、ユーザーが同じ URL を要求するたびに認証の決定を

生成する手間を省くことができます。Secure Access が応答をキャッシュに保存する期間

を秒単位で指定します。

• Ignore Query Data － デフォルトでは、ユーザーがリソースを要求すると、Secure Access

はそのリソースの URL 全体（クエリ パラメータを含む）を SAML Web サービスに送り、

その URL をキャッシュに保存します。Secure Access が URL からクエリ文字列を削除し

てから認証を要求するか、認証応答をキャッシュに保存するように指定できます。

13. Save Changes をクリックします。

14. SAML Access Control Policies ページで、Secure Access での評価方法に応じてポリシー

に順序を設定します。ユーザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の

Resource リスト内のリソースと一致すると、Secure Access は、指定されたアクションを

実行してポリシーの処理を停止します。

関連項目 688ページのSA シリーズ アプライアンス上での証明書の使用について•

• 429ページのWeb プロキシ リソース ポリシーの作成
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SAML 対応システム間の信頼関係を確立する

SAML 対応システムが、信頼できるソース間でのみ情報をやり取りするためには、情報の送信側

と受信側のアプリケーション間で信頼関係を確立する必要があります。

トラステッド アプリケーション URL を設定する

この信頼関係では、SAML 対応システムが相互に接続する際に必要な URL を SAML 対応システ

ムに提供しなければなりません。トランザクションによっては、トランザクションを開始する

システム（Secure Access）が、相手システムの URL を知っているだけでよい場合もあります

（Secure Access はその URL を使用してトランザクションを開始します）。また、別のトラン

ザクションでは（アーティファクト プロファイルを使用する SSO トランザクション）、それ

ぞれのシステムに相手の URL を設定する必要があります。

以下に、設定する必要のある URL のタイプを手続き別に示します。

• SSO トランザクション:アーティファクト プロファイル － Secure Access で、アサーショ

ン コンシューマ サービスの URL を入力する必要があります。例:https://hostname/acs

また、アサーション コンシューマ サービス上で Secure Access に対して以下の URL を入

力する必要があります。https://<SecureAccessHostname>/dana ws/saml.ws

• SSO トランザクション:POST プロファイル － Secure Access で、アサーション コンシュー

マ サービスの URL を入力する必要があります。例:https://hostname/acs

• アクセス コントロール トランザクション － Secure Access で、SAML Web サービスの URL

を入力する必要があります。例:https://hostname/ws

発行者を設定する

別のシステムからのステートメントを受け入れるには、SAML 対応のエンティティが、ステート

メントの発行者を信頼している必要があります。システムが信頼する発行者のコントロールは、

システムの設定時に、その発行者の固有文字列を指定して行います。（ステートメントの送信

時に、発行者は固有文字列をステートメントに含めることによって自らを識別します。）一般

的に、SAML 対応アプリケーションはホスト名を使用して発行者を識別しますが、SAML の規格

ではアプリケーションは任意の文字列を使用できます。）発行者が指定した固有の文字列を認

識するようシステムを設定していない場合、システムはその発行者のステートメントを受け入

れません。

以下に、設定する必要のある発行者のタイプをトランザクション別に示します。

• SSO トランザクション － 識別後、その文字列を認識するようアクセス管理システムを設定

する個別の文字列（通常はホスト名）を、Secure Access に指定する必要があります。

• アクセス コントロール トランザクション － アクセス管理システム上で、アクセス管理シ

ステム自体を識別するために使用する固有の文字列（通常はホスト名）を指定し、次に Secure

Access がこの文字列を認識するように設定しなければなりません。

証明書を設定する

SSL トランザクション内で、サーバーはクライアントに証明書を提示する必要があり、その後

クライアントは、サーバー証明書の認証局が信用できることを検証してから（最低条件）情報
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を受け取る必要があります。Secure Access の SAML トランザクションのすべてが SSL（HTTPS）

を使用するように設定できます。

SSO トランザクションの設定：アーティファクト プロファイル

アーティファクト プロファイル トランザクションでは、Secure Access とアクセス管理シス

テム間で頻繁に通信が行われます。データのやり取りや、2 つのシステムの認証に使用する方

法によって、インストールし設定する証明書は異なります。以下に、特別な証明書設定を必要

とするアーティファクト プロファイルの設定オプションを示します。

• すべてのアーティファクト プロファイル トランザクション － アーティファクト プロファ

イルの設定に関係なく、Secure Access Web サーバーの証明書に署名した CA の証明書を、

アクセス管理システム上にインストールする必要があります。（Secure Access は、アクセ

ス管理システムが認証ステートメントを要求するときに SSL 接続を使用することを要求しま

す。SSL 接続では、接続を開始した側が、接続先のシステムを信用する必要があります。CA

証明書をアクセス管理システムにインストールすることにより、アクセス管理システムは、

Secure Access の証明書を発行した CA を信頼できるようになります）。

• SSL 接続（HTTPS GET 要求）を介したアーティファクトの送信 － SSL 接続を介してアーティ

ファクトをアクセス管理システムに送信することを選択した場合は、アクセス管理システム

のルート CA 証明書を Secure Access 上にインストールする必要があります。（SSL 接続で

は、接続を開始した側が、接続先のシステムを信用している必要があります。アクセス管理

システムの CA 証明書を Secure Access にインストールすることにより、Secure Access

は、アクセス管理システムの証明書を発行した CA を信頼できるようになります）。管理者

コンソールの System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs ページから、

ルート CA をインストールすることができます。SSL 接続を介してアーティファクトを送信

したくない場合は、追加の証明書をインストールする必要はありません。

Secure Access からアクセス管理システムへの SSL ベースの通信を有効にするには、Secure

Access の設定時に、HTTPS で始まる URL を SAML Assertion Consumer Service URL フィー

ルドに入力します。また、アクセス管理システムでも SSL を有効にする必要があります。

• 証明書による認証を使用した手続き － 証明書を使用してアクセス管理システムを認証する

場合は、次の操作を行う必要があります。

• アクセス管理システムのルート CA 証明書を Secure Access にインストールします。管理

者コンソールの System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs ページ

から、ルート CA をインストールすることができます。

• Secure Access がアクセス管理システムの正当性を検証するために使用する証明書の値を

指定します。値は、アクセス管理サーバーの証明書に含まれる値と一致する必要がありま

す。

アクセス管理システムの認証を選択しない場合、またはユーザー名/パスワードによる認証を選

択する場合は、追加の証明書をインストールする必要はありません。

SSO トランザクションの設定：POST プロファイル

POST プロファイル トランザクションで、Secure Access は署名付き認証ステートメントをア

クセス管理システムに送信します。一般には SSL 接続で送信します（推奨）が、設定によって

は、Secure Access が標準の HTTP 接続でステートメントを送信することがあります。以下に、

特別な証明書設定を必要とする POST プロファイルの設定オプションを示します。
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• すべての POST プロファイル トランザクション － POST プロファイルの設定に関係なく、

Secure Access がステートメントへの署名に使用する証明書を指定する必要があります。証

明書は、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > SSO SAML > [Policy] >

General ページで選択できます。次に、Secure Access の証明書をアクセス管理システム上

にインストールする必要があります。Secure Access の証明書は、System > Configuration

> Certificates > Device Certificates > [Certificate] > Certificate Details ページか

らダウンロードできます。

• SSL 接続 (HTTPS) を介した POST データの送信 － SSL 接続を介してステートメントをアク

セス管理システムに送信することを選択した場合は、アクセス管理システムのルート CA 証

明書を Secure Access 上にインストールする必要があります。（SSL 接続では、接続を開始

した側が、接続先のシステムを信用している必要があります。アクセス管理システムの証明

書を Secure Access にインストールすることにより、Secure Access は、アクセス管理シス

テムの証明書を発行した CA を信頼できるようになります）。管理者コンソールの System >

Configuration > Certificates > Trusted Client CAs ページから、ルート CA をインストー

ルすることができます。SSL 接続を介してステートメントを転送したくない場合は、追加の

証明書をインストールする必要はありません。

Secure Access からアクセス管理システムへの SSL ベースの通信を有効にするには、Secure

Access の設定時に、HTTPS で始まる URL を SAML Assertion Consumer Service URL フィール

ドに入力します。また、アクセス管理システムでも SSL を有効にする必要があります。

アクセス コントロール トランザクションを設定する

アクセス コントロール トランザクションで、Secure Access は承認決定クエリをアクセス管

理システムに転送します。アクセス管理システムが応答できるようにするには、設定で必要と

されている証明書オプションを判別する必要があります。以下に、特別な証明書設定を必要と

するアクセス コントロールの設定オプションを示します。

• SSL 接続を介した承認データの送信 － SSL 接続を使用してアクセス管理システムに接続す

ることを選択した場合は、アクセス管理システムのルート CA 証明書を Secure Access 上に

インストールする必要があります。（SSL 接続では、接続を開始した側が、接続先のシステ

ムを信用している必要があります。アクセス管理システムの証明書を Secure Access にイン

ストールすることにより、Secure Access は、アクセス管理システムの証明書を発行した CA

を信頼できるようになります）。管理者コンソールの System > Configuration > Certificates

> Trusted Client CAs ページから、ルート CA をインストールすることができます。

• 証明書による認証を使用した手続き － 証明書による認証の使用を選択する場合は、アクセ

ス管理システムが、Secure Access の証明書を発行した CA を信用している必要があります。

また任意ですが、以下の追加オプションに基づいて証明書を受け入れることもできます。

• Secure Access 証明書の公開鍵をアクセス管理システムにアップロードします。

• 特定の証明書属性を使用して Secure Access を検証します。

これらのオプションでは、Secure Access がアクセス管理システムに渡す証明書を指定する

必要があります。証明書は、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > SAML

ACL > [Policy] > General ページで選択できます。

Secure Access の証明書を検証するようにアクセス管理システムを設定する方法については、

現在使用されているアクセス管理システムのドキュメントを参照してください。お使いのア

クセス管理システムが証明書による認証を必要としない場合、またはユーザー名/パスワード

による認証を使用している場合は、アクセス管理サーバーに証明書を渡すように Secure
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Access を設定する必要はありません。信頼を確立する方法を指定しない場合、アクセス管理

システムは、どのシステムからの承認要求でも受け入れます。

ユーザー ID を設定する

信頼が確立された関係において、2 つのエンティティが、ユーザーを識別する方法について合

意している必要があります。その方法としては、システム内でユーザー名を共有する、システ

ム内で共有する LDAP または証明書ユーザー属性を選択する、またはユーザー ID をハードコー

ド化する、などがあります（たとえば、Subject Name フィールドを「guest」に設定して、シ

ステム内でのアクセスを容易に許可することができます）。

2 つのシステムがユーザーについて共通する情報を渡すようにするには、Secure Access が渡

す情報を、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > SAML SSO > [Policy] >

General ページおよび Users > Resource Policies > Web > SAML ACL > [Policy] > General

ページの User Identity セクションにあるオプションを使用して指定する必要があります。ア

クセス管理システムが認識するユーザー名または属性を選択してください。

関連項目 • 696ページのトラステッド クライアント CA を使用する

• 233ページのSAML を設定する

• 235ページのSAML SSO プロファイルを設定する

• 246ページのSAML 対応システム間の信頼関係を確立する

• 87ページの一般的なロール オプションを設定する
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第12章

ユーザー レコードの同期化

• ユーザー レコードの同期について 251ページ

• ユーザー レコードの同期を有効化する 253ページ

• ユーザー レコード同期化認証サーバーの設定 254ページ

• ユーザー レコード同期化サーバーの構成 254ページ

• ユーザー レコード同期化クライアントの設定 255ページ

• ユーザー レコード同期化データベースの設定 256ページ

ユーザー レコードの同期について

ユーザー レコード同期機能は、より一貫したユーザー体験を促進します。どの Secure Access

にログインしているかに関係なく、ユーザーは、ブックマークや個々の設定を保持できます。

ユーザー レコードの同期は、クライアントとサーバのペアリングに依存します。クライアント

とは、リモート アクセスを始めるため、ユーザーがログインした Secure Access アプライア

ンスのことです。ユーザー レコード データを保管するため、各クライアントは、プライマリ

サーバー 1 台とバックアップ サーバー 1 台に関連付けられます。クライアントは、個々のア

プライアンスでもクラスタ内のノードでも構いません。

この場合のサーバーとは、ユーザー データ レコードを保管する Secure Access アプライアン

スのことです。1 台以上のピア サーバーにユーザー レコード データを複製するよう、各サー

バーを設定できます。サーバーは、ユーザーが定義した論理名で識別されます。同じ論理名を

複数の認証サーバーに割り当てることができます。これにより、異なるタイプの認証サーバー

を同じユーザーに関連付けることができます。たとえば、SA1 は、ACE 認証サーバーであり、

www.juniper.net へのブックマークを作成した user1 がいます。SA2 は、Active Directory

認証サーバーであり、同じ user1 がいます。SA1/ACE/user1 から SA2/AD/user1 へ

www.juniper.net ブックマークを転送するには、SA1 上の ACE サーバーと SA2 上の Active

Directory サーバーの両方に論理名に「Logical1」を割り当てます。

注: クライアントとピア サーバーとの間の同期に、クラスタ VIP は IP として使

用できません。

認証サーバーは、論理名が同じである限り、タイプやサーバー名が異なっても、共通ユーザー

と関連付けることができます。ユーザー レコード データをサーバー間で同期するには、ユー
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ザー名が同じでなければなりません。論理認証サーバー（LAS）とユーザー名の組み合わせが、

ユーザー レコードを一意に識別します。

次のユーザー レコードが、クライアントとサーバーとの間で同期されます。

• ブックマーク

• Web

• ファイル

• ターミナルサービス

• JSAM

• 環境設定

• 永続的 Cookie

• パスワードのキャッシュ

ユーザー セッション データは同期されません。永続的 Cookie が変更された場合、ユーザー

セッションが終了するときに同期されます。ユーザー レコードへの他のすべての変更は直ちに

同期されます。ユーザー レコードは、サーバーにプッシュされる前に、クライアント ノード

上のキャッシュに保管されます。

ユーザーがクライアントにログインするとき、そのデータが、関連付けられたサーバーからプ

ルされます。プルは、バックグラウンドで実行され、ログイン プロセスを遅らせません。

JavaScript をサポートしないブラウザでは、更新されたブックマークや環境設定を表示するた

め、インデックス ページを手動でリフレッシュしなければなりません。JavaScript をサポー

トするブラウザでは、進行状況のインジケーターが回転し、ホームページは、更新されたブッ

クマークと環境設定で自動的にリフレッシュされます。

バージョン 6.5 以降であれば、クライアントとサーバーに、同じ Secure Access ソフトウェ

ア バージョンをインストールする必要はありません。

注: ユーザー レコードの同期にはポート 17425 を使用します。このポート番号は

設定できません。ファイアウォールを横切って配備している場合は、このポート上

のトラフィックを許可するよう、ファイアウォールを設定してください。

ユーザー レコードの同期をセットアップするには、次の作業を実行します。

1. 参加する各クライアントとサーバーでユーザー レコードの同期を有効にします。どれがク

ライアントで、どれがサーバーかを明確にし、各クライアントとサーバーにノード名を割り

当てます。

2. クライアントをサーバーで、サーバーをピア サーバーで認証するのに使用する共有秘密を

作成します。

3. 各サーバーで、どのクライアントおよびピア サーバーとの通信を許可するか指定します。

4. 各クライアントで、各 LAS サーバーのレコードを扱うサーバーを指定します。
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この機能を有効にしたら、ユーザー レコード データベースを初期化するオプションが複数あ

ります。以下の操作を行うことができます。

• クライアント システムのキャッシュにあるユーザー レコードを使用して、データベースに

データを読み込む。

• サーバー システムのキャッシュにあるユーザー レコードを使用して、データベースにデー

タを読み込む。

• 事前にはデータベースにデータを読み込まないで、クライアント システムでのユーザーのロ

グインやログアウト時に読み込む。

最後のオプションを選択すると、ユーザーは、ログインしたクライアントによっては、次回ロ

グインするまで、保存されたブックマークや環境設定を見ることができません。

注: Secure Access アプライアンス上のタイム クロックが同期していない場合、

ユーザー レコードは同期できません。Secure Access の時間を正確に調整しておく

ため、ユーザー レコード同期に参加する各ノードには、同じ NTP サーバーを使用

するよう推奨します。

関連項目 253ページのユーザー レコードの同期を有効化する•

• 254ページのユーザー レコード同期化認証サーバーの構成

• 254ページのユーザー レコード同期化サーバーの構成

• 255ページのユーザー レコード同期化クライアントの構成

• 256ページのユーザー レコード同期化データベースの構成

ユーザー レコードの同期を有効化する

ユーザー レコードの同期を有効化する最初の手順は、クライアントとサーバーの間の認証に使

用するノード名と共有秘密を定義することです。

1. System > Configuration > User Record Synchronization > General を選択します。

2. Enable User Record Synchronization チェックボックスを選択します。

3. 他と重複しないノード名を入力します。この名前は、クライアントをサーバーに関連付ける

ときに使用され、サーバーに割り当てる論理名とは異なります。また、このノード名は、ク

ラスタ ノード名とも異なります。

4. 共有秘密を入力して確認します。

共有秘密は、クライアントをそのサーバーで、また、プライマリ サーバーをそのピア サー

バーで認証するのに使用されるパスワードです。ユーザー レコードの同期化に参加する、

すべてのクライアントおよびサーバーに同じ共有秘密を使用します。

5. このノードはクライアントのみであるか、または、このノードはクライアントとサーバーの

両方として機能するかを選択します。

6. Save Changes をクリックします。

253Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第12章: ユーザー レコードの同期化



注: 後ほど、このウィンドウで変更を行う必要がある場合、Enable User Record

Synchronization チェックボックスの選択を解除して、Save Changes をクリックし

ます。編集を行い、Enable User Record Synchronization チェックボックスを選択

して、変更を保存します。

名前と共有秘密を入力すると、これらのフィールドはクリアできません。

関連項目 254ページのユーザー レコード同期化認証サーバーの構成•

• 254ページのユーザー レコード同期化サーバーの構成

• 255ページのユーザー レコード同期化クライアントの構成

• 256ページのユーザー レコード同期化データベースの構成

ユーザー レコード同期化認証サーバーの設定

認証サーバーをセットアップするには、その論理名を定義する必要があります。

1. Authentication > Auth Servers を選択します。

2. LAS 名を割り当てる認証サーバーの名前をクリックします。

認証サーバーに LAS 名を割り当てることによって、認証サーバーを使用して認証される全

ユーザーが、この LAS に関連付けられます。この場合、ユーザー レコード同期化サーバー

ノードではなくクライアント ノードを参照しています。

3. User Record Synchronization チェックボックスを選択します。

4. このサーバーを識別する論理名を入力します。

これにより、異なる Secure Access ゲートウェイ上の認証サーバーを横断して、ユーザー

レコード データを共有できます。認証サーバーに LAS 名を割り当てることによって、その

認証サーバーで認証される全ユーザーに LAS 名を暗黙に割り当てることになります。ユー

ザーのログイン名とその LAS 名の組み合わせにより、全ユーザー レコード同期化サーバー

を横断して、そのユーザーのユーザー レコードが一意に識別されます。

5. Save Changes をクリックします。

関連項目 254ページのユーザー レコード同期化認証サーバーの設定•

• 255ページのユーザー レコード同期化クライアントの設定

• 256ページのユーザー レコード同期化データベースの設定

ユーザー レコード同期化サーバーの構成

ユーザー レコード同期化サーバーをセットアップするには、そのピア ノード（オプション）

および、このサーバーにアクセスできるクライアントを定義する必要があります。

1. System > Configuration > User Record Synchronization > This Server を選択します。
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2. ピア サーバーのノード名と IP アドレスを入力し、次に Add をクリックします。複数のピ

ア サーバーを指定するには、各サーバーのノード名と IP アドレスを個々に入力し、Add

をクリックします。追加できるピア サーバーの数に制限はありません。

データは、プライマリ サーバーまたはバックアップ サーバーからそのピア サーバーへ複

製されます。プライマリが利用できない場合、ユーザー データはバックアップに送信され

ます。その後、ユーザー データはピア サーバーに複製されます。

3. このサーバーと同期化する各クライアントについて、クライアントの名前と IP アドレスを

入力し、Add をクリックします。

追加すると、ピア サーバーの名前の隣に、色のついたアイコンが表示され、接続ステータスを

示します。ノード ステータスは、クライアント ノードおよび LAS マッピング サーバーに提

供されます。

説明色

接続済み緑

接続途中黄

未接続灰色

関連項目 254ページのユーザー レコード同期化認証サーバーの設定•

• 255ページのユーザー レコード同期化クライアントの設定

• 256ページのユーザー レコード同期化データベースの設定

ユーザー レコード同期化クライアントの設定

クライアントをセットアップするには、このクライアントと同期化させるプライマリ サーバー

とバックアップ サーバーを選択します。

1. System > Configuration > User Record Synchronization > This Client を選択します。

2. 同期化させる LAS 名を選択し、ユーザー レコードを提供するユーザー レコード サーバー

のプライマリ IP を入力します。利用可能な任意のサーバーとの同期化を希望する場合は、

Any LAS を選択します。

3. プライマリ サーバーおよびオプションでバックアップ サーバーの IP アドレスを入力し、

Add をクリックします。

Any LAS を選択した場合でも、プライマリ サーバーの IP アドレスは入力する必要があり

ます。

追加すると、プライマリ サーバーとバックアップ サーバーの名前の隣に、色のついたアイコ

ンが表示され、接続ステータスを示します。

関連項目 254ページのユーザー レコード同期化認証サーバーの設定•

• 254ページのユーザー レコード同期化サーバーの設定

• 256ページのユーザー レコード同期化データベースの設定
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ユーザー レコード同期化データベースの設定

Database タブでは、クライアント キャッシュからの非アクティブなレコードの削除、データ

ベースに関する統計の取得、データのエクスポートとインポート、サーバーのデータベースか

らのユーザー データの削除ができます。

データベースを設定するには、次の操作を行います。

1. System > Configuration > User Record Synchronization > Database を選択します。

2. クライアント キャッシュから非アクティブなレコードを削除するには、Auto delete

inactive synchronized user records from the Cache を選択します。このオプションは、

ユーザー レコード データベースからユーザー レコードを削除しません。

このオプションを選択すると、Secure Access は、15 分ごとにチェックを実行し、次の基

準をすべて満たすユーザー レコードを削除します。

• ユーザー レコードに関連付けられたアクティブなユーザー セッションが存在しない。

• ユーザー レコードにカスタム設定が存在しない。または、ユーザー レコードの最新バー

ジョンが、ユーザー レコード データベースと同期化されている。

• ユーザー レコード データベースに関連付けられた認証サーバーのタイプが「local」で

はない。たとえば、Secure Access のデフォルト構成の一部である「System Local」認証

サーバーのタイプは「local」です。したがって、その認証サーバーに関連付けられたユー

ザー レコードは自動削除されません。ただし、Radius や LDAP などの外部認証サーバー

に関連付けられたユーザー レコードは、前の 2 つ基準によって、削除される場合があり

ます。

3. サーバー上に置かれたデータベースからユーザー・レコードを永続的に削除するには、

Auto delete user records from the local synchronization database that have been

idle for X days を選択します。削除される前にユーザー レコードが非アクティブでなけ

ればならない日数を入力します。

この場合、「非アクティブ」とは、X 日間、クライアントがユーザー レコードをプルして

いない、またはユーザー レコードに変更をプッシュしていないことを意味します。

4. データベースのレコード数を表示するには、Retrieve Statistics をクリックします。デー

タベースのレコードを編集または表示できません。

5. Export では、ファイルにユーザー レコードをエクスポートします。ユーザー レコードは、

ユーザー レコード データベースまたはキャッシュからエクスポートできます。エクスポー

トされたファイルを使用して、別のノードのユーザー レコード データベースにデータを前

もって読み込むことができます。

• エクスポートするユーザー レコードの LAS 名を入力します。このフィールドを空白のま

まにすると、ユーザー レコードがすべてエクスポートされます。LAS 名を入力すると、

入力された LAS 名を持つユーザー レコードのみが、エクスポートされます。

• エクスポートされたデータを暗号化するには、Encrypt the exported data with password

チェックボックスを選択し、パスワードを入力します。

• Export をクリックして、指定したソース（キャッシュまたはデータベース）からユーザー

レコードをエクスポートします。ファイルの保存場所を指定するよう要求されます。
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6. Import では、同期化データベースにユーザー レコードをインポートします。ユーザー レ

コードは、ファイルまたはキャッシュからインポートできます。別のノードからエクスポー

トされたユーザー レコード、またはキャッシュからのユーザー レコードをユーザー レコー

ド データベースに前もって読み込むには、Import 操作を使用します。

• Browse をクリックして、エクスポートしたファイルを参照し、エクスポートしたファイ

ルをパスワード付きで暗号化した場合は、パスワードを入力します。

• Override Logical Auth Servers in imported user records with チェックボックスを選

択し、インポートした各ユーザー レコードの LAS 名を入力した LAS 名と置換します。

たとえば、LAS 名を変更し、このオプションを使用して、新しい名前でユーザー レコー

ドを更新できます。

• Import をクリックします。

7. Delete では、どのユーザー レコードをユーザー レコード データベースから永続的に削除

するかを指定します。選択したオプションは、このサーバーに関連付けられたユーザー レ

コード データベースにのみ適用されます。

• 特定のレコードを削除するには、User record with login name and Logical Auth Server

を選択します。ログイン名と LAS 名の組み合わせで、ユーザー レコードを一意に識別し

ます。（存在する場合に）そのレコードを削除するには、このオプションを選択します。

• 指定した LAS 名のユーザー レコードをすべて削除するには、User records with Logical

Auth Server を選択します。

• このノード上のデータベースからユーザー レコードを永続的に削除するには、All user

records を選択します。

• Delete をクリックします。

関連項目 • 254ページのユーザー レコード同期化認証サーバーの設定

• 254ページのユーザー レコード同期化サーバーの設定

• 255ページのユーザー レコード同期化クライアントの設定
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第3部

エンドポイント防御

• ホストチェッカー 261ページ

• キャッシュクリーナー 327ページ
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第13章

ホストチェッカー

• ホストチェッカーと Trusted Network Computing 262ページ

• タスク サマリー:ホストチェッカーの設定 263ページ

• グローバル ホストチェッカー ポリシを作成する 265ページ

• 拡張エンドポイント セキュリティ機能の有効化 266ページ

• 接続コントロール ホストチェッカー ポリシーの有効化（Windows のみ） 268ページ

• 新しいクライアントサイドのホストチェッカー ポリシーの作成と設定 269ページ

• 既定の規則を使用してサードパーティのアプリケーションをチェックする（Windows の

み） 270ページ

• 修復オプションを使って事前定義されたウイルス対策規則を構成する 272ページ

• 改善オプションを使って事前定義されたファイアウォール規則を構成する（Windows の

み） 274ページ

• 事前定義スパイウェア対策規則の設定（Windows のみ） 275ページ

• ウイルス署名バージョンの監視およびパッチ評価データの監視を設定する 276ページ

• カスタム規則を使用して要件をカスタマイズする 278ページ

• ホストチェッカー規則でワイルドカードあるいは環境変数を使用する 284ページ

• パッチ評価ポリシーの設定 285ページ

• パッチ評価規則の設定 287ページ

• サードパーティ統合測定検証を使用する 290ページ

• リモート IMV サーバーの設定 290ページ

• サードパーティ IMV ポリシーの適用 296ページ

• ホストチェッカー ポリシを実装する 297ページ

• ホストチェッカー制限について 300ページ

• ホストチェッカー ポリシを修復する 302ページ

• 一般的なホストチェッカー改善を設定する 304ページ

• エンドポイント セキュリティ評価プラグインのアップグレード 305ページ

• ホストチェッカー認証前アクセス トンネルを定義する 307ページ

• ホストチェッカー認証前アクセス トンネル定義を指定する 308ページ

• ホストチェッカーの一般的なオプションの指定 311ページ
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• ホストチェッカーのインストール オプションを指定する 312ページ

• ホストチェッカーを GINA 自動サインイン機能で使用する 314ページ

• ホストチェッカーを自動または手動でインストールする 315ページ

• ホストチェッカー ログの使用 316ページ

• Windows Mobile 用にホストチェッカーを設定する 316ページ

• プロキシの例外を使用する 317ページ

• Secure Virtual Workspace を有効にする 317ページ

• Secure Virtual Workspace の権限を定義する 320ページ

• Secure Virtual Workspace のアプリケーション ポリシーを定義する 322ページ

• Secure Virtual Workspace のセキュリティ ポリシーを定義する 323ページ

• Secure Virtual Workspace の環境オプションを定義する 324ページ

• Secure Virtual Workspace の改善ポリシーを定義する 325ページ

ホストチェッカーと Trusted Network Computing

ホストチェッカーは、SA への接続を試行するホストに、エンドポイントのヘルス チェックと

セキュリティ チェックを実行するクライアントサイドのエージェントです。

Trusted Computing Group（TCG）は、マルチ プラットフォーム、ペリフェラル、デバイス対応

のハードウェア イネーブルド トラステッド コンピューティングとセキュリティ テクノロジ

のオープン スタンダードの開発、定義、推進を目的として 2003 年に創設された非営利団体で

す。TCG には、コンポーネント ベンダー、ソフトウェア ディベロッパ、システム ベンダー、

ネットワーク企業など、100 を超えるメンバーが参加しています。

Trusted Network Connect（TNC）は、TCG のサブグループであり、ネットワーク アクセス要求

の間または後に、エンドポイントの整合性とポリシー準拠を確認するアーキテクチャと標準セッ

トを作成しました。TCG メンバーの多くが、TNC のアーキテクチャの定義と指定に関わりまし

た。TNC では、さまざまなベンダーのコンポーネントがセキュアに連携できる標準インター

フェースをいくつか定義しました。TNC アーキテクチャは、802 1X、RADIUS、IPsec、EAP、

TLS/SSL などの標準やテクノロジを構築するために設計したアーキテクチャです。TNC の詳細

については、www.trustedcomputinggroup.org を参照してください。

Unified Access Control ソリューションのホストチェッカーは、TNC アーキテクチャと標準に

よるテクノロジを利用して、エンドポイントの信頼性を評価する総合的な手法を提供します。

SA への接続および保護リソースへのアクセスをホストに許可する前に、ホストチェッカーを使

用して、エンドポイント チェックをそのホストに実行できます。ホストチェッカーは、ホスト

上のサードパーティ製アプリケーション、ファイル、プロセス、ポート、レジストリ キー、お

よびカスタム DLL をチェックできます。チェックの結果に基づいて、保護リソースへのアクセ

スを拒否または許可できます。たとえば、SA 領域へのユーザー アクセスを許可する前にウイ

ルス検出チェックを選択し、必要に応じてユーザー システム上のソフトウェアを起動して、独

自の DLL に定義された個別ポリシーに基づいてユーザーをロールにマップし、次にスパイウェ

ア検出ソフトウェアの有無に基づき、個々のリソースへのアクセスを制限することができます。

ユーザーのコンピュータが指定した要件を満たしていない場合は、ユーザーがコンピュータを

要件に準拠させることができるよう、修復の指示を表示することができます。
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ホストチェッカーは、TNC ベースの IMC（整合性測定コレクタ）および IMV（整合性測定ベリ

ファイア）をサポートしています。IMC は、ホスト上で動作するソフトウェア モジュールであ

り、ウイルス対策、スパイウェア対策、パッチ管理、ファイアウォールなど、ホストに関する

設定やセキュリティの情報を収集します。IMV は、SA 上で動作するソフトウェアモジュールで

あり、ホストの整合性の特定の側面を確認します。SA 上の各 IMV は、ホスト上の対応する IMC

と連携し、ホストが、設定された整合性測定カスタム規則の要件を満たすか確認します。IMC

は、セキュリティ ステータスに変化はないか、クライアント マシンをしばしばスキャンしま

す。IMC は、ステータスの変化（たとえばユーザーがウイルス チェックを解除した）を検出す

ると、新しいチェックをトリガして、変更されたシステムがホストチェッカー ポリシーの要件

に準拠することを確認できます。リモートの IMV サーバー上にインストールされたサードパー

ティの IMV を使用して、クライアント コンピュータ上にインストールされたサードパーティ

の IMC をホストチェッカーがモニターするように設定することができます。

ロール レベルまたは領域レベルでホストチェッカーを呼び出し、認証を試みるエンドポイント

向けにアクセス要件を指定できます。

ホストチェッカー規則はすべて、TNC オープン アーキテクチャに基づいて IMC と IMV を通し

て実施されます。IMC は、ホストチェッカーがクライアント マシン上で実行するソフトウェア

モジュールです。

IMC は、クライアント マシンのウイルス対策、スパイウェア対策、パッチ管理、ファイアウォー

ルなどの設定とセキュリティ情報などの情報収集を行います。

IMV は、エンドポイントの整合性における特定の面について検証を行う SA 上で実行されるソ

フトウェア モジュールです。

SA およびホストチェッカーは、IMV と IMC の対応するペア間における情報の流れを管理しま

す。SA 上の 各 IMV は、クライアント マシン上の対応する IMC と連携し、クライアントがホ

ストチェッカー規則を満たしていることを確認します。

リモートの IMV サーバー上にインストールされたサードパーティの IMV を使用して、クライ

アント コンピュータ上にインストールされたサードパーティの IMC をホストチェッカーがモ

ニターするように設定することもできます。

関連項目 265ページのグローバルなホストチェッカー ポリシーの作成•

• 263ページのタスク サマリー:ホストチェッカーの設定

タスク サマリー:ホストチェッカーの設定

注: ホストチェッカーのダウンロード、インストール、起動を許可するには、ユー

ザー エンドポイントのブラウザ内に署名付き ActiveX コンポーネントまたは署名

付き Java アプレットが必要です。
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ホストチェッカー ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Authentication > Endpoint Security > Host Checker ページで、ホ

ストチェッカー ポリシーを作成し有効化します。

a. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択し

ます。

b. Policies で New をクリックします。

c. Policy Name フィールドに名前を入力し、Continue をクリックします。（このポリシー

用にカスタムの指示を有効にした場合、ユーザーはホストチェッカー修復ページでこの

名前を見ることができます。）

d. ポリシーに関連付ける 1 つ以上の規則を作成します。

2. 必要に応じて、管理者コンソールの Authentication > Endpoint Security > Host Checker

ページで、システム レベルのオプションを追加で設定します。

• ホストチェッカー ポリシーの要件を満たさないユーザーに修復情報を表示したい場合は、

管理者コンソールの Authentication > Endpoint Security > Host Checker ページで修

復オプションを設定します。

• Windows クライアントの場合は、クライアントとポリシー サーバーまたはリソースの間

に認証前アクセス トンネルを使用する必要があるかどうかを決定します。必要な場合、

管理者コンソールの Authentication > Endpoint Security > Host Checker ページで、

manifest.hcif ファイルをトンネル定義で作成してアップロードします。

• デフォルトのホストチェッカー設定を変更するには、管理者コンソールの Authentication

> Endpoint Security > Host Checker ページで、設定を行います。

3. ホストチェッカー ポリシーを実行するレベルを決定します。

• ユーザーが初めて Secure Access にアクセスしたときにホストチェッカー ポリシー を

実施するには、管理者コンソールの Users > User Realms > 領域を選択 > Authentication

Policy > Host Checker ページでポリシーを選択し、領域レベルでポリシーを適用しま

す。

• ホストチェッカー ポリシーに準拠しているかどうかに基づいてユーザーのアクセスを許

可または拒否するには、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 >

General > Restrictions > Host Checker ページを使用して、ロール レベルでポリシー

を適用します。

• ホストチェッカー ポリシーに準拠しているかどうかに基づいてユーザーをロールにマッ

プするには、管理者コンソールの Users > User Realms > 領域を選択 > Role Mapping

ページで、カスタム式を使用します。

• ホストチェッカー ポリシーに準拠しているかどうかに基づいてユーザーに個々のリソー

スへのアクセスを許可または拒否するには、管理者コンソールの Users > Resource

Policies > リソースを選択 > ポリシーを選択 > Detailed Rules > 規則を選択|作成

ページの条件を使用します。

4. 定義したポリシーを実施するホストチェッカー クライアントサイド エージェントに、ユー

ザーがアクセスする方法を指定します。
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• ホストチェッカー クライアントサイド エージェントの自動インストールをすべてのプ

ラットフォーム上で有効にするには、管理者コンソール の Administrators > Admin

Realms > 領域を選択 > Authentication Policy > Host Checker ページまたは Users >

User Realms > 領域を選択 > Authentication Policy > Host Checker ページを使用しま

す。

• ホストチェッカー インストーラをダウンロードして、Windows ユーザーのシステムに手

動でインストールするには、管理者コンソールの Maintenance > System > Installers

ページを使用します。

5. クライアントサイド ログを作成するかどうかを決定します。管理者コンソールの System >

Log/Monitoring > Client Logs ページでクライアントサイドのログ作成を有効にすると、

Secure Access アプライアンスは、ユーザーのシステムにログ ファイルを作成し、ホスト

チェッカーが動作する度に、このファイルに書き込みます。

同一システムからの 2 つ以上の有効な Secure Access セッションが存在し、ホストチェッカー

がそれらのセッションで使用されている場合、ユーザーがセッションの 1 つからサインアウト

した時点で、すべてのセッションが終了してしまいます。これを防ぐには、それらのセッショ

ンの中でホストチェッカーを必要としないセッション用のホストチェッカーを無効にしてくだ

さい。

関連項目 37ページのJunos Pulse の概要•

• 265ページのグローバルなホストチェッカー ポリシーの作成

グローバル ホストチェッカー ポリシを作成する

ホストチェッカーを端点管理のポリシ適用ツールとして使用するには、管理者コンソールの

Authentication > Endpoint Security > Host Checker ページからホストチェッカー ポリシを作

成し、それらを領域およびロール、リソース ポリシ レベルで適用する必要があります。

Secure Access では、ホストチェッカー ポリシを有効化、作成、設定するために使用するオプ

ションとして、次のようなものを提供しています。

• 既定のポリシ（ネットワーク内の攻撃を防ぐ、あるいはマルウェア検出ソフトウェアをダウ

ンロード） － Secure Access には、既定の 2 種類のクライアントサイド ホストチェッカー

ポリシがあらかじめ装備されています。これらは単に有効化するだけで使用でき、作成や設

定は必要ありません。接続コントロール ポリシは、同じネットワーク上の感染したコンピュー

タからの Windows クライアント コンピュータへの攻撃を防ぎます。EES ポリシは、ユーザー

が Secure Access へサインインする前に、クライアント コンピュータにマルウェア防御ソ

フトウェアをダウンロードします。これらのポリシは、Windows のシステム上でのみ動作し

ます。

• 既定の規則（サード パーティのアプリケーションをチェック） － ホストチェッカーには、

アンチウィルス ソフトウェア、ファイアウォール、マルウェア、スパイウェア、およびさま

ざまな業界リーダーが提供する特定のオペレーティング システムをチェックする既定のさま

ざまな規則が、あらかじめ含まれています。これらの規則をホストチェッカーのクライアン

トサイド ポリシ内で 1 つ以上有効化することにより、統合されたサードパーティのアプリ

ケーションを指定し、ユーザーのコンピューター上で実行することが可能になります。
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• カスタム規則（追加要件をチェック） － 既定の規則のほか、ホストチェッカー ポリシ内で

カスタム規則を作成し、ユーザーの端点が満たすべき要件を定義することができます。カス

タム規則を使用して、以下を行うことができます。

• カスタマイズされたクライアント サイドのチェックを実行するカスタム サード パーティー

DLL をチェックするように、ホストチェッカーを定義します。

• ユーザーのコンピュータ上で特定のポートが開いているかどうかを確認します。

• ユーザーのコンピュータ上で特定のプロセスが実行されているかどうかを確認します。

• クライアント コンピュータ上に特定のファイルが存在するかどうかを確認します。

• MD5 チェックサムから必要なファイルの経過期間と内容を評価します。

• クライアント コンピュータ上でレジストリ キーが設定されているのを確認します（Windows

のみ）。

• クライアント コンピュータ上の NetBIOS 名、MAC アドレス、または証明書を確認します

（Windows のみ）。

• クライアントのオペレーティング システムおよびアプリケーション サービス パックが最

新かどうかを調べます（Windows のみ）。

• 端点が正しいソフトウェアを実行しているかどうかを確認するため、アプリケーションと

バージョンのチェックを実行します（Windows のみ）。

• カスタム統合アプリケーション(API から適用) － Windows クライアントの場合、サードパー

ティの J.E.D.I. DLL を Secure Access にアップロードすることができます。

• 1 つのポリシに、Windows、Macintosh、Linux に対してそれぞれ別のホストチェッカー要件

を作成し、各オペレーティング システム上のさまざまなファイル、プロセス、製品を確認す

ることができます。さらに、1 つのポリシ内で複数のホストチェック タイプを組み合わせ

て、規則セットを確認することができます。

関連項目 290ページのリモート IMV サーバーを設定する•

• 297ページのホストチェッカー ポリシを実装する

拡張エンドポイント セキュリティ機能の有効化

ホストチェッカーには、Windows エンドポイントを検出し修復できる統合スパイウェア対策機

能が含まれています。拡張エンドポイント セキュリティ（EES）は、次のマルウェア、スパイ

ウェア、ウイルス、またはウォームが、Secure Access への接続を試みるエンドポイントに存

在しないことを保証します。また、ホストチェッカー ポリシーの設定によって、これらのエン

ドポイントを制限または隔離できます。

• アドウェア

• ダイアラ

• ハイジャック

• スパイ Cookie
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• コマーシャル システム モニター

• システム モニター（スパイウェア、キーロガー、スクリーンスクレーパ、およびシステムを

監視するあらゆるマルウェアを検出する）

• ダウンローダ型トロイの木馬

• フィッシング型トロイの木馬

• トロイの木馬

• ワーム

EES は、エンドポイントのメモリにロードされたプロセスをスキャンし、リアルタイムでファ

イル システムへの書き込みと実行を防止して、準拠していないマシンを自動的に修復します。

修復ステータスの一部として、EES は、検出されたが修復されていない脅威を報告します。場

合によっては、準拠を達成するため、エンドユーザーは、マシンの再起動を指示される場合が

あります。

EES は、インターネット上の Web Root Spy Sweeper サーバーからエンドポイントに自動的に

ダウンロードされる署名データベースを使用します。署名データベースは、Secure Access 上

でホストされません。

EES が正常に動作するには、最新の署名更新のダウンロードが許可されなければならないので、

エンドポイントはインターネットにアクセスできる必要があります。さらに、デフォルトの修

復ロールを設定する場合、修復ロールに指定されるエンドポイントは、∗.webroot.com にアク

セスできなければなりません。

署名データベースの有効期間を決定するため、Secure Access 上のデータベースの寿命を設定

できます。データベースの寿命は、ホストチェッカー ポリシーを渡すことにより、ユーザーが

リソースにアクセスできるかどうかを決定するために使用されるしきい値です。たとえば、署

名が作成されてから 5 日目で、寿命を 6 日に設定している場合、ユーザーは、リソースにア

クセスできます。寿命を 4 日に設定していれば、ユーザーは、ホストチェッカー ポリシーに

失敗します。ユーザーが、最初の EES ホストチェッカー ポリシーに合格すると、署名更新は

定期的に行われます。したがって、エンドポイントには通常、最新の変更があるはずです。

Secure Access へ接続する前に、インターネット接続がエンドポイントで利用できず、署名の

寿命をチェックするオプションを選択している場合、署名が古すぎれば、ポリシーに合格しま

せん。たとえば、ユーザーが数日間エンドポイントにアクセスしておらず、署名が最新でなけ

れば、エンドポイントは、Secure Access に対して認証できません。この場合、∗.webroot.com

での署名更新用にインターネットへの限定アクセスを許容する、デフォルトの修復ロールを作

成できます。

EES スパイウェア対策機能は、ネットワークコネクトを備えた Windows プラットフォーム（Vista

を含む）で利用できます。

複数のポリシーが作成されず、ポリシーを有効にしたすべての領域とロールで同じポリシーが

使用されるよう、Endpoint Security > Host Checker メイン ページで EES を設定します。領

域またはロールを作成するとき、他のホストチェッカー ポリシーに加えて EES 制限も有効に

できます。
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注: 25 AED ユーザーのトライアル パッケージは、2 EES ユーザーのトライアル

パックに変更されています。トライアル パックは、概念実証とトライアル テスト

のためのものです。実働環境での使用は意図していません。Lab ライセンス キー

は、EES の機能を追加、削減しません。

ユーザー側

ネットワークコネクトまたは Junos Pulse がまだインストールされていないエンドポイントで

は、EES プラグインが初期化してから、EES ポリシーを評価できます。情報ページがユーザー

のエンドポイントに表示され、評価ステータスを通知します。

大量のデータがダウンロードされ（インストーラに約 5 MB、署名に約 12 MB）、その後でメモ

リ スキャンが行われます。

インストール後、署名が更新されます。また、メモリ スキャンが実行され、スパイウェアがメ

モリにロードされていないことを確認します。エンドポイントのメモリにアクティブなスパイ

ウェアがないと判断されると、ポリシーに合格します。

エンドポイント上の初期インストールとスキャンには、ある程度の時間かかります。操作が完

了するのを待つよう、エンドユーザーに注意する必要があります。

脅威が検出されると、自動的にホストチェッカーによって修復され、報告はされません。脅威

が修復できない場合は、エンドポイントからサーバーに報告します。エンドポイントの準拠状

態に応じて、ロールとユーザー セッションを調整できます。複数のユーザー文字列で、準拠ス

テータスをエンドユーザーに自動的に通知します。

EES スパイウェア対策を有効にし使用するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. Options で、Advanced Endpoint Protection: Malware Protection タブを選択します。

3. Enable Advanced Endpoint Protection: Malware Protection チェックボックスを選択しま

す。

4. Signature definitions should not be older than チェックボックスを選択して、署名定

義データベースの寿命を設定します。寿命を日数（3～30）で入力します。この機能では、

更新の頻度は変更されません。この数字は、署名の許容可能な古さを決定します。

5. Save Changes をクリックします。

領域またはロールのホストチェッカー制限を作成または設定したら、Enhanced Endpoint

Security: Malware Protection を選択して、そのロールまたは領域に適用します。

関連項目 300ページのホストチェッカーの制限について•

接続コントロール ホストチェッカー ポリシーの有効化（Windows のみ）

既定のホストチェッカー接続コントロール ポリシーは、同じ物理ネットワーク上にある感染し

たコンピュータからの Windows クライアント コンピュータへの攻撃を防ぎます。
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注: ホストチェッカー接続コントロール ポリシーは、Windows Vista または Windows

7 ではサポートされていません。

ホストチェッカー接続コントロール ポリシーは、すべての着信 TCP、UDP、および

ICMP 接続をブロックします。このポリシーは、すべての送信 TCP とネットワーク

コネクト トラフィック、および DNS サーバー、WINS サーバー、DHCP サーバー、

プロキシ サーバー、Secure Access へのすべての接続を許可します。

注: クライアント コンピュータでホストチェッカーが接続コントロール ポリシー

を実行するには、ユーザーに管理者権限が必要です。

既定のホストチェッカー接続コントロール ポリシーを有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. Options で、Create Host Checker Connection Control Policy チェックボックスを選択し

ます。

3. Save Changes をクリックします。Secure Access がホストチェッカー接続コントロール ポ

リシーを有効にします。

注: このポリシーを変更することはできません。有効あるいは無効に設定するこ

とのみ可能です。また、このポリシーは変更できないため、Authentication >

Endpoint Security > Host Checker ページの Policies セクションで、他の設

定可能なポリシーと一緒に表示されることはありません。

4. ホストチェッカー接続コントロール ポリシーを、領域、ロール、あるいはリソース ポリ

シー レベルで適用します。

クライアント コンピュータ上で接続コントロール ポリシーを有効にするには、領域レベル

でポリシーを評価あるいは実行する必要があります。

関連項目 300ページのホストチェッカーの制限について•

新しいクライアントサイドのホストチェッカー ポリシーの作成と設定

アンチウイルス ソフトウェア、ファイアウォール、マルウェア、スパイウェア、およびさまざ

まな業界リーダーが提供する特定のオペレーティング システムをチェックする、さまざまな種

類のポリシーを、ホストチェッカー クライアントから作成することができます。カスタムの

サードパーティ DLL、ポート、プロセス、ファイル、レジストリ キーおよび NetBIOS 名、MAC

アドレス、またはクライアント マシンの証明書についてのチェックも作成できます。

ポリシーを作成する際、ポリシー名を定義して、既定の規則を有効にするか、あるいは特定の

チェックを実行するカスタム規則を作成する必要があります。オプションで、ホストチェッカー

が 1 つのポリシー内で複数の規則をどのように評価するかを指定することも可能です。
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標準のクライアントサイド ポリシーを作成するには、以下を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. Policies で New をクリックします。

3. Policy Name フィールドに名前を入力し、Continue をクリックします。（このポリシー用

にカスタムの指示を有効にした場合、ユーザーはホストチェッカー修復ページでこの名前を

見ることができます。）

4. ポリシーに関連付ける 1 つ以上の規則を作成します。

5. ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をどのように評価するかを指定します。

6. 推奨: コンピュータがポリシーの指定する要件を満たさないユーザーに対して、改善オプ

ションを指定します。（改善指示を作成せず、ポリシーが失敗した場合は、ユーザーはリ

ソースにアクセスできない理由を知ることができません。）

7. ポリシーを領域、ロール、あるいはリソース レベルで適用します。

関連項目 270ページの既定の規則を使用してサードパーティのアプリケーションをチェックする（Windows

のみ）

•

• 278ページのカスタム規則を使用して要件をカスタマイズする

• 304ページの一般的なホストチェッカー改善を設定する

• 300ページのホストチェッカーの制限について

既定の規則を使用してサードパーティのアプリケーションをチェックする（Windows のみ）

ホストチェッカーには、さまざまな業界リーダーが提供するウイルス対策ソフトウェア、ファ

イアウォール、マルウェア、スパイウェア、オペレーティング システムをチェックするあらゆ

る既定の規則が、あらかじめ装備されています。これらの規則をホストチェッカーのクライア

ントサイド ポリシー内で 1 つ以上有効化することにより、指定のサードパーティ製統合アプ

リケーションを、ユーザーのコンピュータ上で仕様に従って実行することが可能になります。

ファイアウォールおよびウイルス対策規則については、自動的にエンドポイントが要件を満た

すよう、修復アクションを指定することができます。

現在サポートされているアプリケーションを見るには、Authentication > Endpoint Security

> Host Checker に進み、新しいポリシーを作成します。Select Rule Type ドロップダウン リ

ストから既定の規則タイプを選択して、そのカテゴリ内でサポートされているアプリケーショ

ンの一覧を表示します。アプリケーションの一覧は非常に広範囲に及ぶことがあります。また、

各サポート リリースで更新されるため、定期的に確認すると便利です。

次の既定の規則タイプが利用可能です。

• Predefined: AntiVirus － 指定のウイルス対策ソフトウェアをチェックする規則を作成し、

修復オプションを指定する場合は、このオプションを選択します。

• Predefined: Firewall － 指定のファイアウォール ソフトウェアをチェックする規則を作成

し、修復オプションを指定する場合は、このオプションを選択します。
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• Predefined: Malware － 指定のマルウェア防御ソフトウェアをチェックする規則を作成する

場合は、このオプションを選択します。

• Predefined: AntiSpyware － 指定のスパイウェア防御ソフトウェアをチェックする規則を作

成する場合は、このオプションを選択します。

• Predefined: OS Checks － 指定の Windows オペレーティング システムと最低限必要なサー

ビス パック バージョンをチェックする規則を作成する場合は、このオプションを選択しま

す。（サービス パックのバージョンが、指定したバージョンと同じかそれ以降の場合は、ポ

リシーの条件を満たします。）

注: 基礎となる TNCC サービスがキルまたは停止された場合も、エンドポイントは

次のホストチェッカー ポリシーが更新されるまで、おそらく非適合の状態で、ネッ

トワーク上に存在し続けます。

このセクションでは、Predefined Malware チェックおよび Predefined OS チェックについて

詳述します。Predefined Antivirus、Firewall、および Malware チェックは、後続のセクショ

ンで定義します。

Predefined Malware または Predefined OS Check 規則を使ってホストチェッカー規則を作成

するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. 新しいポリシーを作成するか、そのページの Policies セクションにある既存のポリシーを

クリックします。

3. Rule Settings で、以下のオプションのいずれかを選択し、Add をクリックします。

• Predefined Malware

• Predefined OS Checks

既定の規則ページが開きます。

4. Rule Name フィールドで、規則の ID を入力します。

5. Criteria で、チェックの対象となる特定のマルウェアまたはオペレーティング システムを

選び、Add をクリックします。（オペレーティング システムをチェックする場合、サービ

ス パックのバージョンも指定することができます。）

注: 既定の規則内で複数の種類のソフトウェアを選択した場合、選択したソフト

ウェア アプリケーションのいずれかがユーザーのマシン上に存在すると、ホス

トチェッカーは規則が満たされたと判断します。

6. エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Optional で Monitor this

rule for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ログインに成

功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access は、領域または

ロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。
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7. Save Changes をクリックします。

8. オプションで、ポリシーに規則を追加し、ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をど

のように評価するかを指定し、修復オプションを指定します。

関連項目 269ページの新しいクライアントサイドのホストチェッカー ポリシーの作成と設定•

• 274ページの修復オプションを使って事前定義されたファイアウォール規則を構成する（Windows

のみ）

• 272ページの修復オプションを使って事前定義されたウイルス対策規則を構成する

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

修復オプションを使って事前定義されたウイルス対策規則を構成する

ホストチェッカーを使ってウイルス対策改善アクションを設定することができます。最後に成

功したウイルス スキャンからの経過期間（日数）を指定することができます。また、クライア

ント マシンにインストールしたウイルス署名が、指定したアップデート回数よりも古くなって

はならないと指定することができます。

また、ログインしたエンドポイントの適合ステータスを維持し、現在のステータスに応じて、

エンドポイントを他のロールや領域に合わせて改善するため、ポリシーをモニターすることが

できます。

クライアントがログインを試行し、クライアント マシンがユーザーの指定した要件を満たさな

い場合、ホストチェッカーは不備を矯正して、クライアントをログインさせようとします。ホ

ストチェッカーのウイルス対策改善により、ユーザーはエンドポイントに対して、最新のウイ

ルス署名ファイルをダウンロードするよう要求し、ウイルス対策による保護をオンにし、ウイ

ルス対策スキャンを開始することができます。

改善オプションは、すべてのウイルス対策ソフトウェア ベンダーの製品をサポートしているわ

けではありません。サポートしている全ベンダーと製品は、Require any supported product

オプション ボタンを選択すると表示されます。

または、Require specific products/vendors オプション ボタンを選択し、Require any

supported product from a specific vendor または Require specific products チェックボッ

クスを選択して、利用可能なタイプを Selected Types に追加します。改善オプションが表示

され、特定の製品やベンダーに対してどの改善オプションを使用できるかを知ることができま

す。

事前定義ウイルス対策規則を構成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. 新しいポリシーを作成するか、そのページの Policies セクションにある既存のポリシーを

クリックします。

3. Rule Settings で、Predefined: Antivirus を選択し、Add をクリックします。

4. Rule Name にウイルス対策規則の名前を入力します。
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5. ソフトウェア ベンダーの製品がシステム スキャン チェックについてサポートされている

かどうかを確認するには、these Antivirus products をクリックします。新しいウィンド

ウが開き、この機能をサポートしている全製品のリストが表示されます。

6. Successful System Scan must have been performed in the last _ days の横のチェック

ボックスを選択するか、チェックを外し、フィールド内に日数を入力します。

このチェックボックスを選択すると、新しいオプションが表示されます。ウイルス対策ス

キャンを開始する改善アクションが開始されると、以前のチェックを上書きすることができ

ます。

7. Consider this rule as passed if ‘Full System Scan’ was started successfully as

remediation の横のチェックボックスを選択するかチェックを外します。

8. Virus definition files should not be older than _ updates の横のチェックボックスを

選択するかチェックを外します。1 ～ 10 の値を入力します。1 を入力する場合、クライア

ントは最新のアップデートを持っていなければなりません。ユーザーは、サポート対象ベン

ダーのウイルス署名リストをインポートする必要があります。

9. Require any supported product または Require specific products/vendors オプション

ボタンを使用して、ウイルス対策ベンダーおよび製品を選択します。

Require any supported product では、ユーザーは（各製品を個別に選択する必要なく）す

べての製品をチェックすることができます。このオプション ボタンは、改善セクション内

の製品リストを表示し、各製品に対応する改善オプションを有効化することができます。

Require specific products/vendors は、特定のベンダーの特定の製品（シマンテックの製

品など）を許可して、適合性を定義することができます。

Require specific products は、特定の製品を選択して、適合性を定義することができま

す。

ベンダーと製品を選択すると、改善オプションがそのページに表示されます。

以下の改善アクションが利用できます。

• Download latest virus definition files － 特定ベンダーの入手可能な最新ファイルを

ベンダーの Web サイトから取得

• Turn on Real Time Protection － 特定ベンダーのウイルス スキャン機能を起動

• Start Antivirus Scan — 特定ベンダーのリアルタイム ウイルス スキャン機能を実施

上記のアクションが、ご利用の製品に関してサポートされている場合、チェックボックス

はアクティブ（クリック可能）になっています。

ユーザーのウイルス対策製品がサポートされていない場合、改善欄の見出しをクリックし

て、どのベンダーと製品がサポートされているかを知ることができます。

10.製品がサポートされている場合は、適用したい改善アクションのいずれかまたは全部のチェッ

クボックスを選択してください。

11.エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Optional で Monitor this

rule for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ログインに成

功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access は、領域または

ロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。
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12.ウイルス対策規則を保存し、ウイルス対策改善を実施するには、Save Changes をクリック

します。

13.オプションで、ポリシーに規則を追加し、ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をど

のように評価するかを指定し、修復オプションを指定します。

関連項目 276ページのウイルス署名バージョンの監視およびパッチ評価データの監視を構成する•

• 269ページの新しいクライアントサイドのホストチェッカー ポリシーの作成と設定

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

改善オプションを使って事前定義されたファイアウォール規則を構成する（Windows のみ）

エンドポイントに特定のファイアウォールがインストールされており、ネットワーク接続前に

実行されることを要求するホストチェッカー ファイアウォール規則を作成すると、ホストチェッ

カーでファイアウォール改善アクションを構成することができます。

ユーザーがファイアウォール改善アクションでホストチェッカーを実行し、エンドポイントが

要求されたファイアウォールを実行せずにログインしようとした場合、ホストチェッカーはク

ライアントマシン上のファイアウォールの有効化を試行することができます。

この改善オプションは、すべてのファイアウォール製品についてサポートされているわけでは

ありません。Require any supported product または Require specific products/vendors オ

プションボタンを使うことで、利用可能なすべての製品が表示されます。

ホストチェッカーの事前定義ファイアウォール規則を構成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. 新しいポリシーを作成するか、または、そのページの Policies セクションで既存のポリ

シーをクリックします。

3. Rule Settings で、Predefined: Firewall を選択し、Add をクリックします。

4. Rule Name にファイアウォール規則の名前を入力します。

5. Require any supported product または Require specific products/vendors オプション

ボタンを使用して、ファイアウォール ベンダーおよび製品を選択します。

Require any supported product では、ユーザーは（各製品を個別に選択する必要なく）す

べての製品をチェックすることができます。このオプション ボタンは、改善セクション内

の製品リストを表示し、各製品に対応する改善オプションを有効化することができます。

Selected Products に使用可能な製品を追加すると、改善オプションが表示され、選択した

ファイアウォールに改善オプションを使用できるかどうかを知ることができます。

Require specific products/vendors は、特定のベンダーの特定の製品（シマンテックの製

品など）を許可して、適合性を定義することができます。

Require specific products は、特定の製品を選択して、適合性を定義することができま

す。
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ベンダーと製品を選択すると、改善オプションがそのページに表示されます。そのアクショ

ンがユーザーの製品に関してサポートされている場合、Turn on Firewall チェックボック

スはアクティブ（クリック可能）になっています。

6. ファイアウォールがサポートされている場合、Turn on Firewall チェックボックスを選択

します。

7. エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Optional で Monitor this

rule for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ログインに成

功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access は、領域または

ロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。

8. ファイアウォール規則を保存し、ファイアウォール改善を実施するには、Save Changes を

クリックします。

9. オプションで、ポリシーに規則を追加し、ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をど

のように評価するかを指定し、修復オプションを指定します。

関連項目 269ページの新しいクライアントサイドのホストチェッカー ポリシーの作成と設定•

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

事前定義スパイウェア対策規則の設定（Windows のみ）

エンドポイントにスパイウェア対策がインストールされているかチェックするよう、ホスト

チェッカーを設定することができます。

このホストチェッカー規則を実施すると、エンドポイントが必要なスパイウェア対策なしでロ

グインしようとすると、ホストチェッカー規則は失敗します。

このオプションは、すべてのスパイウェア対策製品についてサポートされているわけではあり

ません。Require any supported product または Require specific products/vendors オプ

ションボタンを使うことで、利用可能なすべての製品が表示されます。

ホストチェッカーの事前定義スパイウェア対策規則を構成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. 新しいポリシーを作成するか、または、そのページの Policies セクションで既存のポリ

シーをクリックします。

3. Rule Settings で、Predefined: AntiSpyware を選択し、Add をクリックします。

4. Rule Name にファイアウォール規則の名前を入力します。

5. 次のいずれかのオプションを選択します。

• （各製品を個別に選択するのではなく）すべての製品をチェックするには、Require any

supported product オプション ボタンを選択します。

• チェックしたいスパイウェアを指定するには Require specific products/vendors オプ

ションボタンを選択します。
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• Require any supported product from a specific vendor または Require specific

products を選択して、スパイウェアを指定します。

• Available Products から Selected Products にスパイウェア対策を追加します。

6. エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Optional で Monitor this

rule for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ログインに成

功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access は、領域または

ロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。

7. Save Changes をクリックします。

8. オプションで、ポリシーに規則を追加し、ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をど

のように評価するかを指定し、修復オプションを指定します。

関連項目 269ページの新しいクライアントサイドのホストチェッカー ポリシーの作成と設定•

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

ウイルス署名バージョンの監視およびパッチ評価データの監視を設定する

クライアント コンピュータ上にインストールされているウイルス署名、オペレーティング シ

ステム、ソフトウェア バージョンおよびパッチが、最新であるかどうかを監視、確認し、指定

された基準を満たさないエンドポイントを改善するように、ホストチェッカーを設定すること

ができます。ホストチェッカーは、ホストチェッカー ポリシーの事前定義の規則に対して指定

したベンダーが提供する、最新バージョンのウイルス署名およびパッチ評価バージョンを使用

します。

最新の「ウイルス署名バージョン監視」リストまたは「パッチ管理情報監視」リストを、指定

の間隔で自動的に Juniper Networks のステージング サイトからインポートするか、または

Juniper からファイルをダウンロードして、自身のステージング サーバーを使うこともできま

す。

また、Secure Access と Juniper サイトとの間のステージング サイトとして、プロキシ サー

バーを設定することもできます。プロキシ サーバーを使用するには、該当する場合、サーバー

ネットワーク アドレス、ポートおよび認証資格情報を入力します。

Juniper Networks のステージング サイトにアクセスするには、Juniper Networks Support ア

カウントの資格情報を入力する必要があります。

自動的に Juniper のステージング サイトから最新の「ウイルス署名バージョン監視」リスト

および「パッチ管理情報監視」リストをインポートするように Secure Access を設定するに

は、次の操作を行います。

1. Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択します。

2. Virus signature version monitoring または Patch Management Info Monitoring をクリッ

クします。

3. Auto update virus signatures list または Auto update Patch Management data を選

択します。
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4. Download path に、最新のウイルス署名リストが保存されているステージング サイトの URL

を入力します。デフォルトでは、以下の Juniper Networks ステージング サイトへのパス

が指定されています。

https://download.juniper.net/software/av/uac/epupdate_hist.xml

（ウイルス署名リストの自動アップデート用）

https://download.juniper.net/software/hc/patchdata/patchupdate.dat

（パッチ管理の自動アップデート用）

5. Download interval には、Secure Access が最新のリストを自動的にインポートする頻度を

指定します。

6. Username と Password には、Juniper Networks Support 資格情報を入力してください。

7. Save Changes をクリックします。

最新のウイルス署名バージョン監視リストおよびパッチ管理監視リストを手動でインポートす

るには、次の操作を行います。

1. Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択します。

2. Virus signature version monitoring または Patch Management Info Monitoring をクリッ

クします。

3. ブラウザ ウィンドウに Juniper の URL を入力して、Juniper ステージング サイトから、

ネットワーク サーバーまたはコンピュータのローカル ドライブにリストをダウンロードし

ます。

https://download.juniper.net/software/av/uac/epupdate_hist.xml

https://download.juniper.net/software/hc/patchdata/patchupdate.dat

4. Manually import virus signatures list で Browse をクリックし、リストを選択して、OK

をクリックします。

5. Save Changes をクリックします。

注: 独自のステージング サイトを使用して最新のリストを格納している場合には、

ステージングのサーバー証明書に署名した CA のトラステッド ルート証明書を

Secure Access にアップロードする必要があります。

自動更新サーバーとしてプロキシ サーバーを使用するには、次の操作を行います。

1. Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択します。

2. Virus signature version monitoring または Patch Management Info Monitoring をクリッ

クします。

3. Auto update virus signatures list または Auto update Patch Management data を選

択します。
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4. Download path に、最新のウイルス署名リストが保存されているステージング サイトの URL

を入力します。デフォルトでは、以下の Juniper Networks ステージング サイトへのパス

が指定されています。

https://download.juniper.net/software/av/uac/epupdate_hist.xml

（ウイルス署名リストの自動アップデート用）

https://download.juniper.net/software/hc/patchdata/patchupdate.dat

（パッチ管理の自動アップデート用）

5. Download interval には、Secure Access が最新のリストを自動的にインポートする頻度を

指定します。

6. Username と Password には、Juniper Networks Support 資格情報を入力してください。

7. Use Proxy Server のチェックボックスを選択します。

8. IP Address に、プロキシ サーバーの IP アドレスを入力します。

9. Port には、Juniper Networks Support サイトがプロキシ サーバーとの通信に使用するポー

トを入力します。

10.プロキシ サーバーがパスワードで保護されている場合は、プロキシ サーバーのユーザー名

とパスワードを Username および Password に入力します。

11. Save Changes をクリックします。

関連項目 713ページのトラステッド サーバー CA 証明書のアップロード•

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

カスタム規則を使用して要件をカスタマイズする

Secure Access に付属の前もって定義されたポリシーや規則に加えて、ホストチェッカー ポリ

シー内にカスタム規則を作成して、ユーザーのコンピュータが満たすべき要件を定義すること

ができます。カスタム規則を使用して、以下を行うことができます。

• リモート整合性測定検証（IMV）を、カスタマイズしたクライアントサイド チェックを行う

ように設定します。

• カスタマイズされたクライアント サイドのチェックを実行するカスタム DLL がないかチェッ

クするよう、ホストチェッカーを定義します。

• ユーザーのコンピュータ上で特定のポートが開いているか閉じているかを確認します。

• ユーザーのコンピュータ上で特定のプロセスが実行されているかどうかを確認します。

• クライアント マシン上で特定のプロセスが実行されているかどうかを確認します。

• MD5 チェックサムから必要なファイルの使用期間と内容を評価します。

• クライアント マシン上でレジストリ キーが設定されているのを確認します。

• クライアント マシンの NETBIOS 名を確認します。
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• クライアント マシンの MAC アドレスを確認します。

• ユーザーのコンピュータにインストールされているマシン証明書の有効性を確認します。

注: Windows コンピュータでは、レジストリ キー、サードパーティの DLL、NetBIOS

名、MAC アドレス、およびマシン証明書のみを確認できます。

クライアントサイド ホストチェッカー ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. 新しいポリシーを作成するか、または、そのページの Policies セクションで既存のポリ

シーをクリックします。

3. ホストチェッカーのオプションを指定するオペレーティング システムに対応するタブをク

リックします（Windows、Mac、Linux または Solaris）。同じポリシーで、各オペレーティ

ング システムにそれぞれ別のホストチェッカー要件を指定できます。たとえば、各オペレー

ティング システムでそれぞれ別のファイルやプロセスをチェックするポリシーを作成でき

ます。

注: 許可する各オペレーティング システムに対してポリシーを明示的に作成す

る必要があります。たとえば、Windows ホストチェッカー ポリシーを作成する

が、Mac や Linux 用のポリシーを作成しない場合、Mac や Linux マシンから

Secure Access にサインインするユーザーは、ホストチェッカー ポリシーに合

致しないので、ホストチェッカーを実施される領域やロール、リソースにアクセ

スすることができません。

4. Rule Settings で以下のオプションのいずれかを選択し、Add をクリックします。規則タイ

プに対する Add Custom Rule ページが表示されます。

• Custom: Remote IMV － この規則タイプを使用して、クライアントのオペレーティング

システム、パッチ レベル、ウイルス対策など、クライアントの整合性の特定の事項を検

証するためにクライアントが実行しなければならない整合性測定ソフトウェアを設定しま

す。

• 3rd Party NHC Check（Windows のみ） － この規則タイプを使用して、カスタム DLL の

場所を指定します。ホストチェッカーは DLL を呼び出して、カスタマイズされたクライ

アントサイドのチェックを実行します。DLL がホストチェッカーに成功の結果を返した場

合、Secure Access は規則が満たされたとみなします。3rd Party NHC Check 設定ページ

で、次の操作を行います。

a. 3rd Party NHC Check 規則の名前とベンダーを入力します。

b. クライアント マシン上の DLL の場所（パスとファイル名）を入力します。

c. Save Changes をクリックします。

3rd Party NHC Check 機能は、下位互換性の確保を主な目的として提供されています。

代わりに、IMC および IMV を使用することをお勧めします。
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• Ports － この規則タイプを使用して、セッション中にクライアントが確立できるネット

ワーク接続を制御します。この規則タイプは、ユーザーが Secure Access にアクセスす

る前に、クライアント マシンの特定のポートを開いた状態あるいは閉じた状態にします。

Ports 設定ページで、以下の操作を行います。

a. ポート規則の名前を入力します。

b. ポートまたはポートの範囲を、1234,11000 11999,1235 のように、カンマ区切り（ス

ペースなし）で入力します。

c. これらのポートがクライアント マシン上で開いていることを要求するには Required

を選択し、閉じておくことを要求するには Deny を選択します。

d. エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Optional で Monitor

this rule for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ロ

グインに成功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access

は、領域またはロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。

e. Save Changes をクリックします。

• Process － この規則タイプを使用して、セッション中にクライアントが実行できるソフ

トウェアを制御します。この規則タイプは、ユーザーが Secure Access によって保護さ

れたリソースにアクセスする前に、クライアント マシン上で特定のプロセスを実行した

状態、あるいは実行していない状態にします。Processes 設定ページで、次の操作を行い

ます。

a. プロセス規則の名前を入力します。

b. プロセス（実行可能ファイル）の名前を good app.exe のように入力します。

注: Linux、Macintosh および Solaris システムについては、検出するプ

ロセスは、絶対パスを使って開始しなければなりません。

プロセス名の指定には、ワイルドカード文字を使用できます。

例：good∗.exe

c. このプロセスの実行を要求するには Required を選択し、実行されないことを要求す

るには Deny を選択します。

d. ポリシーを適用したい実行可能ファイルの MD5 チェックサム値をそれぞれ指定します

（オプション）。たとえば、デスクトップ、ノートパソコン、または異なるオペレー

ティング システムで、実行可能ファイルの MD5 チェックサム値を変えることができ

ます。OpenSSL を搭載したシステムの場合（Macintosh や Linux、Solaris システム

の多くはデフォルトで OpenSSL を搭載）、以下のコマンドを使用して MD5 チェック

サムを調べることができます。openssl md5 <processFilePath>

e. Save Changes をクリックします。

• File － この規則タイプは、ユーザーが Secure Access にアクセスする前に、クライア

ント マシン上に特定のファイルが存在している状態あるいは存在していない状態にしま

す。また、ファイル チェックを使用して、必要なファイルの使用期間と内容を MD5 チェッ
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クサムで評価し、これに応じてアクセスの許可または拒否を決定できます。Files 設定

ページで、以下の操作を行います。

a. ファイル規則の名前を入力します。

b. ファイル（任意のファイル タイプ）の名前を、c:\temp\bad file.txt または

/temp/bad file.txt のように入力します。

ファイル名を指定するのに、ワイルドカード文字を使用できます。例：

∗.txt

また、環境変数を使用してファイルにディレクトリ パスを指定することもできます。

（ディレクトリ パスにはワイルドカード文字を使用できません。）変数を <% と %>

で囲みます。例：

<%windir%>\bad file.txt

c. このファイルがクライアント マシンに存在することを要求するには Required を選択

し、存在しないことを要求するには Deny を選択します。

d. ファイルに最低限必要なバージョンを指定します（オプション）。たとえば、クライ

アントに notepad.exe が存在することを要求する場合に、フィールドに 5.0 を入力

できます。ホストチェッカーは、notepad.exe のバージョン 5.0 以降を許可します。

e. ファイルの有効期間（File modified less than n days）を日数で指定します（オプ

ション）。ファイルが指定した日数よりも古い場合は、クライアントが属性チェック

要件を満たしていないことになります。

注: この有効期間のオプションを使用して、ウイルス署名の有効期間を

チェックします。ウイルス署名データベースや、データベースが更新され

るたびに更新されるログ ファイルなど、ウイルス署名が最後に更新された

時期をタイムスタンプが示しているファイルへのパスを、File Name フィー

ルドに必ず指定してください。たとえば TrendMicro を使用する場合、次

のように指定します。

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\TmUpdate.ini.

f. ポリシーを適用する各ファイルに MD5 チェックサム値を指定します（オプション）。

Macintosh、Linux および Solaris では、以下のコマンドを使用して MD5 チェックサ

ムを調べることができます。openssl md5<filePath>

g. エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Monitor this rule

for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ログインに成

功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access は、領域ま

たはロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。

h. Save Changes をクリックします。

• Registry Setting（Windows のみ） － この規則タイプを使用して、Secure Access にア

クセスするためにクライアントが必要な、企業 PC 画像、システム設定、ソフトウェア設

定を制御します。この規則タイプは、ユーザーが Secure Access にアクセスする前に、
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特定のレジストリ キーがクライアント マシン上で設定されているようにします。また、

レジストリ チェックを使用して、必要なファイルの経過日数を評価し、これに応じてア

クセスの許可または拒否を決定できます。Registry Settings 設定ページで、次の操作を

行います。

a. レジストリ設定規則の名前を入力します。

b. ドロップダウン リストからルート キーを選択します。

c. レジストリ サブキー用にアプリケーション フォルダのパスを入力します。

d. 要求したいキーの値の名前を入力します（オプション）。この名前は、レジストリ エ

ディタの Name コラムに表示されます。

e. 鍵の値の種類（String、Binary、または DWORD）をドロップダウン リストから選択し

ます（オプション）。この種類は、レジストリ エディタの Type コラムに表示されま

す。

f. 必要なレジストリキー値を指定します（オプション）。この情報は、レジストリ エ

ディタの Data コラムに表示されます。

鍵の値がアプリケーションのバージョンを表す場合、指定したバージョン以降のアプ

リケーション バージョンを許可するには、Minimum version をオンにします。たとえ

ば、このオプションを使用してアンチウイルス アプリケーションのバージョン情報を

指定し、クライアントのアンチウイルス ソフトウェアが最新版であることを確認しま

す。Secure Access は、語彙ソートを使用して、指定したバージョン以降がクライア

ントで使用されているかどうかを判断します。例：

3.3.3 は 3.3 より新しい

4.0 は 3.3 より新しい

4.0a は 4.0b より新しい

4.1 は 3.3.1 より新しい

注: キーとサブキーのみを指定した場合、ホストチェッカーは、レジスト

リで subkey フォルダが存在するかのみを検証します。

g. エンドポイントのポリシー適合性を継続的にモニターするには、Optional で Monitor

this rule for change in result を選択します。このチェックボックスを選択し、ロ

グインに成功したエンドポイントの適合性ステータスが変化すると、Secure Access

は、領域またはロール割り当ての再評価のため、新しいハンドシェイクを開始します。

ホストチェッカーを使って、レジストリ設定改善アクションを設定することができま

す。クライアントがログインを試行し、クライアント マシンがユーザーの指定した要

件を満たさない場合、ホストチェッカーは不一致を矯正して、クライアントをログイ

ンさせようとします。

h. Set Registry value specified in criteria のチェックボックスを選択します。

i. Save Changes をクリックします。
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• NetBIOS（Windows のみ、Windows Mobile をのぞく） — この規則タイプを使用して、

Secure Access にアクセスするためにクライアント マシンの NetBIOS 名を確認します。

NetBIOS 設定ページで、次の操作を行います。

a. NetBIOS 規則の名前を入力します。

b. NetBIOS 名のカンマ区切りリスト（スペースなし）を入力します。名前には 15 文字

まで使用できます。名前にはワイルドカードを使用することができ、大文字と小文字

を区別しません。たとえば、md∗、m∗xp、および ∗xp は、すべて MDXP に一致します。

c. クライアント マシンの NETBIOS 名が、指定した名前と一致することを要求するには

Required を選択し、その名前がいずれの名前にも一致しないことを要求するには Deny

を選択します。

d. Save Changes をクリックします。

• MAC Address（Windows のみ） — この規則タイプを使用して、Secure Access にアクセス

するためにクライアント マシンの MAC アドレスを確認します。MAC Address 設定ページ

で、次の操作を行います。

a. MAC アドレス規則の名前を入力します。

b. MAC アドレスのカンマ区切りリスト（スペースなし）を、XX:XX:XX:XX:XX:XX の形で

入力します。X は 16 進数です。例：

00:0e:1b:04:40:29

ワイルドカード文字（∗）を使用して、アドレスの 2 文字のセクションを表すことが

できます。たとえば、∗ を使用して前述のアドレスの 04、40、および 29 セクション

を表すことができます。

00:0e:1b:∗:∗:∗

ただし、∗ を使用して 1 文字を表すことはできません。たとえば、以下のアドレスの

ような ∗ は使用できません。

00:0e:1b:04:40:∗9

c. Required を選択して、クライアント マシンの MAC アドレスが、指定した任意のアド

レスに一致することを要求するか、Deny を選択して、すべてのアドレスが一致しない

ことを要求します。クライアント マシンは、Ethernet、無線、VPN などの各ネット

ワーク接続について、少なくとも 1 つの MAC アドレスを持ちます。この規則の要件

は、指定した任意のアドレスとクライアント マシン上の任意の MAC アドレスが一致

した場合に満たされます。

d. Save Changes をクリックします。

注: MAC アドレスは、ネットワーク カードによっては変化することがある

ため、このチェックによってクライアント マシンがホストチェッカー ポ

リシーの要件を満たすことは保証できません。

• Machine Certificate（Windows のみ） － この規則タイプを使用して、クライアント マ

シンに格納されているマシン証明書を検証することによって、クライアント マシンへの
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アクセスが許可されることをチェックします。Machine Certificate 設定ページで、次の

操作を行います。

a. マシン証明書の名前を入力します。

b. Select Issuer Certificate リストから、ユーザーのマシンから取得して検証する証

明書を選択します。または、Any Certificate を選択して発行者のチェックをスキッ

プし、以下で指定するオプションの条件に基づいて、マシン証明書の検証のみを行い

ます。

c. Optional フィールド（Certificate フィールドおよび Expected 値）で、マシン証明

書を検証するときにホストチェッカーが使用する任意の追加条件を指定します。

d. Save Changes をクリックします。

注: 指定した条件に一致する証明書が複数クライアント マシンにインス

トールされている場合、ホストチェッカー クライアントは、最初に見つ

かったものを検証のために Secure Access に送ります。

5. オプションで、ポリシーに規則を追加し、ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をど

のように評価するかを指定し、修復オプションを指定します。

関連項目 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装•

• 263ページのタスク サマリー:ホストチェッカーの設定

• 284ページのホストチェッカー規則でワイルドカードあるいは環境変数を使用する

ホストチェッカー規則でワイルドカードあるいは環境変数を使用する

以下のワイルドカードを使用して、Custom File 規則でファイル名を指定したり、Custom

Process 規則でプロセス名を指定することができます。

表17: ファイル名またはプロセス名に使用するワイルドカード文字

例説明ワイルドカード文字

∗.txt任意の文字と一致∗

app ?.exe1 文字だけ一致?

Windows 用の Custom File 規則で、次の環境変数を使用してファイルへのディレクトリ パス

を指定できます。

表18: Windows でディレクトリ パスを指定するための環境変数

Windows の値の例環境変数

C:\Documents and Settings\jdoe\Application Data<%APPDATA%>

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.284

Secure Access 管理ガイド



表18: Windows でディレクトリ パスを指定するための環境変数 （続き）

Windows の値の例環境変数

C:\WINDOWS<%windir%>

C:\Program Files<%ProgramFiles%>

C:\Program Files\Common Files<%CommonProgramFiles%>

C:\Documents and Settings\jdoe<%USERPROFILE%>

C:<%HOMEDRIVE%>

C:\Documents and Settings \<user name>\Local Settings\Temp<%Temp%>

Macintosh、Linux および Solaris 用のCustom File 規則で、次の環境変数を使用してファイ

ルへのディレクトリ パスを指定できます。

表19: Macintosh、Linux および Solaris でディレクトリ パスを指定するため
の環境変数

Linux および Solaris の値の例Macintosh の値の例環境変数

/local/local/java/j2sdk1.4.1_02/

jre

/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/

Versions/1.4.2/Home

<%java.home%>

/tmp/tmp<%java.io.tmpdir%>

/home shared/cknouse/Users/admin<%user.dir%>

/home/cknouse/Users/admin<%user.home%>

注: 環境変数はテンプレート ツールキットのディレクティブと同じ方法でフォー

マットされていますが、置き換えることができないため、両者を混同しないように

してください。

関連項目 278ページのカスタム規則を使用して要件をカスタマイズする•

• 297ページのホストチェッカー ポリシを実装する

パッチ評価ポリシーの設定

Windows エンドポイントのオペレーティング システムのサービスパック、ソフトウェア バー

ジョン、またはデスクトップ アプリケーションのパッチ バージョンの適合性をチェックする

よう、ホストチェッカー ポリシーを設定できます。
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ホストチェッカーは、ホストチェッカー ポリシーで事前定義した規則に対して、ベンダーが提

供する最新のパッチ バージョン リストを使用します。

最新のパッチ バージョン情報は、Juniper Networks のステージング サイトから入手すること

ができます。最新リストは手動でダウンロードして SA にインポートすることができます。ま

た、Juniper Networks のステージング サイトや独自のステージング サイトから、指定した間

隔で自動的にインポートすることも可能です。

チェックは、同じポリシー内にはない 1 つ以上の特定の製品または特定のパッチに基づいて行

うことができます。たとえば、Internet Explorer のバージョン 7 を 1 つのポリシーでチェッ

クし、別のポリシーで Patch MSOO 039: SSL Certificate Validation Vulnerabilities を

チェックすることができます。その後、ユーザーが特定パッチの適用された最新バージョンの

ブラウザを持っているようにするため、ロール レベルまたは領域レベルで両方のポリシーをエ

ンドポイントに適用します。さらに、Microsoft 製品について、無視したいパッチの重大度レ

ベルを指定することができます。たとえば、低または中程度の脅威を無視するよう指定するこ

とができます。

SA は、修復指示（どのパッチまたはソフトウェアが非適合なのかを説明するメッセージや、エ

ンドポイントがパッチを取得できるリンクなど）を送信することができますSA は、非適合のエ

ンドポイントの場合、自動修復を行いません。ただし、管理対象マシンの手動改善のため、ア

イテムをクライアントに送信することはできます。

エンドポイントが初めて SA に接続すると、IMC のデータ ファイルとライブラリの最新バー

ジョンが、ホスト コンピュータにダウンロードされます。初回チェックの実行には、リンク速

度により、10 秒から 20 秒かかります。最新のバージョンでなくなった場合、これらのファイ

ルは、その後のチェックで自動的にアップデートされます。エンドポイントが、パッチ評価ポ

リシーを使って初めて SA に接続し、接続がレイヤ 2 接続である場合、パッチ評価チェックの

実行に必要な IMC をダウンロードできません。この場合、レイヤ 3 接続を再試行するか、ま

たは管理者に連絡するよう指示する指示メッセージをユーザーに表示するように、修復ロール

を設定する必要があります。

英語以外のインストールでも、英語版のローカル パッチが表示されることに注意してくださ

い。

システム管理サーバーの使用

Windows クライアントでは、非準拠ソフトウェアに自動更新の方法を提供するため、システム

管理サーバー（SMS）を使用できます。

通常、ソフトウェア管理用に SMS が設定されたエンドポイントでは、15 分以上の間隔で更新

のためサーバーをポーリングします。最悪のシナリオでは、既存のホストチェッカー ソフト

ウェア要件に準拠しないクライアントは、次の更新間隔までログインを待つ必要があります。

SMS 修復機能を使用すると、パッチ評価チェック直後にソフトウェア更新を開始するよう、ク

ライアントに強制できます。

ユーザーがログインを試み、ホストチェッカー パッチ評価ポリシーに準拠するのに必要なソフ

トウェア バージョンがエンドポイントにない場合、ホストチェッカーは、すぐに更新するため

サーバーをポーリングするよう、直ちにクライアントに通知します。クライアントは、SMS 更

新が始まったという通知を受領します。
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通知を受けたら SMS にクライアントを更新させるには、SMS でアドバタイズメント時間を As

soon as possible に設定します。

• SA パッチ評価ポリシーは、必要なソフトウェアを指定します。

• エンドポイントが認証を試みると、ホストチェッカーは、クライアントを評価し、SA に結果

を返送します。

• SA は、結果を評価し、理由文字列と修復情報をクライアントに送信します。それには、ソフ

トウェア アドバタイズメントのためサーバーに直ちにポーリングするようクライアントに指

示するメッセージなどがあります。

• SMS クライアントは、ソフトウェア アドバタイズメントがないか SMS サーバーに問い合わ

せます。

• サーバーは、どのパッチをクライアントにアドバタイズする必要があるか確認します。（こ

れはサーバー上で設定されています。ホストチェッカーはサーバーと対話しません）。

• SMS クライアントは、アドバタイズメントを受領し、必要なパッチを適用します。

クライアントを、サーバーの特定のグループまたはコレクションに割り当てると、SMS は、そ

のコレクション用のパッチをアドバタイズできます。コレクションに対応するロールを SA 上

で設定できます。SMS は、そのロールに適したパッチを送信できます。

エンドポイント上に SMS クライアントを適切にインストール、設定し、SMS サーバーが到達可

能でなければなりません。レイヤ 2 ネットワークでは、エンドポイントがネットワークに接続

される前に、ホストチェッカーが実行されます。ホストチェッカーは、クライアントに設定さ

れた SMS サーバーの IP アドレスを取得できます。エンドポイントが非準拠になり改善が必要

な場合、クライアントを更新するようサーバーに通知できるまで、ホストチェッカーは、15 秒

ごとにサーバー IP アドレスに ping を送信します。

この機能が有効な場合、予期される動作をユーザーに通知することが、管理者として重要です。

SMS がアドバタイズメントを返信するまで、ユーザーに通知はありません。

関連項目 287ページのパッチ評価規則の設定•

パッチ評価規則の設定

パッチ評価カスタム ルールを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. 新しいポリシーを作成するか、そのページの Policies セクションにある既存のポリシーを

クリックします。

3. Windows タブをクリックします。

4. Rule Settings で Custom: Patch assessment を選択します。

5. Rule Settings で Add をクリックします。Add Custom Rule:Patch assessment ページが表

示されます。

6. 整合性測定規則の名前を入力します。
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注: 適用不能な選択がポリシー内にある場合（エンドポイントに対象ソフトウェ

アがない、など）、その規則は無視され、その選択に関するチェックはパスされ

ます。

7. Scan for specific products または Scan for specific patches を選択します。

Scan for specific products を選択した場合、さらに All Products または Specific

Products を選択する必要があります。

All Products を選択すると、ホストチェッカーは、エンドポイントのすべての露出パッチ

をチェックします。

特定の製品に基づきポリシーを設定するには、次の操作を行います。

a. All Products オプション ボタンを選択します。

b. オプションで、Ignore following patches で Add ボタンをクリックして、すべての製

品について無視したい特定のパッチを指定することができます。

c. Save Changes をクリックします。

d. オプションで、Microsoft 製品については、無視したいパッチの重大度レベルを決定す

るには、チェックボックスのチェックを外します。たとえば、選択した項目についてク

リティカルなパッチだけをチェックしたい場合、Important、Moderate、Low、および

Unspecified のチェックボックスのチェックを外します。

e. Save Changes をクリックします。

Specific Products を選択すると、新しいダイアログが 2 つ表示されます。製品およびバー

ジョンの一覧から選択することができ、特定のパッチを無視するよう選択することができま

す。

たとえば、Selected Products リストに Internet Explorer 6 を追加すると、この製品に

関してクリティカルではないと考えるパッチを無視するよう指定できます。さらに Microsoft

製品に関して重大度チェックボックスのチェックを外すことで、無視する特定パッチの重大

度レベルを微調整することができます。

特定の製品に基づきポリシーを設定するには、次の操作を行います。

a. Specific Products オプション ボタンを選択します。

b. Available products ウィンドウからソフトウェアを選択し、Selected products ウィン

ドウに追加します。

c. Save Changes をクリックします。

d. オプションで、Ignore following patches で Add ボタンをクリックして、選択した製

品について無視したい特定のパッチを指定することができます。

Add ボタンをクリックすると、新しいダイアログが開き、選択したソフトウェアに使用

できるすべてのパッチが表示されます。
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e. Available patches ウィンドウから、無視したい特定のパッチを選択し、Selected patches

ウィンドウに追加します。

f. Add で Add ボタンをクリックします。

Add ボタンをクリックすると、Ignore following patches ウィンドウ内に、先ほど選択

したパッチが表示されます。

g. オプションで、Microsoft 製品については、無視したいパッチの重大度レベルを決定す

るには、チェックボックスのチェックを外します。たとえば、選択した項目についてク

リティカルなパッチだけをチェックしたい場合、Important、Moderate、Low、および

Unspecified のチェックボックスのチェックを外します。

注: 重大度レベル チェックボックスは Microsoft 製品にのみ適用されます。

Adobe などの他のベンダーについては、Unspecified チェックボックスで

チェックを実行するかどうかを指定します。

h. Save Changes をクリックします。

Scan for specific patches オプションでは、すべての利用可能なパッチのリストからパッ

チを選ぶことができます。

パッチに基づきポリシーを設定するには、次の操作を行います。

a. Scan for specific patches オプション ボタンを選択します。

Scan for specific patches オプションを選択すると、新しいダイアログが開き、特定

のパッチを追加することができます。

b. Add ボタンをクリックします。

c. Available patches ウィンドウから、チェックしたい特定のパッチを選択し、Selected

patches ウィンドウに追加します。

d. Add ボタンをクリックします。

e. Save Changes をクリックします。

8. Save Changes をクリックします。

9. パッチ評価規則が失敗した場合に、クライアントを更新するよう SA から SMS サーバーに

通知するには、Enable SMS patch update を選択します。エンドポイントが非準拠であると

ホストチェッカーが検出するごとに、SMS 改善がトリガされます。

10. Save Changes をクリックします。

どのパッチ/バージョンのアップデートが必要かに基づき、ユーザー用の改善情報を表示す

ることができます。たとえば、欠けているパッチに関する情報を表示するための理由文字列

を設定し、パッチ入手用の Web ページへのリンクを指定することができます。

11.ユーザーに改善情報を表示するには、メインの Host Checker Policy ページにある

Remediation で Send Reason Strings オプションを選択します。
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関連項目 285ページのパッチ評価ポリシーの設定•

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

サードパーティ統合測定検証を使用する

Trusted Network Connect（TNC）規格では、ネットワークへの端点接続のセキュリティ要件を

施行することができます。TNC のクライアントサイド コンポーネントは、IMC および TNC ク

ライアント（TNCC）です。TNCC は、IMC の測定結果を集めて、サーバーに送信します。サー

バーでは、TNC サーバー（TNCS）および IMV という対応するコンポーネントのセットがありま

す。TNCS は、IMV および IMC 間のメッセージを管理し、IMV に基づいてポリシ エンジンに推

奨事項を送信します。この規則のタイプは、すべてのプラットフォーム上のホストチェッカー

ポリシで利用可能です。

Secure Access およびホストチェッカーは、TNC が作成した基準に準拠しています。TNC、IMV

および IMC の詳細については、www.trustedcomputinggroup.org を参照してください。

ホストチェッカーが、クライアント コンピュータ上にインストールされたサードパーティの

TNC 準拠 IMC を監視するように設定できます。設定するには、次の操作を行います。

1. リモート IMV サーバーとして指定されているシステム上でサードパーティ統合測定検証

（IMV）サーバー インストーラを実行します。サードパーティの IMV をインストールして、

サーバー証明書を作成します。

2. Secure Access と通信できるように、リモート IMV サーバーを指定します。

3. ホストチェッカー ポリシを適用します。

関連項目 290ページのリモート IMV サーバーを設定する•

• 296ページのサードパーティ IMV ポリシを適用する

リモート IMV サーバーの設定

注:

• アクティブ/パッシブ クラスタでは、Secure Access IP アドレスとして、アク

ティブ/パッシブ ノードの個々の IP アドレスを RIMV に追加する必要がありま

す。

• リモート IMV サーバーの追加が成功しても、イベント ログには記録されません。

• ホストチェッカーが失敗しても、カスタム命令は表示されません。ホストチェッ

カーの失敗に関しては、Secure Access 上にユーザー アクセス ログはありませ

ん。

この手順において、サードパーティの IMV をインストールします。サードパーティの IMV は、

Secure Access ではなくリモート IMV サーバーにインストールします。
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この手順において、リモート IMV サーバー向けのサーバー証明書も取得します。サーバー証明

書を生成した CA のトラステッド ルート CA 証明書を、Secure Access にインポートします。

Secure Access は、続いてリモート IMV サーバーを証明書を使用して認証します。認証局がな

い場合には、OpenSSL をインストールして使用し、CA 証明書を生成します。

サーバー ソフトウェアのインストール、設定、実装を行うには、以下の操作を行います。

1. Secure Access の管理者コンソールで、Maintenance > System > Installers を選択して、

Third party Integrity Measurement Verifier (IMV) Server インストーラをダウンロー

ドします。

2. リモート IMV サーバーとして指定されているシステム上でインストーラを実行します。

3. サードパーティの IMV を、リモート IMV サーバーおよびクライアント システム上の対応

する IMC にインストールします。

4. リモート IMV サーバーの認証局でサーバー証明書を作成します。サーバー証明書の Subject

CN 値は、リモート IMV サーバーの実際のホスト名または IP アドレスを格納している必要

があります。

サーバー証明書および秘密鍵は、1 つの PKCS#12 ファイルに結合して、パスワードで暗号

化する必要があります。

認証局（CA）がない場合には、以下の手順で CA を作成して、リモート IMV サーバーのサー

バー証明書を作成することができます。

注: フル バージョンの OpenSSL をインストールします。OpenSSL の「軽量版」

は動作しません。

以下の手順で OpenSSL をセットアップします。

a. OpenSSL を以下のサイトからダウンロードしてインストールします。

http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

b. Windows のコマンド プロンプトで、以下のコマンドを入力します。

cd \openssl

md certs

cd certs

md demoCA

md demoCA\newcerts

edit demoCA\index.txt

c. ALT F キーを押し、続いて S キーを押してファイルを保存します。

d. ALT F キーを押し、続いて X キーを押してエディタを終了します。

e. Windows のコマンド プロンプトで、以下のコマンドを入力します。
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edit demoCA\serial

f. ドキュメント ウィンドウで 01 を入力します。

g. ALT F キーを押し、続いて S キーを押してファイルを保存します。

h. ALT F キーを押し、続いて X キーを押してエディタを終了します。

i. Windows のコマンド プロンプトで、以下のコマンドを入力します。

set path=c:\openssl\bin;%path%

以下の手順に従って CA キーを作成します。

a. CA キーを作成するには、Windows のコマンド プロンプトにおいて c:\openssl\certs

ディレクトリで以下のコマンドを入力します。

openssl genrsa out ca.key 1024

以下が出力されます。

Loading 'screen' into random state - done

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus

........++++++

.++++++

e is 65537 (0x10001

以下の手順に従って CA 証明書を作成します。

a. Windows のコマンド プロンプトにおいて c:\openssl\certs ディレクトリで以下のコマ

ンドを入力します。

openssl req new x509 days 365 key ca.key out

demoCA/cacert.pem

b. CA 証明書の適切な識別名（DN）情報を入力します。一部のフィールドは、ピリオドだけ

を入力して空欄のままとしておくことができます。

例：

Country Name:US

State or Province Name:CA

Locality Name:Sunnyvale

Organization Name:XYZ

Org. Unit Name:IT

Common Name:ic.xyz.com
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Email Address:user@xyz.com

c. CA キーのセットアップを行うには、Windows のコマンド プロンプトにおいて

c:\openssl\certs ディレクトリで以下のコマンドを入力します。

copy ca.key demoCA

notepad demoCA.cnf

d. 新しいファイル作成のプロンプトが表示されたら、yes ボタンを押します。

e. ドキュメントに以下を入力して、各行の末尾で Enter キーを押します。

[ca]

default_ca = demoCA

[demoCA]

dir = ./demoCA

database = $dir/index.txt

new_certs_dir = $dir/newcerts

certificate = $dir/cacert.pem

serial = $dir/serial

private_key = $dir/ca.key

default_days = 365

default_md = md5

policy = policy_any

email_in_dn = no

name_opt = ca_default

name_opt = ca_default

copy_extensions = none

[ policy_any ]

countryName = supplied

stateOrProvinceName = optional

organizationName = optional
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organizationalUnitName = optional

commonName = supplied

emailAddress = optional

f. ファイルを保存してノートパッドを閉じます。

g. 以下のコマンドを入力して、リモート IMV サーバーの RSA 秘密鍵を生成します。

openssl genrsa –out rimvs_key.pem 1024

h. 以下のコマンドを入力して、リモート IMV サーバーの CSR を生成します。

openssl req –new –key rimvs_key.pem –out rimvs_csr.pem

i. 以下を入力します。

Country Name:

State or Province Name:

Locality Name:

Organization Name:

Organizational Unit Name:

Common Name:[IPAddress]

Email Address:

A challenge password:

An optional company name:

ほとんどのフィールドに任意の値を入力できますが、Common Name フィールドには、リ

モート IMV サーバーを実行しているマシンの IP アドレスを入力する必要があります。

このマシンは、静的 IP アドレスを持ちます。

j. 以下のコマンドを入力して、リモート IMV サーバーの証明書を生成します。

openssl ca –config demoCA.cnf –in rimvs_csr.pem –out rimvs_cert.pem

k. 証明書生成のプロンプトが表示されたときは、“y”を 2 回入力します。この証明書は、

デフォルトでは 365 日間有効になっています。証明書の寿命を変更する場合には、

demoCA.cnf ファイルの default_days パラメータを変更するか、 days パラメータを

openssl ca コマンドに使用して別の寿命値を指定します。

l. 以下のコマンドを入力して、リモート IMV サーバーの鍵と証明書を PKCS#12 ファイル

に配置します（パスワードは実際のものに置き換えてください）。
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openssl pkcs12 –export –in rimvs_cert.pem –inkey rimvs_key.pem –passout

pass:<password> out rimvs_p12.pem

5. リモート IMV サーバーで、Start メニューから Programs > Juniper Networks > Remote

IMV Server > Remote IMV Server Configurator を選択します。

6. Client Info で Add をクリックします。

7. Secure Access からの SOAP 要求を担当するポートを設定します。

8. クライアントの IP アドレス、使用するアドレス数、および Secure Access とリモート IMV

サーバーの両者が使用する共有秘密を入力します。

9. 必要に応じてロギング設定を変更します（ログはインストール ディレクトリに生成されま

す）。

10.ファイルシステムで生成した PKCS#12 ファイルを探します。

11.証明書に関連付けるパスワードを指定します。

12. Secure Access の管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted

Server CAs タブを使用して、リモート IMV サーバーの証明書を発行した CA のトラステッ

ド ルート CA 証明書をインポートします。

OpenSSL を使用して生成した場合、リモート IMV サーバーの証明書は demoCA\cacert.pem

となります。

OpenSSL を使用せずにこの証明書を作成した場合には、インポートしたファイルが（ルート

証明書ではなく）CA 証明書を持っていることを確認します。

13. Import Trusted Server CA をクリックして、リモート IMV サーバーで使用されるサーバー

証明書を参照します。

14.新しいリモート IMV サーバーを追加します。

Secure Access と通信できるように、リモート IMV サーバーを指定するには、次の操作を

行います。

a. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択し

ます。

b. Remote IMV で New Server をクリックします。

c. New Server ページで、次の操作を行います。

i. Name フィールドおよびDescription フィールド（オプション）を使用して、サーバー

のラベルを作成します。

ii. Hostname フィールドに、サーバー証明書で定義されている IP アドレスまたはホス

ト名を入力します。

iii.Port フィールドで、Secure Access がリモート IMV サーバーとの通信に使用する一

意なポート番号を入力します。このポート番号を別のサービスが使用しないようにし

ます。

デフォルトのポート番号は、デフォルトの https ポート番号と同じです。リモート

IMV サーバーと同じシステム上で Web サーバーを実行している場合には、Port フィー

ルドに新しいポート番号を入力します。
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iv. Shared Secret フィールドに、リモート IMV サーバーのクライアント情報エントリ

で使用されているのと同じ共有秘密を入力します。

v. Save Changes をクリックします。

d. Remote IMV で、New IMV をクリックして、サードパーティの IMV を指定します。

e. New IMV ページで、次の操作を行います。

i. Name フィールドおよびDescription フィールド（オプション）を使用して、IMV の

ラベルを作成します。

ii. IMV Name フィールドに IMV の名前を入力します。この名前は、リモート IMV サー

バー上における IMV の既知のレジストリ キーの「可読名（human readable name）」

に一致している必要があります。可読名および既知のレジストリ キーの詳細につい

ては、www.trustedcomputinggroup.org を参照してください。

iii.Primary Server ポップアップ メニューから、この IMV がインストールされるリモー

ト IMV サーバーを選択します。

iv.（オプション）Secondary Server ポップアップ メニューから、この IMV がインス

トールされるセカンダリ リモート IMV サーバーを選択します。セカンダリ サーバー

は、プライマリ サーバーが使用できなくなったときの予備として動作します。

Secure Access は、プライマリのリモート IMV サーバーとの接続の再確立を試行し

続け、プライマリのリモート IMV サーバーが使用できるようになったら、次のハン

ドシェイクを使用します。

v. Save Changes をクリックします。

f. Save Changes をクリックします。

関連項目 296ページのサードパーティ IMV ポリシーの適用•

• 290ページのサードパーティの整合性測定検証の使用

サードパーティ IMV ポリシーの適用

ホストチェッカーをエンドポイント管理のポリシー適用ツールとして使用するには、管理者コ

ンソールの Authentication > Endpoint Security > Host Checker ページからホストチェッ

カー ポリシーをシステム レベルで作成し、それらを領域およびロール レベルで適用する必要

があります。

注: メインの Host Checker ページに Remote IMV New Server and New IMV を追加

するまで、Custom: Remote IMV オプションは表示されません。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.296

Secure Access 管理ガイド

www.trustedcomputinggroup.org


サードパーティの IMV ポリシーを適用するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. Policies で New をクリックします。

3. Policy Name フィールドに名前を入力し、Continue をクリックします。（このポリシー用

にカスタムの指示を有効にした場合、ユーザーはホストチェッカー修復ページでこの名前を

見ることができます。）

4. Rule Settings で、Custom: Remote IMV を選択し、Add をクリックします。

5. Add Custom Rule: Remote IMV ページで次の操作を行います。

a. Rule Name フィールドで、規則の ID を入力します。

b. Criteria で、この規則に関連付けるサードパーティの IMV を選択します。

c. Save Changes をクリックします。

6. ホストチェッカーがポリシー内で複数の規則をどのように評価するかを指定します。

7. 推奨: コンピュータがポリシーの指定する要件を満たさないユーザーに対して、修復オプ

ションを指定します。

8. Save Changes をクリックします。

9. ポリシーを領域またはロール レベルで適用します。

関連項目 290ページのサードパーティの整合性測定検証の使用•

• 290ページのリモート IMV サーバーの設定

• 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装

ホストチェッカー ポリシを実装する

管理者コンソールの Authentication > Endpoint Security > Host Checker ページでグローバ

ル ポリシを作成した後に、以下でホストチェッカーを要求することによって、Secure Access

やリソースへのアクセスを制限することができます。

• 領域認証ポリシ － 管理者またはユーザーが Secure Access へのサインインを試みる、また

は Virtual Workspace セッションを開始したとき、Secure Access は指定の領域の認証ポリ

シを評価して、認証の前提条件にホストチェッカーが含まれているかどうかを確認します。

領域の認証ポリシでは、ホストチェッカーをダウンロードする、ホストチェッカーを起動し

て領域に指定されているホストチェッカー ポリシを適用する、またはホストチェッカーを要

求しない、という設定ができます。ユーザーは、領域に指定されているホストチェッカー要

件を満たしているコンピュータを使用して、サインインする必要があります。ユーザーのコ

ンピュータが要件を満たしていない場合は、ユーザーがコンピュータを要件に準拠させるた

めに使用する改善アクションが設定されていないと、Secure Access はユーザーのアクセス

を拒否します。領域レベルの制限を、管理者コンソールの Administrators > Admin Realms

> SelectRealm > Authentication Policy > Host Checker ページ、あるいは Users > User

Realms > SelectRealm > Authentication Policy > Host Checker ページで設定できます。
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• ロール — Secure Access は、管理者またはユーザーを割り当てる適格なロールのリストを調

べるときに、各ロールの制限を評価して、ユーザーのコンピュータが特定のホストチェッカー

ポリシを満たすことを要求するロールかどうかを調べます。要求する場合で、ユーザーのコ

ンピュータが指定したホストチェッカー ポリシを満たしていない場合は、ユーザーがコン

ピュータを要件に準拠させるために使用する改善アクションが設定されていないと、Secure

Access はユーザーをロールにマップしません。Users > User Realms > SelectRealm > Role

Mapping ページの設定を使用して、ロール マッピング規則を設定できます。管理者コンソー

ルの Administrators > Admin Roles > SelectRole > General > Restrictions > Host Checker

ページまたは Users > User Roles> SelectRole > General > Restrictions > Host Checker

から、ロール レベルの制限を設定できます。アドバンスド エンドポイント防御マルウェア

防止を有効にする場合は、どのロールにもこの機能を実施することを選択できます。

• リソース ポリシ — ユーザーがリソースを要求すると、Secure Access はリソース ポリシの

詳細規則を評価して、ユーザーのコンピュータが特定のホストチェッカー ポリシを満たすこ

とを要求するリソースかどうかを判定します。ユーザーのコンピュータが指定したホスト

チェッカー ポリシに準拠していない場合は、ユーザーがコンピュータを要件に準拠させるた

めに使用する改善アクションが設定されていないと、Secure Access はリソースへのアクセ

スを拒否します。ホストチェッカー制限をリソース ポリシ レベルで実施するには、Users >

Resource Policies > SelectResource > SelectPolicy > Detailed Rules ページの設定を使

用します。

ホストチェッカー ポリシの適用対象である領域、ロール、またはリソースにユーザーが初めて

アクセスを試みる場合に限り、Secure Access がホストチェッカー ポリシを評価するように指

定できます。または、Secure Access が定期的にユーザー セッション全体のポリシを再評価す

るように指定できます。定期的にホストチェッカー ポリシを評価する場合は、Secure Access

は、最新の評価に基づいて、動的にユーザーをロールにマップし、新しいリソースへのユーザー

アクセスを許可します。

ホストチェッカー ポリシを実行する

ユーザーが Secure Access にアクセスをしようとすると、ホストチェッカーは以下の順序でポ

リシを評価します。

1. 初期評価 － ユーザーが Secure Access サインイン ページに初めてアクセスすると、ホス

トチェッカーは最初の評価を実行します。ポリシに指定する規則を使用して、ホストチェッ

カーは、クライアントがエンドポイントの要件を満たして Secure Access に結果を返すか

を確認します。ホストチェッカーは、ホストチェッカー ポリシを、領域、ロール、または

リソース ポリシ レベルのいずれに適用した場合でも、初期評価を行います。

ユーザーは、ホストチェッカーの実行後、Secure Access にサインインする前に Secure

Access のサインイン ページにナビゲートすれば、ホストチェッカーがタイムアウトするま

で、ホストチェッカーはユーザーのコンピュータ上で実行し続けることができます。

Secure Access は、何らかの理由で（ユーザーが手動でホストチェッカーを終了した場合も

含む）ホストチェッカーから結果を受信しなかった場合、エラーを表示してユーザーをサイ

ンイン ページに戻します。

あるいは、ホストチェッカーが結果を返す場合、Secure Access は領域レベル ポリシの評

価を続行します。

2. 領域レベル ポリシ － Secure Access は、ホストチェッカーの初期評価の結果によって、

ユーザーがアクセスできる領域を判断します。次に Secure Access は、ユーザーに対して

特定の領域を表示または非表示にして、サインイン ページが有効化され、ホストチェッカー
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の要件を満たす領域だけに、ユーザーがサインインできるようにします。利用可能な領域が

要求するホストチェッカーの条件をユーザーが満たさなかった場合は、Secure Access はサ

インイン ページを表示しません。また、ユーザーのエンドポイントが要件を満たすために

役立つ改善アクションが設定されていない場合、ユーザーがアクセスできない旨のエラーを

表示します。

ユーザーが初めて Secure Access にサインインするときは、ホストチェッカーは、領域レ

ベルのチェックのみを実行することに注意してください。セッション中にユーザーのシステ

ムの状態に変更がある場合、Secure Access は現在の領域からこのユーザーを削除しない

か、新しいシステムの状態に基づいた新しい領域へのアクセスを許可します。

3. ロール レベル ポリシ — ユーザーが領域にサインインすると、Secure Access はロール レ

ベル ポリシを評価して、ユーザーがそのロールのホストチェッカー要件を満たしている場

合は、ユーザーをその対応するロールに割り当てます。次に、ユーザーに Secure Access

ホームページが表示され、マップされたロールが許可するオプションが有効になります。

定期的な評価で、ホストチェッカーが異なるステータスを返した場合、Secure Access は新

しい結果に基づいて動的にユーザーをロールに再マップします。定期的な評価の際に、ユー

ザーが利用できるすべてのロールの権限を失った場合、ユーザーのエンドポイントが要件を

満たすための役立つ改善アクションが設定されていないと、Secure Access はユーザーの

セッションを切断します。

4. リソース レベル ポリシ — Secure Access がホームページへのアクセスをユーザーに許可

した場合、ユーザーはリソース ポリシで管理されたリソースにアクセスを試みることがで

きます。ユーザーがアクセスを試みると、Secure Access はホストチェッカーが最後に返し

たステータスに基づいて、リソース ポリシに指定されたアクションを実行すべきかどうか

を判断します。

定期的な評価でホストチェッカーが異なるステータスを返した場合、新しいステータスの影

響を受けるのは、ユーザーがアクセスを試みる新しいリソースに限られます。たとえば、

ユーザーがネットワークコネクト セッションの開始に成功し、次のリソース レベルのホス

トチェックで失敗した場合でも、開かれたネットワークコネクト セッションには引き続き

アクセスできます。ユーザーが新しいネットワークコネクト セッションの開始を試みた場

合のみ、Secure Access がこのユーザーのアクセスを拒否します。ユーザーが新しい Web

リソースにアクセスを試行したり、新しいセキュア アプリケーション マネージャ、ネット

ワークコネクト、またはセキュア ターミナル アクセス セッションを開こうとした場合、

Secure Access は、常にホストチェッカーが最後に返したステータスを確認します。

成功または失敗のいずれの場合でも、ホストチェッカーはクライアントに残ります。Windows

ユーザーは、ホストチェッカーがインストールされたディレクトリにある uninstall.exe を実

行して、エージェントを手動でアンインストールできます。System > Log/Monitoring > Client

Logs ページからクライアントサイドのログ作成を有効にした場合は、このディレクトリにもロ

グ ファイルが含まれ、ホストチェッカーが実行する度に Secure Access によって書き直され

ます。

ホストチェッカーの動的ポリシ評価を有効にした場合、Secure Access は、ユーザーのホスト

チェッカーのステータスが変わるごとに、領域レベルで実装されたリソース ポリシを評価しま

す。ホストチェッカーの動的ポリシ評価を有効にしない場合は、Secure Acces は、リソース

ポリシを評価しませんが、ユーザーのホストチェッカーの状態が変わると、認証ポリシ、ロー

ル マッピング規則、ロール制限を評価します。

関連項目 300ページのホストチェッカー制限について•
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• 311ページのホストチェッカーの一般的なオプションの指定

• 88ページのロール制限

• 203ページの認証アクセス ポリシを定義する

ホストチェッカー制限について

ホストチェッカーの制限を指定するには、次の操作を行います。

1. 次のとおりに移動します。Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択し

て、認証ポリシ、ロール マッピング規則、またはリソース ポリシにホストチェッカーを必

要とするユーザーに対して適用する、ホストチェッカーのグローバル オプションを指定し

ます。

2. 領域レベルでホストチェッカーを適用するには、次の操作を行います。

a. 次のとおりに移動します。

• Administrators > Admin Realms > Select Realm > General > Restrictions > Host

Checker

• Users > User Realms > Select Realm > General > Restrictions > Host Checker

b. Available Policies 列にリストアップされている、利用可能なポリシまたは個別のポリ

シに対して、以下のオプションのいずれか 1 つを選択します。

• Evaluate Policies － クライアント上でポリシを実行せずに評価し、ユーザー アク

セスを許可します。このオプションでは、評価プロセス中にホストチェッカーがイン

ストールされている必要はありません。ただし、ユーザーが Secure Access にサイン

インするとホストチェッカーがインストールされます。

• Require and Enforce － ユーザーが指定された領域にログインするために、クライア

ント上でポリシを要求し、実行します。ユーザーがアクセス要件を満たすために、ホ

ストチェッカーは指定されたホストチェッカー ポリシを実行する必要があります。

Secure Access がクライアント コンピュータにホストチェッカーをダウンロードする

必要があります。領域認証ポリシに対してこのオプションを選択した場合は、ユーザー

認証後、およびユーザーのシステムでのロール マッピング前に、Secure Access がホ

ストチェッカーをクライアント コンピュータにダウンロードします。このオプション

を選択すると、自動的に Evaluate Policies オプションが有効になります。

c. 選択したポリシすべての全要件にユーザーが合致する必要がない場合、Allow access to

realm if any ONE of the selected “Require and Enforce” policies is passed

チェック ボックスを選択します。これで、選択したホストチェッカー ポリシのいずれ

かの要件を満たす場合、ユーザーは領域にアクセスできます。キャッシュクリーナー ポ

リシは「要件」決定プロセスの一部ではありませんので、ご注意ください。キャッシュ

クリーナー ポリシを満たしているかどうかに関わらず、他の要件を満たしている限り

は、ユーザーは領域にアクセスすることができます。

3. ロール レベルでホストチェッカーを適用するには、次の操作を行います。

a. 次のとおりに移動します。
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• Administrators > Admin Roles > Select Role > General > Restrictions > Host

Checker

• Users > User Roles > Select Role > General > Restrictions > Host Checker

b. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• Allow all users － ユーザーがアクセス要件を満たすために、ホストチェッカーをイ

ンストールする必要はありません。

• Allow only users whose workstations meet the requirements specified by these

Host Checker policies － ユーザーがアクセス要件を満たすために、ホストチェッ

カーが指定のホストチェッカー ポリシを実行している必要があります。

• 選択したポリシすべての全要件にユーザーが合致する必要がない場合、Allow access

to role if any ONE of the selected “Require and Enforce” policies is passed

チェック ボックスを選択します。これで、選択したホストチェッカー ポリシのいず

れかの要件を満たす場合、ユーザーはロールにアクセスできます。

4. ユーザーのホストチェッカー ステータスに基づいて、ロール マッピング規則を作成したい

場合は、次の操作を行います。

a. 次のとおりに移動します。Users > User Realms > Select Realm >Role Mapping

b. New Rule をクリックして、Rule based on リストから Custom Expressions を選択し、

Update をクリックします。または、既存のルールを更新するには、When users meet

these conditions リストから選択します。

c. Expressions をクリックします。

d. hostCheckerPolicy 変数を使用して、ホストチェッカーのステータスを評価するロール

マッピング規則用のカスタム式を作成します。カスタム式の作成には、Expressions

Dictionary のヒントを使用します。

e. ...then assign these roles セクションで、カスタム式で指定された要件をユーザーが

満たしたときに Secure Access がそのユーザーにマップするロールを選択し、Add をク

リックします。

f. ユーザーがこの規則で定義された要件を満たしたときに Secure Access によるロール

マッピング規則の評価を停止したい場合、Stop processing rules when this rule matches

を選択します。

5. リソース ポリシ レベルでホストチェッカーを実装するには、次の操作を行います。

a. 次のとおりに移動します。Users > Resource Policies > Select Resource > Select

Policy > Detailed Rules

b. New Rule をクリックする、または Detailed Rules リストから既存の規則を選択しま

す。

c. hostCheckerPolicy 変数を使用して、ホストチェッカーのステータスを評価する詳細規

則のカスタム式を作成します。
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これらのオプションを使用すれば、クライアント コンピュータで実行するアプリケーションま

たはサービスのバージョンをコントロールできます。

ホストチェッカー ポリシを修復する

端点がポリシの要件を満たさない場合にホストチェッカーが行う一般的修復アクションを定義

できます。たとえば、端点がホストチェッカー ポリシの要件を満たすために必要な、特定の指

示やリソースへのリンクを含んだ修復ページをユーザーに表示することができます。

ホストチェッカーまたは整合性測定検証（IMV）によって返され、クライアント コンピュータ

がホストチェッカー ポリシの要件を満たしていない理由を説明するユーザーに対するメッセー

ジ（理由文字列と呼ばれます）を含めるように指定することもできます。

たとえば、ユーザーに以下のカスタム指示、リソースへのリンク、および理由文字列を含む修

復ページを表示することができます。

お使いのコンピュータのセキュリティが不十分です。

お使いのコンピュータは次のセキュリティ要件を満たしていません。問題を解決するために、

以下の指示に従ってください。完了後、Try Again をクリックします。これらの問題を解決せ

ずに Continue をクリックした場合、一部のイントラネット サーバーにアクセスできない可能

性があります。

1. Symantec

指示:最新の署名ファイルがありません。ここをクリックして、最新のシグネチャ ファイルを

ダウンロードしてください。理由:ウイルス対策製品のバージョンが低すぎます。

ウィルス定義が古すぎます。

各ホストチェッカー ポリシには、次の 2 種類の修復アクションを設定できます。

• User driven － カスタム指示を使用して、失敗したポリシとコンピュータをポリシに準拠

させる方法についてユーザーに通知することができます。ユーザーは失敗したポリシが正常

に再評価されるように、処置を行う必要があります。たとえば、ポリシ サーバーあるいは

Web ページへリンクするカスタム ページを作成して、ユーザーが自らのコンピュータを要件

に準拠させることができるようにします。

• Automatic（system driven） － 自動的にユーザーのコンピュータを修復するようにホスト

チェッカーを設定します。たとえば、最初のポリシが停止した場合には、プロセスを中止し

てファイルを削除するか、IMV による自動修復を許可することができます。Windows では、

HCIF_Module.Remediate () API 関数をサードパーティ J.E.D.I. DLL の一部として呼び出す

ことができます。ホストチェッカーは自動アクションを実行するときに、ユーザーに通知し

ません。（ただし、カスタム指示に自動アクションについての情報を含めることができま

す。）

ホスト チェッカー修復におけるユーザー体験

修復ページは、次の状況でユーザーに表示されます。

• ユーザーがサインインする前:
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• 失敗したポリシのカスタム指示を有効にすると、Secure Access は修復ページをユーザー

に表示します。ユーザーには 2 つの選択肢があります。

• 適切なアクションを行って端点をポリシに準拠させ、修復ページの Try Again ボタンを

クリックします。ホストチェッカーは、ユーザーのコンピュータがポリシに準拠してい

るかどうかを再びチェックします。

• 端点をそのままの状態にして、Continue ボタンをクリックし、Secure Access にサイン

インします。この場合ユーザーは、失敗したポリシに準拠する必要がある領域、ロール、

リソースにアクセスできません。

ホストチェッカー ポリシを実行せずにアクセスできる領域を Secure Access で 1 つ以

上設定していない場合は、ユーザーは、Secure Access にサインインする前に、端点を

ポリシに準拠させる必要があります。

• 失敗したポリシのカスタム指示を有効にしないと、ホストチェッカーは修復ページをユー

ザーに表示しません。その代わりに、Secure Access はサインイン ページを表示します

が、ユーザーは失敗したホストチェッカー ポリシを持つ領域、ロール、リソースのいずれ

にもアクセスできません。

• ユーザーがサインインした後:

• （Windows のみ） セッション中に、ユーザーの Windows コンピュータがホストチェッカー

ポリシの要件に準拠しなくなった場合、ユーザーのシステム トレイにアイコンが現れ、要

件を満たしていないことを通知するポップアップ メッセージが表示されます。ユーザーが

このポップアップ メッセージをクリックすると、修復ページを表示することができます。

• （Macintosh または Linux）セッション中に、ユーザーの Macintosh または Linux コン

ピュータがホストチェッカー ポリシの要件に準拠しなくなった場合、Secure Access は、

ユーザーに修復ページを表示して要件を満たしていないことを通知します。

注: ユーザーが修復ページを非表示に設定している場合、管理者がホストチェッ

カー ポリシを実行しない他の領域やロールを設定していれば、ユーザーはセ

キュア ゲートウェイのみを引き続き使用できます。

関連項目 304ページの一般的なホストチェッカー修復を設定する•

• 272ページの修復オプションを使用して事前定義されたアンチウィルス規則を構成する

• 274ページの修復オプションを使用して事前定義されたファイアウォール規則を構成する

（Windows のみ）

• 278ページのカスタム規則を使用して要件をカスタマイズする
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一般的なホストチェッカー改善を設定する

ホストチェッカー ポリシーに改善措置を指定するには、以下を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. ホストチェッカー ポリシーを作成または有効にします。

3. ユーザーのコンピュータが現在のポリシーの要件を満たしていない場合、ホストチェッカー

に実行させる修正措置を指定します。

• Enable Custom Instructions － Host Checker 改善ページでユーザーに表示する指示を

入力します。テキストをフォーマットして、ポリシー サーバーや Web サイトなどのリ

ソースにリンクを追加するには、以下のような HTML タグを使用します。<i>、<b>、<br>、

<font>、<a href> が使用で きます。例：

最新の署名ファイルがありません。

<a href="www.company.com">ここをクリックして、最新の署名ファイルをダウンロードし

てください。</a>

注: Windows クライアントについては、Secure Access が保護しているポリ

シー サーバーへのリンクを指示に記載する場合は、認証前アクセス トンネル

を定義してください。

• Enable Custom Actions － ユーザーのコンピュータが現在のポリシー要件を満たさない

場合にホストチェッカーに評価させる代替のポリシーを、1 つ以上選択できます。代替ポ

リシーは、J.E.D.I パッケージを使用するサードパーティのポリシーか、Secure Virtual

Workspace ポリシーでなければなりません。たとえば、ユーザーのコンピュータが現在の

ポリシー要件を満たしていない場合に、J.E.D.I パッケージを使用してアプリケーション

を起動することができます。HC Policies リストで代替のポリシーを選択し、Add をク

リックします。

• Remediate －（サードパーティ DLL のみ）サードパーティ J.E.D.I. DLL の Remediate

() API 関数で指定した改善措置を実行するには、このオプションを選択します。

注: Remediate 機能は、下位互換性の確保を主な目的として提供されていま

す。代わりに、IMC および IMV を使用することをお勧めします。

• Kill Processes － ユーザーのコンピュータがポリシー要件を満たさない場合に中止する

プロセスの名前を、各行に 1 つ以上入力します。オプションでプロセスに MD5 チェック

サムを入れることができます。（プロセス名にワイルドカードを使用することはできませ

ん。）例：

keylogger.exe

MD5:6A7DFAF12C3183B56C44E89B12DBEF56
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• Delete Files － ユーザーのコンピュータがポリシー要件を満たさない場合に削除する

ファイル名を入力します。（ファイル名にワイルドカードを使用することはできません。）

各行に、ファイル名を 1 つだけ入力します。例：

c:\temp\bad file.txt

/temp/bad file.txt

• Send reason strings － ホストチェッカーまたは整合性測定検証（IMV）によって返さ

れ、クライアント マシンがホストチェッカー ポリシーの要件を満たしていない理由を説

明するユーザーに対するメッセージ（理由文字列と呼ばれる）を表示するには、このオプ

ションを選択します。このオプションは、事前に定義された規則、カスタム規則、および

Juniper Networks TNC SDK のエクステンションを使用するサードパーティ IMV に適用さ

れます。たとえば、ウイルス対策 IMV は、以下の理由文字列を表示します。

ウイルス対策製品のバージョンが低すぎます。ウイルス定義が古すぎます。

注: 理由文字列を送信することにより、ユーザーにクライアント マシン上で

IMV が何をチェックしているかを示します。

4. Save Changes をクリックします。

関連項目 302ページのホストチェッカー ポリシーの改善•

エンドポイント セキュリティ評価プラグインのアップグレード

Secure Access のエンドポイント セキュリティ評価プラグイン（Endpoint Security Assessment

Plug in: ESAP）は、エンドポイント上のサード パーティのアプリケーションが、ホストチェッ

カー ポリシーで設定した規定の規則に違反していないかをチェックします。このプラグイン

は、Secure Access システムのソフトウェア パッケージに含まれています。

Juniper Networks は、機能強化、バグ修正、新たなサード パーティのアプリケーションに対

するサポートを、頻繁にプラグインに追加しています。プラグインの最新リリースを個別に入

手することができます。これらは、Secure Access システムのソフトウェア パッケージよりも

頻繁にリリースされます。必要に応じて、Secure Access システムのソフトウェア パッケージ

とは別に、Secure Access のプラグインをアップグレードすることができます。

Secure Access には 4 つのバージョンのプラグインをアップロードすることができますが、

Secure Access が一度に使用するのは（アクティブなバージョンと呼ばれる）1 つのバージョ

ンのみです。必要な場合、プラグインを前回アクティブであったバージョンに復元することが

できます。
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エンドポイント セキュリティ評価プラグインをアップグレードするには、次の操作を行いま

す。

1. Juniper Networks Customer Support Center から、エンドポイント セキュリティ評価プラ

グインをコンピュータにダウンロードします。

a. 以下のページを開きます。

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/

b. Customer Support Center にアクセスするには、Juniper Networks Support アカウント

のユーザー名とパスワードを入力します。

c. ESAP リンクをクリックします。

d. ESAP Download Page リンクをクリックします。

e. 必要とする ESAP リリースに移動します。

f. プラグインの zip ファイルをローカル コンピュータにダウンロードします。

2. Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択します。

3. Host Checker ページの下にある Manage Endpoint Security Assessment Plug In Versions

で、次の操作を行います。

a. 既にコンポーネント ソフトウェアの 4 つのバージョンをアップロードしている場合は、

それ以上アップロードする前に、1 つのバージョンを削除する必要があります。削除す

るバージョンを選択し、Delete をクリックします。

b. アップロード後、Secure Access が直ちに新しいコンポーネント ソフトウェアをアク

ティブに使用するようにするには、Set as active after upload オプションを選択しま

す。

c. Browse をクリックし、Secure Access にアップロードするプラグイン ファイルを選択

して、OK をクリックします。

d. Upload をクリックします。Secure Access がプラグイン zip ファイルをアップロード

して復元しているとき、"Loading..." メッセージが Manage Endpoint Security

Assessment Plug In Versions のプラグイン リストに表示されます。Secure Access

が、クラスタのメンバーである場合、プラグインが他のクラスタ ノードに転送される

間、"Loading..." メッセージが表示されます。プラグインのインストールが終わると、

プラグインをインストールした日付と時間がプラグイン リストに表示されます。

e. Set as active after upload オプションを選択しなかった場合は、プラグイン リスト

に表示されたバージョンを選択し、Activate をクリックすることによって、使用するプ

ラグインを有効にします。
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注:

• 有効にしたいプラグイン バージョンが、すべてのホストチェッカー ポリシーで

設定されている既定の規則のいずれかに対応していない場合、Secure Access は、

そのプラグイン バージョンの有効化を拒否します。たとえば、既定の規則を使っ

てウイルス対策ソフトウェアのバージョンをチェックするようホストチェッカー

を設定している場合、ウイルス対策ソフトウェアの目的のバージョンに対応して

いないプラグイン バージョンを有効化しようとすると、そのプラグイン バージョ

ンの有効化が拒否されます。それぞれのプラグイン バージョンが対応する製品の

リストを表示するには、Manage Endpoint Security Assessment Plug In Versions

でプラグインのバージョン番号をクリックします。

• 新しいバージョンにアップグレードした後で古いバージョンのプラグイングに復

元するには、復元する古いバージョンをアクティブ バージョンとして選択しま

す。新しいバージョンにアップグレードした後でホストチェッカー ポリシーのい

ずれかを変更した場合、復元が正しく行われない可能性があります。復元が成功

するには、ポリシーが変更されていない必要があります。

• Secure Access システム ソフトウェアを新しいバージョンにアップグレードした

り、ユーザー設定ファイルをインポートしても、現在アクティブなプラグイン

バージョンは変わりません。アップグレードやユーザー設定ファイルのインポー

トの後、別のプラグイン バージョンを使用する場合は、手動で目的のプラグイン

バージョンを有効にする必要があります。

• Secure Access システム ソフトウェアを新しいバージョンにアップグレードする

際、既に 4 つのプラグイン バージョンが Secure Access にインストールされて

いる場合、Secure Access は、最も古いバージョンのプラグインを自動的に削除

し、新しい Secure Access システム ソフトウェアに含まれるプラグインをイン

ストールします。このとき、新たにインストールされたプラグインは有効化され

ません。

関連項目 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装•

ホストチェッカー認証前アクセス トンネルを定義する

ポリシで、ユーザーが認証される前に、ホストチェッカー規則またはサードパーティ J.E.D.I.

DLL がポリシ サーバー（あるいは別のリソース）にアクセスして、要件に準拠しているかどう

かを確認する必要がある場合、次のいずれかの方法でリソースをホストチェッカー Windows ク

ライアントで使用可能にできます。

• ホストチェッカー規則またはサードパーティ製の J.E.D.I. DLL が Secure Access を経由せ

ずにサーバーに直接アクセスできる DMZ にポリシ サーバーを配備する － この配備は、ホ

ストチェッカーの認証前アクセス トンネルをクライアントとポリシ サーバー間の Secure

Access で定義する必要がないため、最も簡単なソリューションです。

• Secure Access の背後の保護されたゾーンにポリシ サーバーを配備する（Windows のみ）

－ この配備では、認証前アクセス トンネルを定義する必要があります。認証前アクセス ト

ンネルは、Secure Access がユーザーを認証する前に、ホストチェッカー規則またはサード

パーティ製の J.E.D.I. DLL を Secure Access 保護のポリシ サーバーまたはリソースにア
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クセスできるようにします。認証前アクセス トンネルを定義するには、ループバック アド

レス（またはホスト名）とクライアントのポートをポリシ サーバーの IP アドレスとポート

に関連付けます。1 つ以上のトンネル定義を MANIFEST.HCIF ファイルに追加し、このファイ

ルを Secure Access にアップロードします。複数の MANIFEST.HCIF ファイルを Secure

Access にアップロードできます。領域で有効化されたすべてのサードパーティ ポリシに対

し、ホストチェッカーは、定義が一意的であるという仮定の上で、すべての MANIFEST.HCIF

ファイルにあるすべてのトンネル定義に対するトンネルを作成します。

Windows クライアントでの実行中、ホストチェッカーは、トンネル定義で指定する各ループバッ

ク アドレスとポートの接続を待ち受けます。接続は、統合したホストチェッカー規則およびク

ライアント サイドまたはサーバー サイド J.E.D.I. DLL から始めることができます。ホスト

チェッカーは認証前アクセス トンネルを使用して、Secure Access を介してポリシ サーバー

または他のリソースに接続を転送します。

図 10: ホストチェッカーが、クライアントから SA シリーズ アプライアンスの
背後のポリシ サーバーへのトンネルを作成する

注: ホストチェッカー認証前アクセス トンネルは、Windows でのみサポートされて

います。

関連項目 308ページのホストチェッカー認証前アクセス トンネル定義を指定する•

ホストチェッカー認証前アクセス トンネル定義を指定する

Windows クライアントの場合、認証前アクセス トンネルを定義して、ユーザーが認証される前

に、ホストチェッカー メソッドまたはサードパーティ J.E.D.I. DLL が Secure Access に保

護されたポリシ サーバー（または他のリソース）にアクセスすることを可能にできます。

ホストチェッカー認証前アクセス トンネル用の定義では、1 つのポリシ サーバーまたは他の

リソースへのアクセスを設定します。トンネル定義はそれぞれ以下の IP アドレスとポートの

ペアを構成します。クライアントでは 1 つのループバック IP アドレスとポート、ポリシ サー

バーでは 1 つの IP アドレスとポートです。

ホストチェッカー ポリシ パッケージ定義ファイルに 1 つまたはそれ以上のトンネル定義を指

定します。パッケージ定義ファイルは、その名前を MANIFEST.HCIF と指定し、インターフェー

ス DLL の名前、DLL で定義されたホストチェッカー ポリシ、認証前アクセス トンネル定義を

定義します。パッケージにポリシを含めない場合、ホストチェッカーはそのパッケージがクラ

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.308

Secure Access 管理ガイド



イアント上で実行されるように強制するので、注意が必要です。このファイルでポリシを宣言

すると、それらのポリシは、 管理者コンソールを通して利用可能になり、そこで領域、ロー

ル、およびリソース ポリシ レベルで適用することができます。

MANIFEST.HCIF ファイルには、以下の形式で 1 行に 1 つの定義を含め、それぞれの定義の間

に空行を入れる必要があります。

HCIF Main :<DLLName>

HCIF Policy:<PolicyName>

HCIF IVE Tunnel:<client loopback>:port <policy server>:port

ここで

<DLLName> は、myPestPatrol.dll などインターフェース DLL の名前を示します。インター

フェース DLL を使用しない場合でも、これと同じ名前のプレースホルダ ファイルとしてのダ

ミー DLL を含める必要があります。

<PolicyName> は、myFileCheck など DLL で定義されたポリシ名です。各ポリシに HCIF Policy

ステートメントを使用して、複数のポリシを定義することができます。インターフェース DLL

を使用していない場合、任意のポリシ名をプレースホルダとして使用することができます。

ホストチェッカー トンネル定義の構文は次のとおりです。

HCIF IVE Tunnel:<client loopback>:port <policy server>:port

ここで

<client loopback> は 127. で始まるループバック アドレスであり、以下のいずれかの形式

を使用します。

• IP アドレス および 127.∗.∗.∗:port の形式のポート。JSAM との競合を避けるために、

127.0.0.1 をポート 80 と一緒に使用しないでください。 ただし、127.0.0.1 は他のポート

と使用することができます。例: 127.0.0.1:3220

• 127 で開始するループバック アドレスを解決するホスト名。クライアント コンピュータま

たは DNS サーバーでそれぞれローカル ホスト ファイルを使用して、ループバック アドレ

スを解決することができます。

• ループバック アドレスに解決しない、または非ループバック アドレスに解決するホスト名。

こうした場合、ホストチェッカーはループバック アドレスを割り当てて、そのマッピングを

持つクライアントでローカル ホスト ファイルを更新します。ホストチェッカーがローカル

ホスト ファイルを変更するために、ユーザーは管理者権限が必要になります。ユーザーに管

理者権限がない場合、ホストチェッカーはホスト ファイルを更新することができず、認証前

アクセス トンネルを開くことができません。この場合、ホストチェッカーはログにエラーを

記録します。

<policy server> はバックエンド ポリシ サーバーの IP アドレスまたはホスト名です。Secure

Access は指定されたホスト名を解決します。

たとえば、以下のようなトンネル定義では、127.0.0.1:3220 はクライアント ループバック ア

ドレスとポートで、mysygate.company.com:5500 はポリシ サーバー ホスト名とポートです。

HCIF IVE Tunnel:127.0.0.1:3220 mysygate.company.com:5500
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または、この例のようにクライアントのホスト名を使用することができます。

HCIF IVE Tunnel:mysygate.company.com:3220 mysygate.company.com:5500

トンネル定義を指定するとき、次の点に留意してください。

• MANIFEST.HCIF ファイル内の行ごとに空行を追加する必要があります。コメントを入力する

場合は、行の先頭にセミコロンを使用します。例:

HCIF Main :myPestPatrol.dll

HCIF Policy:myFileCheck

HCIF Policy:myPortCheck

; Tunnel definitions

HCIF IVE Tunnel:127.0.0.1:3220 mysygate.company.com:5500

HCIF IVE Tunnel:127.1.1.1:3220 mysygate2.company.com:5500

HCIF IVE Tunnel:mysygate.company.com:3220 mysygate3.company.com:5500

• ホストチェッカー認証前アクセス トンネルは、Windows でのみサポートされています。

• <client loopback> が非ループバック アドレスの場合、ホストチェッカーは認証前アクセ

ス トンネルを開くことができず、その代わりにエラーをログに記録します。

• 127.0.0.1 以外のループバック アドレス（127.0.0.2 およびそれ以上）を使用する場合、

Windows XP Service Pack 2 を使用しているクライアントは、XP SP2 Hot Fix をインストー

ルする必要があります。以下を参照してください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en us;884020

注: クライアントサイドまたはサーバーサイドのサードパーティ DLL を配置して

いる場合、次の点を配慮します。

• サーバーサイド サードパーティ DLL パッケージを解凍して、サードパーティ

DLL に対するポリシを含むトンネル定義を MANIFEST.HCIF ファイルに追加しま

す。（DLL は MANIFEST.HCIF ファイルで定義する、同じ <client loopback>

アドレス、およびポートまたはホスト名を使用する必要があります。）

• 認証前アクセス トンネルはホストチェッカーが実行している間だけ開くため、

サードパーティ DLL は、ホストチェッカーが実行している間だけ、Secure

Access が保護するポリシ サーバーにアクセスできます。

• サードパーティ DLL が、HTTPS を使用して、ループバック アドレスに正しく

解決するホスト名を経由してそのポリシ サーバーに接続する場合、サーバー証

明書の警告は表示されません。ただしサードパーティ DLL がループバック ア

ドレス経由で明示的に接続する場合は、サーバー証明書の警告が表示されます。

これは、証明書のホスト名がループバック アドレスに一致しないためです。

（サードパーティ DLL のデベロッパはこれらの警告を無視するよう DLL を設

定することができます。）

関連項目 307ページのホストチェッカー認証前アクセス トンネルを定義する•
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ホストチェッカーの一般的なオプションの指定

認証ポリシー、ロール マッピング規則、またはリソース ポリシーにホストチェッカーを必要

とするユーザーに適用するための、ホストチェッカー用のグローバル オプションを指定できま

す。

ホストチェッカーの一般的なオプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. Options で、以下の内容を指定します。

• Perform check every X minutes フィールドで、クライアント マシンでホストチェッカー

がポリシー評価を実行する間隔を指定します。クライアント マシンが、ロールまたはリ

ソース ポリシーが要求するホストチェッカー ポリシーの条件を満たさない場合、Secure

Access が、関連するユーザー要求を拒否します。

たとえば、ネットワークに外部から接続できるロール A にマッピングするためには、ユー

ザーが特定のサードパーティ製ウイルス駆除アプリケーションを実行する必要があるとし

ます。ユーザーが Secure Access にサインインしたときに、ユーザーのクライアント マ

シンが必須のウイルス駆除アプリケーションを実行している場合は、そのユーザーがロー

ル A にマッピングされ、ロール A に対して有効なすべてのアクセス機能が与えられま

す。ただし、ユーザー セッション中にウイルス駆除アプリケーションが動作を停止した

場合は、ホストチェッカーが次回実行されたときに、ユーザーはロール A のセキュリティ

要件を満たしておらず、ロール A に対して付与されているすべてのアクセス権を失いま

す。

エンドユーザーが領域にログインするとき、ポリシーが領域、ロール、あるいはリソース

レベルで実行されるかどうかにかかわらす、ホストチェッカーは最初のポリシー チェッ

クを実行します。最初のポリシー チェックは、開始時間を確立します。ホストチェッカー

は、最初のポリシー チェックを開始時刻として、Perform check every X minutes オプ

ションで設定された頻度でポリシーを評価します。頻度設定はすべてのホストチェッカー

ポリシー チェックに対しグローバルに設定されますが、Secure Access に接続するすべ

てのエンドユーザー間で同期しているとは限りません。各クライアントは、独自で最初の

ポリシー チェックを実行して、カウントダウンを開始します。ホストチェッカーがポリ

シーを実行する（インストールでない）領域に認証ポリシーを設定する場合、その実行

は、認証前の段階でのみ行われます。エンドユーザーがサインインした後は、ユーザー

セッションの間に、その後のホストチェッカー ポリシーのチェックによって領域アクセ

スが影響を受けることはありません。つまり、エンドユーザーが領域に一旦認証される

と、領域からエンド ユーザー セッションを削除するという概念はありません。

ホストチェッカーがポリシーを実行するロール制限を設定する場合、その実行は、ロール

マッピング中で認証後直ちに行われます。ロール制限は、エンドユーザーのセッション中

に、ホストチェッカーの頻度設定で指定された間隔で定期的に実行されます。エンドユー

ザーがロール マッピング中にホストチェッカー評価を無事パスし、その後、ログイン X

分後に失敗した場合、そのユーザーはそのロールの権限を失います。ホストチェッカーの

ポリシー評価によって、エンドユーザーが有効なロールへの権限すべてを失った場合、エ

ンドユーザーのセッションが切断されます。

ホストチェッカーがポリシーを実行するリソース ベースのポリシーを設定する場合、そ

の実行は、エンドユーザーがリソースまたはバックエンド サーバーへのアクセスを試み
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たときに行われます。Web リソースに対しては、ホストチェッカー評価が要求ごとに行わ

れます。SAM と STA リソースに対しては、Secure Access がバックエンド アプリケー

ションまたはサーバーへの接続をアクティブにしたときに、ホストチェッカー評価が行わ

れます。ネットワークコネクトのアクセスに対しては、Secure Access がネットワークコ

ネクトを開始したときに、ホストチェッカー評価が行われます。SAM、Telnet/SSH、ネッ

トワークコネクト接続を経由して実行している、既存のアプリケーション接続は、それ以

上ホストチェッカー評価の影響を受けることはありません。新たな Web 要求、SAM を通

した新たなアプリケーション、STA の新たなインスタンス、ネットワークコネクトの起動

については、影響を受けます。ホストチェッカー評価は、X 分前に生じた最新のポリシー

チェックに基づいています。たとえば、頻度設定を Perform check every five minutes

に設定した場合、前回のチェックから 4 分後にエンドユーザーが保護されたリソースへ

のアクセスを試みるか、ネットワークコネクトの起動を試みた場合、ポリシー評価は、エ

ンドユーザーがリソースへの接続を試みた時点ではなく 4 分前のクライアント マシンの

状態に基づきます。

注: ゼロ「0」を入力すると、ユーザーが初めて Secure Access にサインイン

したときのみ、ホストチェッカーがクライアント マシンで実行されます。

• Client side process, login inactivity timeout オプションで、タイムアウトをコン

トロールする間隔を以下の状況で指定します。

• ホストチェッカーが動作を始めた後、ただし Secure Access にサインインする前に、

Secure Access サインイン ページからユーザーが移動すると、ホストチェッカーは、

指定された間、ユーザーのマシン上で引き続き動作します。

• ユーザーが通信速度の低い接続回線を使用してホストチェッカーをダウンロードしてい

る場合、ダウンロードが完了するのに十分な間隔を指定します。

• ホストチェッカーの動的ポリシー評価を有効にして、個別ユーザーのロールを自動的に更

新するには、Perform dynamic policy reevaluation をオンにします。ユーザーのホスト

チェッカーのステータスが変わった場合にリソース ポリシーを評価するよう、ホスト

チェッカーは Secure Access をトリガできます。（このオプションを選択しない場合、

Secure Access はリソース ポリシーを評価しませんが、ユーザーのホストチェッカーの

ステータスが変わると、必ず認証ポリシー、ロール マッピング規則、およびロール制限

を評価します。）

3. Save Changes をクリックします。

関連項目 300ページのホストチェッカーの制限について•

ホストチェッカーのインストール オプションを指定する

ホストチェッカーを必要とする領域、ロール、またはリソース ポリシ レベルでポリシを適用

する場合、Secure Access またはユーザーがクライアント コンピュータにホストチェッカーを

インストールできるインストール メカニズムを提供する必要があります。これを行わないと、

Secure Access がホストチェッカー ポリシを評価しても、ホストチェッカー クライアントを

使用して成功の結果を返すことができないので、ユーザーのコンピュータでエラーが発生しま

す。
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ユーザーのシステムにホストチェッカーをインストールするには、以下の 2 つの方法がありま

す。

• Secure Access がホストチェッカーを自動的にインストールする － 管理者コンソールの

Users/Administrators > User Realms/Administrator Realms > Realm > Authentication

Policy > Host Checker ページで、自動インストールを有効にします。有効にすると、ユー

ザーが Secure Access サインイン ページにアクセスしたときに Secure Access が領域レベ

ルのオプションを評価し、ホストチェッカーの現行バージョンがユーザーのコンピュータに

インストールされているかどうかを確認します。ホストチェッカーがインストールされてい

る場合は、Secure Access は ActiveX または Java の配信メソッドのいずれかを使用してイ

ンストールしようとします。

Windows ユーザーが Secure Access にサインインすると、Secure Access はユーザーのシス

テムに ActiveX コントロールをインストールしようとします。Secure Access が ActiveX

コントロールを正常にインストールすると、このコントロールはホストチェッカー プログラ

ムのインストールを管理します。

ActiveX がユーザーのシステムでオフにされているために、Secure Access が ActiveX コン

トロールをインストールできない場合は、Secure Access は、Java を使用してホストチェッ

カーのインストールを試行します。Linux ホストの場合は、Secure Access は常に Java 配

信メソッドを使用します。Java 配信メソッドではユーザー権限のみが必要となりますが、

Java はユーザーのシステム上で有効でなければなりません。Linux 上の Firefox ブラウザ

の場合は、Java ランタイムとプラグインをインストールする必要があります。

注: Microsoft JVM のいくつかの例外により、ホストチェッカーがインストール

されず、エラー ボックスが表示されることがあります。この場合、Try Again を

クリックします。その後のインストールは成功するはずです。

Secure Access が Java 配信メソッドを使用できない場合は、Java がユーザーのシステムで

無効になっているためであり、Secure Access はアクセス エラー メッセージを表示しませ

ん。

注: ユーザーのシステム上で Microsoft Vista が動作している場合には、ユー

ザーはインストール進行中に表示されるセットアップ リンクをクリックして、

セットアップ クライアントおよびホストチェッカーのインストールを続行する必

要があります。他のすべての Microsoft オペレーティング システムでは、セッ

トアップ クライアントおよびホストチェッカーは自動的にインストールされま

す。

• ユーザーまたは管理者は手動でホストチェッカーをインストールする（Windows のみ） －

管理者コンソールの Maintenance > System > Installers ページからホストチェッカー イ

ンストーラをダウンロードし、ユーザーのシステムに手動でホストチェッカーをインストー

ルします。
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注: ホストチェッカーをインストールするには、Juniper Networks Customer

Support Center の Client side Changes Guide で示されるように、ユーザーが

適切な権限を持っている必要があります。これらの権限がユーザーにない場合は、

管理者コンソールの Maintenance > System > Installers ページで Juniper イ

ンストーラ サービスを使用して、この要求を回避します。

Juniper ActiveX コントロールを削除する

ユーザーのシステムで Microsoft Windows XP が動作していて、Juniper セットアップ ActiveX

コントロールを削除する場合には、次の操作を行います。

1. Internet Explorer を開きます。

2. Tools ボタンをクリックし、Internet Options をクリックします。

3. Settings 、次に View Objects をクリックします。

4. JuniperSetupSP1 を選択し、Delete を押します。

ユーザーのシステムで Microsoft Vista が動作していて、Juniper セットアップ ActiveX コ

ントロールを削除する場合には、次の操作を行います。

1. Internet Explorer を開きます。

2. Tools ボタンをクリックし、Manage Add ons をクリックします。

3. Show リストでDownloaded ActiveX controls をクリックして、すべての ActiveX コント

ロールを表示します。

4. JuniperSetupClient をクリックして、Delete をクリックします。

関連項目 315ページの自動または手動でホストチェッカーをインストールする•

ホストチェッカーを GINA 自動サインイン機能で使用する

ネットワークコネクトで、ホストチェッカーを Windows の GINA（Graphical Identification

and Authentication）サインイン機能と使用する場合、Secure Access へのアクセスを許可あ

るいは拒否する前に、クライアントで確認する項目のタイプ、レベル、数量に特に注意を払う

必要があります。GINA サインイン機能は、クライアント上で Windows が完全に起動する前に

実行されます。そのため、GINA サインイン機能のある Windows クライアント用にホストチェッ

カー ポリシを作成する場合、Windows でユーザーのプロファイルが作成される前に、以下を実

施することをお勧めします。

• システム レベルのプロセスを、領域の適用と領域の評価で確認できます。ユーザーレベルの

プロセスを、領域の評価でのみ確認できます。

• 領域の評価でユーザー レベルのプロセスがある場合、Windows が完全にクライアント上で起

動する前に、実行可能なシステムレベルのポリシ チェックのみのネットワークコネクト ロー

ルを別途作成します。このロールには、ドライブのマッピング、ソフトウェアの更新、グルー

プ ポリシなどをサポートするために、セキュアなネットワーク内での Windows ドメイン イ

ンフラストラクチャへの接続を必ず指定します。ユーザーをこのロールにマップすることに
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より、GINA 認証を正常に行うことができます。このロールは、ユーザーをマップする最後の

ロールとは別です。

• ホストチェッカーは、ネットワークコネクト GINA が接続に使用するドメイン ユーザー用に

インストールする必要があります。インストールしなければ、ホストチェッカーが必須であ

る場合に、ドメイン ユーザーは GINA を使用してログインを行うことができません。

注: GINA を使用するホストチェッカーの複数のセッションを同じコンピュータで

行うことはサポートされていません。

関連項目 604ページのネットワークコネクトについて•

ホストチェッカーを自動または手動でインストールする

ホストチェッカーをクライアント コンピュータに自動的にインストールするには、次の操作を

行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Host Checker を選択しま

す。

2. Secure Access のホストチェッカーのバージョンが、クライアントにインストールされてい

るバージョンより新しい場合に、Secure Access に、ホストチェッカー アプリケーション

を自動的にクライアント コンピュータにダウンロードさせるには、Options で Auto upgrade

Host Checker を選択にします。Auto upgrade Host Checker オプションが選択されている

場合と選択されていない場合に何が起こるかの概要を、以下に示します。

• ホストチェッカーがクライアント コンピュータにインストールされていない場合には、

Auto upgrade Host Checker オプションが選択されているか否かにかかわらず、ホスト

チェッカーは自動的にインストールされます。

• Auto upgrade Host Checker オプションが選択されていて、前のバージョンのホスト

チェッカーがインストールされている場合には、クライアント上のホストチェッカーは自

動的にアップグレードされます。

• Auto upgrade Host Checker オプションが選択されておらず、前のバージョンのホスト

チェッカーがインストールされている場合には、クライアント上のホストチェッカーは自

動的にはアップグレードされません。

Auto upgrade Host Checker オプションを選択する場合は、以下に注意します。

• Windows の場合、Secure Access が、クライアントでホストチェッカー アプリケーショ

ンを自動インストールするには、ユーザーに管理者権限が必要となります。詳細は、

Juniper Networks Customer Support Center の Client side Changes Guide を参照

してください。

• ユーザーがホストチェッカーをアンインストールした後で、Auto upgrade Host Checker

オプションが有効になっていない Secure Access にサインインした場合、ホストチェッ

カーにアクセスすることはできません。

3. Save Changes をクリックします。

315Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第13章: ホストチェッカー



管理者コンソールの Maintenance > System > Installers ページには、ダウンロード可能なア

プリケーションやサービスが表示されます。アプリケーションまたはサービスを、Windows の

実行可能ファイルでダウンロードできます。これらは以下が可能です。

• ソフトウェア配布ツールを使用して、クライアント マシンへファイルを配布します。このオ

プションにより、ユーザーが、アプリケーションやサービスをインストールするために必要

な管理者権限を持っていない場合でも、クライアント マシンにアプリケーションまたはサー

ビスをインストールすることができます。

• 適切な権限を持つユーザーが、正しいバージョンをダウンロードしてインストールできるよ

う、実行可能ファイルをセキュア リポジトリに転送します。

• インストーラの適切なバージョンを FTP サーバーから自動的に検索するスクリプトをダウン

ロードし、実行します。

関連項目 312ページのホストチェッカーのインストール オプションの指定•

ホストチェッカー ログの使用

System > Log/Monitoring > Client Logs > Settings タブを使用して、ホストチェッカーに対

するクライアントサイドのログ作成を有効にします。このオプションを有効にすると、Secure

Access はホストチェッカーを使用するすべてのクライアントに、クライアントサイド ログを

作成します。Secure Access は、その後のユーザー セッションの最中にその機能が呼び出され

るたびに、ログ ファイルに追加記述します。この機能は、サポート チームと協力して各機能

の問題をデバッグするときに役立ちます。

これらの設定はグローバルなものであるため、Secure Access は、クライアントサイド ログ作

成を有効にする機能を使用しているすべてのクライアントに、ログ ファイルを作成します。ま

た、Secure Access は、クライアントサイド ログを削除しません。ユーザーが、ログ ファイ

ルをクライアントから手動で削除する必要があります。Secure Access がログ ファイルをイン

ストールする場所については、Juniper Networks Customer Support Center の Client side

Changes Guide を参照してください。

クライアントサイド ログ作成の設定をグローバルに指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Log/Monitoring > Client Log > Settings を選択します。

2. Secure Access にクライアントサイド ログを記述させたい機能を選択します。

3. Save Changes をクリックすると、これらの設定がグローバルに保存されます。

関連項目 297ページのホストチェッカー ポリシを実装する•

Windows Mobile 用にホストチェッカーを設定する

Windows Mobile オペレーティング システムを実行する PDA やスマート フォンなどの携帯型

デバイス用のポリシを実施するようにホストチェッカーを設定できます。
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注: 現在サポートしているのは Windows Mobile バージョン 5 と 6 のみです。

ホストチェッカー規則に含まれるのは、携帯型デバイスのポート、プロセス、ファイル、レジ

ストリ キーの設定、オペレーティング システムのバージョン、および証明書の確認です。ま

たインストールされたサードパーティの IMC をロードおよび使用し、ベンダ独自のチェックを

実施することもできます。ポリシが作成されると、ユーザーが IVE ゲートウェイに接続する場

合に、自動的にホストチェッカーが配置されます。

ホストチェッカーは、携帯デバイス自体への設定を必要としません。サーバーがデバイスは非

適合であると判断すると、ホストチェッカーがシステム トレイ内に通知アイコンを表示しま

す。このアイコンをクリックすると、非適合による失敗の理由と改善指示が含まれるブラウザ

ページが開きます。

ホストチェッカーは携帯デバイス内に残されるので、ユーザーはゲートウェイに接続する度に

ダウンロードする必要はありません。ゲートウェイがホストチェッカーの新バージョンにアッ

プグレードすると、ユーザーが次回ゲートウェイに接続したときに携帯デバイスが自動的に更

新します。携帯デバイスからホストチェッカーを削除するには、デバイスの Settings パネル

にある Remove Programs アプレットを使用してください。

Windows Mobile 用のホストチェッカー ポリシは、管理者コンソールの Authentication >

Endpoint Security > Host Checker ページから設定します。

関連項目 297ページのホストチェッカー ポリシを実装する•

• 278ページのカスタム規則を使用して要件をカスタマイズする

プロキシの例外を使用する

IVE クライアントは Internet Explorer の静的なプロキシ例外リストを解析します。Juniper

では、Internet Explorer がサポートするほとんどの例外をサポートしていますが、以下の制

約があります。

• IP アドレス例外については、n.∗.∗.∗, n.n.∗.∗, n.n.n.∗ をサポートしています。たとえ

ば、10.∗.∗.∗, 10.10.∗.∗, 10.10.10.∗、10.10.10.10 などです。Internet Explorer は 10∗

や 10.∗.10.∗ をサポートしていますが、Juniper ではサポートしていません。

• 文字列式については、my.company.net や文字列の前にワイルドカードのある形式

（∗.my.company.net や ∗.company.net 等）の特定の文字列をサポートしています。

∗.company.∗、∗.company∗、∗.company. ∗.com、∗.net ∗.com などはサポートしていません。

Secure Virtual Workspace を有効にする

Secure Virtual Workspace は、Windows 2000 あるいは Windows XP を起動しているクライア

ント コンピュータ上で、クライアント デスクトップに保護されたワークスペースを作成する

ことにより、Secure Access のセッション データの保全性を保証しています。Secure Virtual

Workspace を有効にすることにより、イントラネットにサインインするどのユーザーも、すべ

ての通信を完全に保護された環境で行うことを確実にします。ユーザーのアプリケーションや

通信によって、データがディスクあるいはレジストリに書き込まれた場合、Secure Virtual
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Workspace はその情報を暗号化します。Secure Access のセッションが完了すると、デフォル

トで Secure Virtual Workspace は、自らに関連する情報や、セッションに関連する情報をす

べて破棄します。この種の情報の状態は、必要に合わせて設定することが可能です。たとえば、

データを複数の Secure Virtual Workspace セッションで許可することが可能です。

Secure Access は、DoD 5220.M データ抹消規格に従って、ハードディスクに保存された Secure

Virtual Workspace のデータを安全に削除します。

Secure Virtual Workspace で以下を行うことができます。

• セッション終了時に、ワークスペースのデータとリソースを削除します。

• Internet Explorer の起動前に、ブラウザ ヘルパ オブジェクトが Internet Explorer のプ

ロセスにラッチしないようにします。

• デスクトップ検索製品が Web トラフィックを妨害したり、コンテンツのインデックスを作成

することを禁止します。

• Secure Virtual Workspace の設定やランタイム処理のすべてを Secure Access ログに入力

します。

Secure Access は Secure Virtual Workspace バイナリをホストします。このバイナリは、ユー

ザーが Secure Access に接続した際に、クライアント システムが Secure Access からダウン

ロードします。Secure Virtual Workspace は、仮想ファイル システムと仮想レジストリをク

ライアント上に作成します。

Secure Virtual Workspace で、実行を許可されているアプリケーションを定義し、設定を行い

ます。たとえば、以下のようなアプリケーション設定を行うことができます。

• Secure Virtual Workspace に対し、Internet Explorer と Outlook の起動を制限します。

• Secure Virtual Workspace セッションにおけるアプリケーションのインストールや実行を制

限します。これにより、セッション終了後、アプリケーション バイナリもクライアント コ

ンピュータから完全に削除することができます。

注: Secure Virtual Workspace は、IBM Sametime 7.5 がデフォルトのデスクトッ

プで稼働しているときには機能しません。IBM Sametime 7.5 は、ユーザーを自動

的に仮想ワークスペースからデフォルトのデスクトップに切り替えます。

Windows Vista およびそれ以降の OS 場合は、レジストリエディタ（regedit）な

どの処理で、高度な権限を必要とします。SVW は現在は、高度な権限での処理の

実行を許可していません。

Secure Access の Secure Virtual Workspace 実装について、以下に留意します。

• クライアント デスクトップ ユーザーが行う Secure Virtual Workspace のダウンロードや

実行に、管理者権限は必要ありません。

• Secure Virtual Workspace をホストチェッカーと使用でき、開始時に自動的に安全なワーク

スペースが起動します。
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• Secure Virtual Workspace を J.E.D.I. モジュールとして提供することにより、Secure

Virtual Workspace ポリシをユーザー ロールあるいは領域レベルで作成することができま

す。

Secure Virtual Workspace の制限とデフォルト

Secure Virtual Workspace は、その使用に関して制限を設け、変更可能なデフォルトを確立し

ます。

• SVW はキャッシュクリーナーをサポートしていません。

• デフォルトでは、管理者によって明示的に制限されている場合を除き、プラットフォーム固

有のブラウザが Secure Virtual Workspace 上で実行を許可されています。

• Secure Access は、インストール時に HKLM レジストリ エントリを更新するソフトウェア

アプリケーションに対し、Secure Virtual Workspace 内での動作を許可していません。

• Secure Access は、SVW による標準の JSAM アプリケーション、Outlook と NetBios ファイ

ル参照はサポートしていません。これらのアプリケーションではレジストリ キーの変更を必

要とするためです。ただし、Secure Access は、SVW による Citrix と Lotus Notes JSAM

標準アプリケーションについてはサポートしています。

• デフォルトで Secure Access は、Secure Virtual Workspace 内で実行しているアプリケー

ションによる、外部ストレージあるいはプリンタ デバイスへのアクセスを許可していませ

ん。必要な場合、これらのデバイスへのアクセスを、ロールあるいは領域ベースで許可する

ことが可能です。

• デフォルトでは、Secure Virtual Workspace ポリシでネットワーク共有へのアクセスを設定

しない限り、エンドユーザーはネットワーク共有へアクセスできません。

• エンドユーザーが、ファイアウォールあるいはカーネル スペースで実行する他のアプリケー

ションを使用している場合、Secure Virtual Workspace に Secure Access のクライアント

コンポーネントをダウンロードする際に問題が生じる可能性があります。低レベルの管理ア

プリケーションにより、ユーザーの操作を求めるメッセージが表示される可能性があります。

デフォルトあるいはリアル デスクトップへの切り替えを許可するオプションを設定した場

合、ユーザーはメッセージ ボックスを閉じることができます。切り替えオプションがオフに

設定されている場合、ユーザーは問題を解決できない可能性があります。

• Secure Virtual Workspace は 16 ビット アプリケーションをサポートしていません。

• いくつかの Windows キーボード ショートカットは SVW セッション内では正しく働かない場

合があります。

• SVW セッション中に Windows タスク マネージャを表示するには、標準のキーボード ショー

トカット Ctrl+Alt+Del は使用できません。Windows タスクバー上で右クリックして（ユー

ザーが移動させていなければ、通常、スクリーンの下にあります）、ポップアップ メニュー

を表示して、そこから Task Manager を選択することができます。

• ホストチェッカーのステータスの更新間隔をゼロ（0）に設定した場合、ホストチェッカーは

ステータスのチェックを 1 度行った後、終了します。ホストチェッカーが終了すると、Secure

Virtual Workspace も終了します。その場合、エンドユーザーは Secure Virtual Workspace

セッションを開始することはできません。ホストチェッカーのステータス更新間隔は、ゼロ

以外の値に設定してください。
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• Secure Virtual Workspace は、ユーザーが最初にセッションを開始したときのみ、ファイル

システム ドライブをスキャンします。ユーザーがセッションを開始し、その後ドライブ（USB

ドライブ等）を追加した場合、そのセッション中は追加したドライブにアクセスすることは

できません。

• Logoff On Connect 機能は、SVW 内ではサポートされていません。

Secure Virtual Workspace を設定する

ホストチェッカー ポリシのコンテキスト内で Secure Virtual Workspace を設定します。定義

したすべての Secure Virtual Workspace ポリシは、Authentication > Endpoint Security >

Secure Virtual Workspace のリストに表示されます。

Secure Virtual Workspace のセッション データはエンドユーザーのリアル デスクトップに保

存されるため、エンドユーザーが常に同じクライアント コンピュータを使用するときのみ、固

定機能を実装する必要があります。

注: Secure Virtual Workspace ポリシを組み込んだ複数の領域にマップするサイン

イン URL の設定を、不可能にする策は講じられていません。複数マッピングを複数

の領域に設定した場合、予期せぬ結果が生じます。ユーザー エンドにおいて評価す

る Secure Virtual Workspace ポリシを、1 つだけ許可するように、セキュア仮想

デスクトップを明示的に設定する必要があります。

関連項目 320ページのSecure Virtual Workspace の権限を定義する•

• 322ページのSecure Virtual Workspace のアプリケーション ポリシを定義する

• 323ページのSecure Virtual Workspace のセキュリティ ポリシを定義する

• 324ページのSecure Virtual Workspace の環境オプションを定義する

• 325ページのSecure Virtual Workspace の改善ポリシを定義する

Secure Virtual Workspace の権限を定義する

エンドユーザーが Secure Virtual Workspace を使用する際にアクセスできるデバイスやリソー

スを、指定することができます。

Secure Virtual Workspace の権限ポリシーを新たに定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Secure Virtual Workspace

を選択します。

2. New Secure Virtual Workspace Policy をクリックします。

3. ポリシーの名前を入力します。

4. Permissions で、許可を与える項目のチェックボックスを選択します。
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• Printers － エンドユーザーにネットワーク プリンタへのアクセスを許可します。

• Restricted View of Files － Restricted View が設定されている場合、システム ドラ

イブ（通常は c:）の Documents and Settings、Program Files、Windows システム フォ

ルダのディレクトリのみ、Secure Virtual Workspace で使用することができます。

注: Restricted View of Files オプションを設定している場合で、エンドユー

ザーがドライブをパーティション分割している場合、システム ドライブ（c:）

以外のドライブに保存されているアプリケーションやファイルには一切アクセ

スできません。エンドユーザーにドライブのパーティション分割を許可する場

合は、Restricted View を使用しないでください。

• Removable Drives － エンドユーザーに、エンドユーザーのクライアント マシン上のリ

ムーバブル ドライブへのアクセスを許可します。

エンドユーザーがリムーバブル USB ストレージ デバイスをインストールしている場合、

オプションの設定により、以下のような状態が生じる可能性があります。

• ユーザーが Secure Virtual Workspace セッションを開始する前に USB デバイスを接

続した場合、デバイスは固定ハード ドライブとして表示され、Removable Drives オプ

ションを設定した場合でも、ユーザーは Secure Virtual Workspace セッション中その

デバイスの読み取りまたは書き込みができません。

• ユーザーが Secure Virtual Workspace セッションの開始後に USB デバイスを接続し

た場合、デバイスはリムーバブル メディアとして表示され、Secure Virtual Workspace

の設定で Removable Drives オプションを設定した場合、ユーザーはそのデバイスにア

クセスすることができます。

• Network Share Access － エンドユーザーにネットワーク共有ドライブへのアクセスを許

可します。

• Switch to Real Desktop － エンドユーザーに、Secure Virtual Workspace とエンドユー

ザーのクライアント デスクトップ間の切り替えを許可します。

• Desktop Persistence － エンドユーザーに、NTFS ファイル システムでのみ、クライア

ント セッションで Secure Virtual Workspace の使用を許可します。

注: デスクトップの固定と切り替えは、FAT16 または FAT32 ファイル システ

ムではサポートされていません。

このオプションを選択した場合、同じホスト上の SVW (Secure Virtual

Workspace) ワークスペースを暗号化するため同じパスワードを使用する複数

のユーザーは、その静的パスワードで保護されている固定データ ストレージ

へのアクセスが可能です。複数ユーザーのシステムで SVW (Secure Virtual

Workspace) の固定データ保存をセキュリティ保護する際、ユーザーが強力な

パスワードを使用することを推奨します。

• Virtual File Execution — Secure Virtual Workspace 環境内で仮想化されたファイル

アプリケーションを実行するには、このオプションを選択します。デフォルトでは、Secure
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Virtual Workspace 内で実行可能ファイルをダウンロードすると、その実行可能ファイル

は暗号化され、実行されるのを防ぎます。このオプションを選択すると、実行可能ファイ

ルを暗号化せずにダウンロードできます。

5. ポリシーの定義を続行するか、Save Changes をクリックします。

関連項目 317ページのSecure Virtual Workspace を有効にする•

Secure Virtual Workspace のアプリケーション ポリシーを定義する

エンドユーザーが Secure Virtual Workspace を使用する際にインストールあるいは実行でき

るアプリケーションを、指定することができます。

Secure Virtual Workspace のアプリケーション ポリシーを新たに定義するには、次の操作を

行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Secure Virtual Workspace

を選択します。

2. New Secure Virtual Workspace Policy か、ハイパーリンクされた既存の Secure Virtual

Workspace ポリシーの名前をクリックします。

3. ポリシーの名前を入力します。

4. Applications で、有効にするアプリケーションの種類のチェックボックスを選択します。

• Control panel － Secure Virtual Workspace 内で Windows のコントロール パネルにア

クセスすることをエンドユーザーに許可します。

• Run menu － Secure Virtual Workspace 内で Windows の実行メニューにアクセスするこ

とをエンドユーザーに許可します。

• Registry editor － Secure Virtual Workspace 内で Windows のレジストリ エディタ

（regedt32.exe）にアクセスすることをエンドユーザーに許可します。

• Task manager － Secure Virtual Workspace 内で Windows のタスク マネジャー

（taskmgr.exe）とシステム プロセスにアクセスすることをエンドユーザーに許可しま

す。

• Command window － Secure Virtual Workspace 内で Windows のコマンド ウィンドウ

（cmd.exe）にアクセスしてコマンドを実行することをエンドユーザーに許可します。

• Custom applications － Secure Virtual Workspace 内でユーザーが実行を許可されるカ

スタム アプリケーションを指定することができます。たとえば、社内アプリケーション、

非デフォルト ブラウザ、さらに別の種類のアプリケーションを指定することができます。

複数行あるテキスト ボックス内に、アプリケーションを各行に 1 つ、拡張子 .exe を含

めて入力します。すべのアプリケーション類に対してワイルドカード（∗）を使用するこ

ともできます。また、実行可能ファイル名とカンマの後にオプションで MD5 ハッシュ値

を入力することも可能です（例: telnet.exe,0414ea8）。

• Applications to deny － Secure Virtual Workspace 内においてユーザーによる使用を

制限するアプリケーションを指定することができます。複数行あるテキスト ボックス内

に、アプリケーションを各行に 1 つ、実行可能名に拡張子を含めて入力します。
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注: Custom applications フィールドに表示されていないカスタム アプリケー

ションは、デフォルトで拒否されています。

Custom applications テキスト ボックスと Applications to deny テキスト

ボックスに同じアプリケーションを追加した場合、拒否アクションが優先し、

Secure Virtual Workspace セッションにおいてユーザーはそのアプリケーショ

ンへのアクセスを拒否されます。両方のリストでアプリケーションの指定にワ

イルドカードを使用した場合、この問題が生じます。たとえば、許可リストに

∗plore.exe を指定し、拒否リストに iex∗.exe を指定した場合、iexplore.exe

は拒否されます。

5. ポリシーの定義を続行するか、Save Changes をクリックします。

仮想ワークスペース ポリシーの定義が完了したら、それらをユーザー レベルで領域認証ポリ

シーとして有効にする必要があります。

関連項目 297ページのホストチェッカー ポリシーの実装•

• 323ページのSecure Virtual Workspace のセキュリティ ポリシーを定義する

• 325ページのSecure Virtual Workspace の改善ポリシーを定義する

Secure Virtual Workspace のセキュリティ ポリシーを定義する

暗号化レベルを指定して、Internet Explorer や Outlook におけるサード パーティ エクステ

ンションの使用を制御することができます。

新しい Secure Virtual Workspace ポリシーに対してセキュリティ オプションを指定するに

は、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Secure Virtual Workspace

を選択します。

2. New Secure Virtual Workspace Policy か、ハイパーリンクされた既存の Secure Virtual

Workspace ポリシーの名前をクリックします。

3. ポリシーの名前を入力します。

4. クライアント上で Secure Virtual Workspace を有効化するのに IVE が使用する AES 暗号

化キーの種類を指定します。暗号化キーのオプションには、128、192、256 ビットがありま

す。

5. Internet Explorer あるいは Outlook の拡張機能で許可したいもの指定するには、IE/Outlook

extensions to allow テキスト ボックスに、許可する DLL を各行に 1 つ入力します。リ

ストに表示されていない拡張機能は、デフォルトで拒否されています。

これらの拡張機能は、Secure Virtual Workspace へ、あるいは Secure Virtual Workspace

から転送される、小さなアプリケーションです。

6. ポリシーの定義を続行するか、Save Changes をクリックします。
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関連項目 322ページのSecure Virtual Workspace のアプリケーション ポリシーを定義する•

• 325ページのSecure Virtual Workspace の改善ポリシーを定義する

Secure Virtual Workspace の環境オプションを定義する

新しい Secure Virtual Workspace ポリシーに対して環境オプションを指定するには、次の操

作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Secure Virtual Workspace

を選択します。

2. New Secure Virtual Workspace Policy か、ハイパーリンクされた既存の Secure Virtual

Workspace ポリシーの名前をクリックします。

3. ポリシーの名前を入力します。

4. Options で以下を指定します。

• Secure Access への接続がタイムアウトするまで、クライアントの Secure Virtual

Workspace セッションがアイドル状態を保持できる最長時間を、分で指定します。

• デスクトップの壁紙の画像を指定します（オプション）。

• デスクトップの背景の色を指定します（オプション）。

• SVW へのアクセスに使用するサインイン URL を指定します。

有効な URL には、デフォルトのユーザー サインイン URL と、Authentication > Signing

in > Sign in Policies で指定したすべての URL が含まれています。Secure Virtual

Workspace が初めてユーザーを仮想ワークスペースに入れてブラウザを立ち上げると、サ

インイン URL を使用してユーザーを Secure Access に導きます。デフォルトでは、この

サインイン URL は、ユーザーが Secure Access セッションを開始したときに入力したも

のと同じです。このオプションを使用して、異なるサインイン URL を設定することがで

きます。

注: Secure Access は、∗.host.com/[path] など、ワイルドカードを含むホス

ト名をサポートしていません。

• ツールバー タイトルに表示する文字列を指定します。デフォルトでは「SVW Title」が表

示されます。

• ツールバーの非表示をユーザーに許可するには、Autohide Toolbar オプションを選択し

ます。ユーザーが（ツールバーの画びょうアイコンをクリックして）ツールバーの非表示

を選択すると、ツールバーを再表示するには、デスクトップの上部までスクロールする必

要があります。

5. ポリシーの定義を続行するか、Save Changes をクリックします。

関連項目 317ページのSecure Virtual Workspace を有効にする•

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.324

Secure Access 管理ガイド



Secure Virtual Workspace の改善ポリシーを定義する

新しい Secure Virtual Workspace ポリシーに対して改善オプションを指定するには、次の操

作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Endpoint Security > Secure Virtual Workspace

を選択します。

2. New Secure Virtual Workspace Policy か、ハイパーリンクされた既存の Secure Virtual

Workspace ポリシーの名前をクリックします。

3. ポリシーの名前を入力します。

4. Remediation で、コンピュータがポリシーの指定する要件を満たさないユーザーに対して、

改善オプションを指定します。

注: 改善指示を作成せず、ポリシーが失敗した場合、ユーザーは、Secure Virtual

Workspace を起動できない理由、あるいはローカル リソースにアクセスできな

い理由を知ることができません。

• Enable Custom Instructions － テキストまたは HTML でカスタム指示を入力するテキス

ト ボックスを展開します。この指示は、Secure Virtual Workspace が改善すべき問題を

検出したとき、エンドユーザーに表示されます。

• Enable Custom Actions － ユーザーのコンピュータが現在のポリシー要件を満たさない

場合にホストチェッカーに評価させる代替のポリシーを、1 つ以上選択できます。代替ポ

リシーは、J.E.D.I パッケージを使用するサードパーティのポリシーか、別の Secure

Virtual Workspace ポリシーでなければなりません。たとえば、ユーザーのコンピュータ

が現在のポリシー要件を満たしていない場合に、J.E.D.I パッケージを使用してアプリ

ケーションを起動することができます。HC Policies リストで代替のポリシーを選択し、

Add をクリックします。

• Kill Processes － テキスト ボックスを開き、強制終了するアプリケーション プロセス

とそのプロセスの MD5 ハッシュ値を入力します。例：

Application.exe MD5:6A7DFAF12C3183B56C44E89B12DBEF56

MD5:9S3AJ912CC3183B56C44E89B12DI2AC9

• Delete Files － テキスト ボックスを開き、削除するファイルの名前を各行に 1 つ入力

します。

• Send reason strings － 改善情報の送信を選択します。

5. Save Changes をクリックします。

関連項目 • 304ページの一般的なホストチェッカー改善を設定する
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第14章

キャッシュクリーナー

• キャッシュクリーナーについて 327ページ

• グローバルなキャッシュクリーナー オプションの設定 327ページ

• キャッシュクリーナー オプションを配備する 330ページ

• キャッシュクリーナーの制限の指定 332ページ

• キャッシュクリーナー ログについて 332ページ

キャッシュクリーナーについて

キャッシュクリーナーはホストチェッカー ポリシの 1 つであり、Secure Access セッション

後にユーザーのコンピュータに残った一時ファイルやアプリケーション キャッシュなどのデー

タを削除します。たとえば、ユーザーがインターネット キオスクから Secure Access にサイ

ンインし、ブラウザ プラグインを使用して Microsoft Word のドキュメントを開いた場合、

キャッシュクリーナーは、セッション終了時にブラウザのキャッシュ（Windows フォルダ）に

保存された Word ファイルの一時的なコピーを削除します。キャッシュクリーナーがコピーを

削除すると、Secure Access のユーザーがセッションを終了した後に、別のユーザーがキオス

クからその Word ドキュメントを見つけて開くことはできなくなります。

また、キャッシュクリーナーはユーザーが Web フォームに入力するユーザー名、パスワード、

Web アドレスが、Web ブラウザに永続的に保存されることを防ぎます。キャッシュクリーナー

は、ブラウザが不適切にこの情報をキャッシュすることを防ぐことにより、非公開のユーザー

情報が信頼されていないシステム上に保存されないようにします。

注: キャッシュクリーナーは現時点で SVW（Secure Virtual Workspace）をサポー

トしていません。

関連項目 327ページのグローバル キャッシュクリーナー オプションを設定する•

• 330ページのキャッシュクリーナー オプションを配備する

グローバルなキャッシュクリーナー オプションの設定

キャッシュクリーナーを有効にすると、Secure Access の Content Intermediation Engine か

らダウンロードしたすべての内容をユーザーのシステムから消去します。さらに、管理者コン
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ソールの Authentication > Endpoint Security > Cache Cleaner ページの設定を使用して、

以下の箇所から内容を消去できます。

• 指定したホストとドメイン － WSAM または JSAM が有効な場合、追加のホストとドメインを

消去するよう、キャッシュクリーナーを設定する場合が考えられます。ユーザーが WSAM ま

たは JSAM を使用して Secure Access の外でインターネットをブラウズする場合、インター

ネットのファイルがインターネット一時ファイル フォルダに保存されます。キャッシュク

リーナーを使用してこのファイルを消去するには、適切なホスト名（たとえば、www.yahoo.com

など）を指定する必要があります。

• 指定したファイルとフォルダ － ユーザーに対し、ローカル システム上でクライアント サー

バー アプリケーションへのアクセスを有効にした場合、アプリケーションがユーザーのシス

テム上に作成する一時ファイルおよびフォルダを消去するよう、キャッシュクリーナーを設

定することができます。

注: ディレクトリからファイルを削除するようキャッシュクリーナーを設定した

場合、ユーザーが明示的にディレクトリに保存したファイルや、Secure Access

セッ ションの前にディレクトリに存在していたファイルも含め、キャッシュク

リーナーはすべてのファイルを消去します。

キャッシュクリーナー ポリシーは 1 つのみが許可されます。（「Cache Cleaner Policy」

という名前の）デフォルトのキャッシュクリーナー ポリシーを削除することはできません。

また、新しいキャッシュクリーナー ポリシーを作成することはできません。

グローバルなキャッシュクリーナー オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Authentication > Endpoint Security > Cache Cleaner を選択しま

す。

2. Options で、以下の内容を指定します。

a. Cleaner Frequency フィールドに、キャッシュクリーナーを実行する頻度を指定しま

す。有効な値の範囲は 1 ～ 60 分です。キャッシュクリーナーが実行されるたびに、

Secure Access の Content Intermediation Engine を通してダウンロードしたすべて

の情報と、以下の Browser Cache および Files and Folders セクションで指定した

ブラウザ キャッシュ、ファイル、およびフォルダがクリアされます。

b. ユーザーの Secure Access セッション中に、ブラウザがキャッシュ値を使用して、自

動的に Web アドレスを入力しないようにするには、Disable AutoComplete of web

addresses チェックボックスを選択します。このオプションを選択すると、Secure

Access は、ユーザーの Secure Access セッション中に、Windows レジストリ値

HKEY_CURRENT_USER\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\

AutoComplete を 0 に設定します。

その後、セッションの終了時に、Secure Access は、レジストリ値を元の設定値に戻

します。

c. Internet Explorer が、キャッシュ値を使用して、自動的に Web フォームにユーザー

資格情報を入力しないようにするには、Disable AutoComplete of usernames and

passwords チェックボックスを選択します。このオプションを選択すると、Windows

システム上で表示される「パスワードを保存しますか?」の確認メッセージも無効にな

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.328

Secure Access 管理ガイド



ります。このオプションを選択すると、Secure Access は、以下の Windows レジスト

リ値を 0 に設定します。

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FormSuggest

Passwords

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FormSuggest

Passwords\FormSuggest PW Ask

• HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Internet

Settings\ DisablePasswordCaching

d. Flush all existing AutoComplete Passwords チェックボックスを選択して Internet

Explorer がユーザーのシステム上でキャッシュしたパスワードを消去します。このオ

プションを選択すると、Secure Access は、以下の Windows レジストリ値を 0 に設

定します。

HKEY_CURRENT_USER \Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\ IntelliForms\\SPW

次に、以下のいずれかのオプションを選択します。

• Secure Access セッションが終了したら Secure Access がユーザーのキャッシュさ

れたパスワードを復元するように指定するには、For IVE session only オプション

ボタンを選択します。

• キャッシュされたユーザーのパスワードを完全に削除するには、Permanently オプ

ション ボタンを選択します。

e. ゴミ箱を空にし、最近使ったファイルのリストを削除するには、Empty Recycle Bin

and Recent Documents list チェックボックスを選択します。ユーザー セッションに

関連したファイルだけではなく、コンテンツ全体が削除されます。

3. Browser Cache で、1 つ以上のホスト名またはドメインを入力します（ワイルドカードが

許可されています）。ユーザー セッションが終了すると、キャッシュクリーナーは、こ

れらのサーバーからきたブラウザ キャッシュの内容をすべて削除します。指定したクリー

ナー実行間隔で実行されるキャッシュクリーナーも、この内容を削除します。Secure

Access はホスト名を解決しないので、ホスト名、FQDN、IP アドレスなど、サーバーに関

するすべての情報を入力してください。

4. Files and Folders で、次の操作を行います。

a. 次のいずれかを指定します。

• キャッシュクリーナーに削除させたいファイルの名前。

• キャッシュクリーナーにコンテンツを削除させたいフォルダの完全パス。ディレク

トリを指定する場合、このディレクトリ内のサブディレクトリの内容もクリアする

には、Clear Subfolders を選択します。

b. ユーザー セッション終了時にのみ、キャッシュクリーナーにディレクトリの内容を消

去させたい場合は、Clear folders only at end of session チェックボックスを選択

します。このチェックボックスを選択解除にした場合、キャッシュクリーナーは、指

定されたクリーナー実行間隔でファイルとフォルダを削除します。
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注: 消去するファイルとフォルダを指定する際、以下に留意してください。

キャッシュクリーナーは、DSPREAUTH という Cookie を使用して、クライ

アントのステータスを Secure Access に送信します。この Cookie をユー

ザーのクライアントから削除すると、キャッシュクリーナーは正しく動作

しません。この問題を避けるため、フィールドまたはフォルダ パスで、

<userhome>\Local Settings\Temporary Internet Files\∗ など、Internet

Explorer のディレクトリを指定しないでください。Files and Folders で

指定したディレクトリに関わらず、キャッシュクリーナーは、Secure Access

のホストや Hostnames ボックスで指定した他のホストからダウンロードし

た Internet Explorer のキャッシュを、すべて消去します。

Firefox ブラウザの場合、キャッシュクリーナーは、Files and Folders

で指定したディレクトリだけを消去します。

5. Save Changes をクリックすると、これらの設定がグローバルに保存されます。

１ つ以上の有効な Secure Access セッションが同一システムに存在し、キャッシュク

リーナーがそれらのセッションで使用されている場合、ユーザーがそのセッションの 1

つからサインアウトすると、全てのセッションが終了します。このことを避けるために、

キャッシュクリーナーを必要としないセッションのキャッシュクリーナーをオフにしま

す。

注: １つの Secure Access へ複数の管理者またはエンド ユーザーが同じクラ

イアント システムからサインインし、そのうちの 1 人でもキャッシュクリー

ナーを配備した場合、予期しない結果が生じる可能性があります。たとえば、

キャッシュクリーナがシャットダウンする、ロール権限が失われる、強制的に

接続切断される、などの状況が発生する可能性があります。

関連項目 330ページのキャッシュクリーナー オプションの実装•

キャッシュクリーナー オプションを配備する

管理者コンソールの Authentication > Endpoint Security > Cache Cleaner ページの設定を

使用して、消去するホスト、ドメイン、ファイル、フォルダを指定すると、キャッシュクリー

ナーを以下のオプションで要求することによって、Secure Access やリソース アクセスを制限

することができます。

• 領域認証ポリシ － ユーザーが Secure Access へのサインインを試みると、Secure Access

は指定の領域の認証ポリシを評価して、認証の前提条件にキャッシュクリーナーが含まれて

いるかどうかを確認します。領域の認証を設定し、ユーザーが指定された領域へログインす

るためにキャッシュクリーナー ポリシを要求し、強制実行するかを決定することができま

す。ユーザーのコンピュータが要件を満たさない場合は、そのユーザーは Secure Access へ

のアクセスを拒否されます。認証後要件として、クライアント上のキャッシュクリーナー ポ

リシを強制実行せずに評価し、ユーザーのアクセスを許可することもできます。管理者コン
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ソールの Users > User Realms > Realm> Authentication Policy > Host Checker ページか

ら、領域レベルの制限を設定できます。

• ロール － Secure Access は、管理者またはユーザーをマップする適切なロールのリストを

調べるときに、各ロールの制限を評価して、そのロールがユーザーのワークステーションで

キャッシュクリーナーの実行を要求しているかどうかを調べます。実行を要求し、ユーザー

のコンピュータでキャッシュクリーナーがまだ実行されていない場合、Secure Access はユー

ザーをそのロールにマップしません。Users > User Realms > Realm > Role Mapping の設定

を使用して、Secure Access がユーザーにマップするロールを管理できます。規則を選択、

または作成し、Custom Expressions を選択します。管理者コンソールの Users > User Roles

> Role > General > Restrictions > Host Checker ページから、ロール レベルの制限を設

定できます。

• リソース ポリシ － ユーザーがリソースを要求すると、Secure Access はリソース ポリシ

の詳細規則を評価して、ユーザーのワークステーションでキャッシュクリーナーがインストー

ルされている必要があるか、または実行する必要があるかどうかを調べます。ユーザーのコ

ンピュータがキャッシュクリーナーの要件を満たしていない場合は、Secure Access はその

リソースへのアクセスを拒否します。Rules ウィンドウの Condition フィールド ボックス

からリソース ポリシ レベルでキャッシュクリーナーの制限を実施できます。Users > Resource

Policies > Resource > Policy > Detailed Rules を選択し、hostCheckeryPolicy = ‘Cache

Cleaner policy’ を設定します。

キャッシュクリーナー ポリシの適用対象である領域、ロール、またはリソースにユーザーが初

めてアクセスを試みる場合に限り、Secure Access がキャッシュクリーナー ポリシを評価する

ように指定できます。または、Authentication > Endpoint Security > Cache Cleaner タブの

設定を使用して、ユーザー セッションから Secure Access が定期的にポリシを再評価するよ

うに指定できます。定期的にキャッシュクリーナー ポリシを評価する場合は、Secure Access

は、最新の評価に基づいて、動的にユーザーをロールにマップし、新しいリソースへのユーザー

アクセスを許可します。

ユーザーが Secure Access にアクセスをしようとすると、ホストチェッカーは以下の順序でポ

リシ（キャッシュクリーナーはホストチェッカー ポリシの 1 つである）を評価します。

• 最初の評価

• 領域レベル ポリシ

• ロールレベル ポリシ

• リソースレベル ポリシ

関連項目 327ページのグローバル キャッシュクリーナー オプションを設定する•
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キャッシュクリーナーの制限の指定

キャッシュクリーナーの制限を指定するには、以下の操作を実行します。

1. Authentication > Endpoint Security > Cache Cleaner を選択して、認証ポリシー、ロー

ル マッピング規則、またはリソース ポリシーにキャッシュクリーナーを必要とするユー

ザーに対して、キャッシュクリーナーのグローバル オプションを指定します。

2. ホストチェッカーと同様に、領域レベルおよびロール レベルでキャッシュクリーナーを実

装するには、以下の操作を実行します。

3. ホストチェッカーと同様に、ユーザーのキャッシュクリーナーのステータスに基づいて、

ロール マッピング規則を作成します。

4. リソース ポリシー レベルでキャッシュクリーナーを実装するには、以下の操作を実行しま

す。

a. Users > Resource Policies > Select Resource > Select Policy > Detailed Rules を

選択します。

b. New Rule をクリックするか、Detailed Rules リストから既存の規則を選択します。

c. 詳細規則で、hostCheckeryPolicy = 'Cache Cleaner policy' を設定するカスタム式を

作成します。

関連項目 300ページのホストチェッカーの制限について•

• 961ページのカスタム式

キャッシュクリーナー ログについて

キャッシュクリーナーはホストチェッカー ポリシの 1 つであり、そのためホストチェッカー

ログに含まれます。System > Log/Monitoring > Client Logs > Settings タブを使用して、ホ

ストチェッカーに対するクライアントサイドのログ作成を有効にします。このオプションを有

効にすると、Secure Access はホストチェッカーを使用するすべてのクライアントに、クライ

アントサイド ログを作成します。Secure Access は、その後のユーザー セッションの最中に

その機能が呼び出されるたびに、ログ ファイルに追加記述します。この機能は、サポート チー

ムと協力して各機能の問題をデバッグするときに役立ちます。
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第4部

リモート アクセス

• ホスティッド Java Applets テンプレート 335ページ

• Citrix テンプレート 349ページ

• Lotus iNotes テンプレート 357ページ

• Microsoft OWA テンプレート 361ページ

• Microsoft Sharepoint テンプレート 365ページ

• Web 再書き込み 367ページ

• ファイル再書き込み 435ページ

• セキュア アプリケーション マネージャ 457ページ

• Telnet/SSH 513ページ

• ターミナルサービス 523ページ

• セキュアミーティング 573ページ

• E メール クライアント 595ページ

• ネットワークコネクト 603ページ

333Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.334

Secure Access 管理ガイド



第15章

ホスティッド Java Applets テンプレート

• ホステッド Java アプレット テンプレートについて 335ページ

• タスク サマリー:Java アプレットをホストする 336ページ

• Java アプレットを Secure Access にアップロードする 336ページ

• アップロードされた Java アプレットに署名する 337ページ

• アップロードされた Java アプレットを参照する HTML ページを作成する 338ページ

• Java アプレットのブックマークへアクセスする 338ページ

• ホステッド Java アプレット リソース プロファイルの作成 339ページ

• ホステッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークを作成する 341ページ

• ユーザー ロール ページでホステッド Java アプレットのブックマークを作成する 343ページ

• アップロードされた Java アプレットに必要な属性 343ページ

• アップロードされた Java アプレットに必要なパラメータ 345ページ

• 使用例:Citrix JICA 9.5 Java アプレットのブックマークを作成する 346ページ

ホステッド Java アプレット テンプレートについて

Secure Access Java アプレット アップロード機能を使用すると、格納用に別の Web サーバー

を使用することなく、希望する Java アプレットを直接 Secure Access に保存できます。この

機能を使用する場合、アプレットを参照ファイルとともに Secure Access にアップロードし、

そのファイルを参照する簡単な Web ページを Secure Access から作成します。これにより、

Secure Access は、コンテンツ仲介エンジンを使用して、Web ページと Java アプレット コン

テンツを仲介します。

たとえば、Secure Access を使用して、ネットワーク上の IBM AS/400 システムと、ユーザー

のコンピュータ上の個々の 5250 ターミナル エミュレータとの間でトラフィックを仲介できま

す。このトラフィックを仲介するよう Secure Access を設定するには、5250 ターミナル エ

ミュレータの Java アプレットを取得します。次に、このアプレットを Secure Access にアッ

プロードし、そのアプレットを参照する簡単な Web ページを作成できます。Secure Access で

Web ページを作成したら、Secure Access は、ユーザーが各自のホームページからアクセスで

きる対応ブックマークを作成します。

Secure Access では、ターミナルサービス リソース プロファイルと同様に、Web リソース プ

ロファイル テンプレート（本セクションで説明）で Java アプレットのホスティングができま

す。
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ホステッド Java アプレット機能は、SA 700 を除き、Secure Access アプライアンスの標準機

能です。SA 700 アプライアンスを使用している場合、ホステッド Java アプレット機能にア

クセスするには、Core Clientless Access のアップグレード ライセンスをインストールする

必要があります。

関連項目 336ページのタスク サマリー:Java アプレットのホスティング•

タスク サマリー:Java アプレットをホストする

IVE Java アプレット アップロード機能を使用すると、格納用に別の Web サーバーを使用する

ことなく、希望する Java アプレットを直接 IVE に保存できます。

IVE で Java アプレットをホストするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Web ページの設定を使用して、アップ

ロードするアプレットを指定し、アップロードするアプレットを参照する IVE ブックマー

クを作成して、そのブックマークにアクセスできるロールを指定します。

2. （オプション）Java アプレットに署名をするときは、管理者コンソールの System >

Configuration > Certificates > Code Signing Certificates を選択して、Java 証明書

を IVE にアップロードします。このステップを省略した場合、対応するブックマークにユー

ザーがアクセスするたびに、証明書に信頼性がないことを示す警告が表示されます。

3. （オプション）Java アプリケーションの性能を向上させるには、次の操作を行います。

a. 管理者コンソールの Maintenance > System > Options ページで、Enable Java

instrumentation caching を選択します。このオプションによって、Java アプリケー

ションのダウンロードの性能を向上させることができます。

b. IVE の設定が終わったら、Java アプレットをキャッシュしてエンドユーザーとしてアク

セスします。この操作によって、最初にエンドユーザーがアプレットにアクセスしたと

きの仲介エンジンによる、性能への大きな負担が解消されます。

関連項目 715ページのコード署名証明書の使用•

• 336ページのJava アプレットを Secure Access にアップロードする

• 337ページのアップロードした Java アプレットに署名する

• 338ページのアップロードした Java アプレットを参照する HTML ページを作成する

Java アプレットを Secure Access にアップロードする

Java アプレットを使用することにより、Secure Access から、さまざまな種類のアプリケー

ションにトラフィックを仲介することが可能です。たとえば、3270 アプレット、5250 アプレッ

ト、または Citrix Java アプレットを Secure Access にアップロードできます。これらのア

プレットにより、ユーザーはターミナル エミュレータから IBM メインフレーム、AS/400、

Citrix MetaFrame サーバーへのセッションを確立できます。（Secure Access セッションによ

り Citrix Java ICA クライアントを有効にするには、複数の Citrix .jar および .cab ファ

イルを Secure Access にアップロードする必要があります。
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Secure Access は、個々の .jar ファイルおよび .cab ファイルのアップロード、または

zip、.cab または .tar アーカイブ ファイルをアップロードすることを可能にします。アーカ

イブ ファイルには、Java アプレットやアプレットが参照するファイルを含めることができま

す。.zip、.cab、または .tar ファイルでは、Java アプレットはアーカイブの最上位に置かれ

ている必要があります。合計ファイル サイズが 100 MB を超えない限り、複数の Java アプ

レットを Secure Access にアップロードできます。

Sun と Microsoft の Java Virtual Machines（JVM）の互換性を確保するには、.jar および

.cab の両ファイルを Secure Access にアップロードする必要があります。（Sun JVM は .jar

ファイルを使用し、Microsoft JVM は .cab ファイルを使用します。）

注: Java アプレットを Secure Access にアップロードする場合、Secure Access

は、アプレットのインストールを完了する前に法的同意書を読むように要求します。

この同意書は、アップロードする Java アプレットについての適法性、運用、およ

びサポートについて全責任を負うことを義務付けているものです。注意してよくお

読みください。

Secure Access にアップロードできる Java アプレットは 100 MB までです。Secure

Access は、Java Applets ページで Secure Access にアップロードされる各アプ

レットのサイズを表示します。これにより、必要に応じてどのアプレットを削除す

るかを決めることができます。

Java アプレットをアップロードするには、クライアント アプリケーションをダウ

ンロード、インストール、起動するブラウザで、署名済み ActiveX あるいは署名済

み Java アプレットが有効に設定されている必要があります。

関連項目 336ページのタスク サマリ:Java アプレットをホストする•

アップロードされた Java アプレットに署名する

Secure Access からユーザーがアクセスできる他の Java アプレットとは異なり、Secure Access

にアップロードする Java アプレットには、別途コード署名ポリシを作成する必要はありませ

ん。Secure Access は、適切なコード署名証明書を使用して、自動的にこれらの Java アプレッ

トに署名（または再署名）を行います。コード署名証明書（「アプレット証明書」とも呼ばれ

ます）は、サーバーサイド証明書の 1 種で、Secure Access が仲介する Java アプレットの署

名を再署名します。

Secure Access は、管理者コンソールの System > Configuration > Certificates >

Code signing Certificates ページからインストールしたコード署名証明書で、ホスティッド

Java アプレットに自動的に署名（あるいは再署名）します。Secure Access にコード署名証明

書をインストールしない場合は、Secure Access は自己署名のアプレット証明書を使用して、

そのアプレットに署名または再署名します。この場合、ユーザーが Secure Access からその

Java アプレットにアクセスするたびに、「信頼されていない証明書発行者」の警告が表示され

ます。
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注: Secure Access は、Secure Access 上の該当するコード署名証明書が変更され

るたびに（つまりインポート、更新、あるいは削除）、アップロードされた Java

アプレットを再インストールして再署名します。

関連項目 336ページのタスク サマリ:Java アプレットをホストする•

アップロードされた Java アプレットを参照する HTML ページを作成する

Java アプレットを Secure Access にアップロードする際、そのアプレットを参照する簡単な

Web ページを作成する必要があります。ユーザーの Secure Access ホームページのブックマー

クから、または外部 Web サーバーから、この Web ページにアクセスできます。

この Web ページには、アップロードした Java アプレットを参照する簡単な HTML ページの定

義が含まれている必要があります。さらに Web ページには、追加で選択できる HTML や

JavaScript を含めることもできます。Secure Access は、HTML ページの定義や Java アプレッ

トへの参照など、Web ページの一部を生成することができます。（ただし、Secure Access は、

個々のアプレットで必要な特有のパラメータのすべては認識していないため、手動でこれらの

パラメータを見つけ、入力する必要があります。）Secure Access は、この HTML を生成する

際に未定義の値のプレース ホルダを作成し、必要な値を入力するように要求します。

これらの Web ページは、Java アプレット アップロード リソース プロファイルから作成でき

ます。

関連項目 336ページのタスク サマリ:Java アプレットをホストする•

• 338ページのJava アプレットのブックマークへアクセスする

Java アプレットのブックマークへアクセスする

ユーザーが Secure Access にアップロードされたアプレットにアクセスするには、次の 2 つ

の方法があります。

• Secure Access エンド ユーザー コンソール上のブックマーク － アップロードした Java

アプレットを参照する Web ページを作成すると、Secure Access は その Web ページに対応

するリンクを作成し、そのリンクを Secure Access エンドユーザー コンソールの Bookmarks

セクションに表示します。該当するロールに割り当てられたユーザーは、そのリンクをクリッ

クするだけで Java アプレットにアクセスできます。

• 外部 Web サーバー上のリンク － ユーザーは、正しい URL を入力するだけで、外部 Web

サーバーから Java アプレットのブックマークにリンクできます。ユーザーがブックマーク

の URL を入力（または URL を含む外部リンクをクリック）すると、Secure Access はユー

ザーに Secure Access ユーザー名とパスワードを入力するよう要求します。ユーザーが正常

に認証されると、Secure Access はそのブックマークへのアクセスを許可します。次の行で

説明する構文のいずれかを使用すると、URL を Java アプレットのブックマークに構成でき

ます。

https://IVE_hostname/dana/home/launchwebapplet.cgi?bmname=bookmark Name
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https://IVE_hostname/dana/home/launchwebapplet.cgi?id=<resourceID>&bmname=bookmarkName

（Secure Access ホームページからブックマークにアクセスし、Java アプレットのブック

マークの ID を調べ、Web ブラウザのアドレス バーから ID を抽出することができます。）

注: Secure Access では複数のブックマークを同じ名前で作成できますが、それぞ

れ別の名前を使用することを強く推奨します。複数のブックマークに同じ名前が使

用され、ユーザーが bmname パラメータを含む URL を使用してそれらのブックマー

クの 1 つにアクセスした場合、Secure Access は同じ名前を持つブックマークをラ

ンダムに選んでユーザーに表示します。また、bmname パラメータでは、大文字と小

文字は区別されます。

Secure Access 上の Java アプレット ブックマークへのリンクを外部サーバー上に

作成し、複数のサインイン URL を使用する場合には、いくつかの制限があります。

関連項目 341ページのホスティッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークを設定す

る

•

• 343ページのユーザー ロール ページでホスティッド Java アプレットのブックマークを作成

する

ホステッド Java アプレット リソース プロファイルの作成

ホステッド Java アプレットのリソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールから Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから Hosted Java Applet を選択します。

4. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。
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5. リソース プロファイルに関連付ける Java アプレットを、Applet to use リストから選択

します。使用するアプレットがリストにない場合、Edit Applet をクリックします。次に以

下の操作を行います。

a. New Applet をクリックして、アプレットをリストに追加します。あるいは、既存のアプ

レットを選択し、Replace をクリックするか（既存のアプレットを新しいアプレットに

差し換える場合）、Delete をクリックします（Secure Access からアプレットを削除す

る場合）。

注: 既存のアーカイブを差し替える場合は、アプレットを起動して実行する

ために必要なファイルが、新しいアプレット アーカイブにすべて含まれてい

ることを確認してください。アプレットの関連 HTML が新しいアーカイブに

ないファイルを参照しても、アプレットは正常に機能しません。

Secure Access で削除できるのは、現在 Web やターミナルサービス リソー

ス プロファイルで使用していないアプレットだけです。

b. アプレットを識別する名前を Name ボックスに入力します（新しい差し替え用のアプレッ

トのみ）。

c. Secure Access にアップロードするアプレットをブラウズします。アプレット（.jar ま

たは.cab ファイル）またはアプレットとそのアプレットが必要とするすべてのリソース

を格納したアーカイブ（.zip、.jar、および .tar ファイル）をアップロードできます。

（新しい差し替え用のアプレットのみ）

d. 選択したファイルがアプレットを含むアーカイブの場合、Uncompress jar/cab file

チェックボックスを選択します。（新しい差し替え用のアプレットのみ）

e. OK をクリックし、Close Window をクリックします。

注: Java Applets ダイアログ ボックスでアプレットを選択するのは、サー

ドパーティ ソフトウェアを Juniper 製品にロードするときです。OK をク

リックすると、お客様自身（装置の購入者として）または、Juniper 社製品

を購入した組織の代表として、規定通り、以下の条件に合意したことになり

ます。

Juniper 社の製品にサード パーティーのソフトウェアを読み込むことによっ

て、それらのソフトウェアを Juniper 社の製品で、またはそれと一緒に使

用、コピー、または配布するのに必要なすべての権利を取得する責任を負う

ものとします。Juniper 社は、そのようなサード パーティーのソフトウェア

の使用から発生する責任を一切負いません。また、またそのようなソフトウェ

アのサポートを提供いたしません。サード パーティーのソフトウェアの使用

によって、Juniper Networks 社の製品や Juniper Networks ソフトウェアの

正しい操作が妨げられる場合があり、Juniper Networks 社製品またはソフト

ウェアの保証が無効になる可能性があります。

6. Java アプレットでソケット接続が必要な場合、Autopolicy: Java Access Control セクショ

ンの設定を使ってアクセスを可能にします。
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7. Save and Continue をクリックします。

8. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、リソース プロファイルで作成された自動ポリシーとブックマークを

継承します。さらに、まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対し、Secure

Access が自動的に、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General

> Overview ページの Web オプションを有効化し、また管理者コンソールの Users > User

Roles > ロールを選択 > Web > Options ページの Allow Java Applets オプションを有効

化します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Bookmarks タブでブックマークを作成します。

関連項目 341ページのホステッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークを作成する•

ホステッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークを作成する

エンドユーザーがアプレットにアクセスできるようにするには、ホステッド Java アプレット

にブックマークを作成する必要があります。

ホステッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークを作成するには、次の操

作を行います。

1. 管理者コンソールから Users > Resource Profiles > Web >リソース プロファイルを選択

> Bookmarks を選択します。

2. 既存のブックマークを変更する場合は、Bookmark コラムで該当するリンクをクリックしま

す。ブックマークを追加で作成するには、New Bookmark をクリックします。

注: 通常、リソース プロファイル セッション ブックマークはリソース プロ

ファイル設定ページで作成するのが最も簡単ですが、リソース プロファイルを

作成済みの場合は、ユーザー ロール ページで作成することもできます。

3. ブックマークの名前と、オプションで説明を入力します。ここで入力した情報は、Secure

Access ホームページに表示されます。（デフォルトでは、ブックマークには、対応するリ

ソース プロファイルと同じ名前が付けられます。）

注: どのリンクにアクセスしているかがユーザーに明確にわかるよう、それぞれ

のブックマークに個別の名前を使用することを強く推奨します。

4. Java アプレットへの参照を含む HTML ページ定義を作成するには、Generate HTML をクリッ

クします。次に、必要な属性およびパラメータを入力します。

Secure Access で生成した HTML を使用する場合、HTML コードで「__PLEASE_SPECIFY__」

を検索し、必要に応じてコードを更新してください。

この Web ページ定義に、さらに HTML や JavaScript を追加することもできます。Secure

Access は、このフィールドに入力するコードをすべて再書き込みします。
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注: このフィールドには、一意な HTML を入力します。同じ HTML コードで 2

つのブックマークを作成すると、Secure Access は、いずれかのブックマークを

エンドユーザーの表示から削除します。ただし、管理者コンソールでは両方の

ブックマークを見ることができます。

5. 複数の値に展開できる属性（userAttr.hostname や userAttr.ports など）が HTML コード

にある場合、Multi Valued User Attributes ボックスにこれらの属性をリストしてくださ

い。ユーザーが Secure Access にサイン インすると、Secure Access は、以上の属性を評

価し、それぞれの値に基づき必要に応じて別々のブックマークを作成します。複数の値に展

開できる属性を使用しても、属性をこのボックスに入力しなければ、Secure Access は属性

の最初の値に従ってブックマークを 1 つだけ作成します。

6. Display options で Bookmark opens new window をクリックすると、Web リソースが自動

的に新しいブラウザ ウィンドウで開きます。この機能は、ユーザーが作成したブックマー

クでなく、ロールのブックマークにのみ適用されます。ユーザーに対して UI 要素を非表示

にする場合には、以下のオプションを選択します。

• Do not display the browser address bar － ブラウザ ウィンドウからアドレス バーを

削除したい場合に選択します。この機能により、指定したロールのユーザーは、アドレス

バーに新しい URL を入力できなくなるので、すべての Web アクセスが Secure Access

を通して行われるようになります。

• Do not display the browser toolbar － ブラウザからメニューとツールバーを削除した

い場合に選択します。この機能により、ブラウザ ウィンドウからメニュー、ブラウズ ボ

タン、ブックマークが削除されるので、ユーザーは Secure Access 経由でのみブラウズ

を行えます。

7. ブックマークをリソース プロファイル ページの Roles から設定する場合は、ブックマー

クを表示するロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているすべてのロールに

ブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。

• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールのサ

ブセットにブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。次に、ALL

Selected Roles リストでロールを選択し、Add をクリックして Subset of selected roles

リストにそれらを移動します。

8. Save Changes をクリックします。

関連項目 108ページのリソース プロファイル ブックマークの定義•

• 343ページのユーザー ロール ページでホステッド Java アプレットのブックマークを作成す

る

• 338ページのアップロードした Java アプレットを参照する HTML ページを作成する

• 343ページのアップロードされた Java アプレットに必要な属性

• 345ページのアップロードされた Java アプレットに必要なパラメータ
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ユーザー ロール ページでホステッド Java アプレットのブックマークを作成する

前のセクションで述べたように、通常、ホステッド Java アプレットのブックマークは、リソー

ス プロファイル設定ページで作成するのが最も簡単です。リソース プロファイル セッション

ブックマークは、以下の方法でユーザー ロール ページから作成することもできます。

1. 管理者コンソールで Users > Roles > Select_Role > Web > Bookmarks を選択します。

2. New Bookmark をクリックします。

3. Type リストで、Pick a Web Resource Profile を選択します。（ホステッド Java アプレッ

トのリソース プロファイルを既に作成した場合は、Secure Access はこのオプションを表

示しません。）

4. 既存のリソース プロファイルを選択します。

5. OK をクリックします。（選択したロールをリソース プロファイルに関連付けていない場

合、Secure Access が自動的に関連付けを行います。）Secure Access は、リソース プロ

ファイルが必要とするロールに対する任意のアクセス コントロール ポリシーも有効にしま

す。）

6. このロールが、選択されたリソース プロファイルに関連付けられていない場合、Secure

Access が通知メッセージを表示します。このメッセージが表示されたら Save Changes を

クリックします。このロールがリソース プロファイルのロール リストに追加され、必要に

応じてプロファイルの自動ポリシーが更新されます。前の手順を繰り返してブックマークを

作成します。

7. ブックマークを設定します。

注: リソース プロファイル ブックマークを、標準のリソース プロファイル

ページではなく、ユーザー ロール ページから作成した場合、Secure Access

は、生成されたブックマークを選択されたロールにのみ関連付けます。Secure

Access は、選択されたリソース プロファイルに関連付けられたすべてのロール

に、ブックマークを割り当てるわけではありません。

関連項目 338ページのJava アプレットのブックマークへアクセスする•

• 341ページのホステッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークを作成する

アップロードされた Java アプレットに必要な属性

Secure Access から Java アプレット ブックマークを作成する場合、次の属性および対応する

値を定義する必要があります。Generate HTML 機能を使用する場合、Secure Access はこの情

報の一部を読み込んで、指定する必要がある属性に PLEASE_SPECIF を追加します。属性および

対応する値を指定する際、attribute=”value” の形式を使用します。
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注: Secure Access は、必要と判断するパラメータを生成します。ただし、Secure

Access は、個々のアプレットで必要な特有のパラメータのすべては認識していない

ため、手動でこれらのパラメータを見つけ、入力する必要があります。

Secure Access が必要とする属性には、以下のようなものがあります。

• code － どのクラス ファイルを Java アプレットで呼び出すかを指示します。この値を使用

して、Java アプレットのメイン関数を指定します。例:

applet code="com.citrix.JICA"

• codebase — Web ブラウザがアプレットをフェッチできる場所を指示します。<<CODEBASE>>

変数を使用します。この変数は Java アプレットが保存される Secure Access 内の場所を指

定します。ファイルへのパスを入力する場合には、<<CODEBASE>> は、以下に示す例が動作す

るように末尾にスラッシュを含めます。

<img src="<<CODEBASE>>path/to/file">

この例の書式では動作しません。

<img src="<<CODEBASE>>/path/to/file">

• archive － Web ブラウザがどのアーカイブ ファイル（.jar、.cab、または .zip file ファ

イル）をフェッチするかを示します。例:

archive="JICAEngN.jar"

Java アプレット ブックマークの作成時には、以前にリストされた必須属性のほか、以下の任

意属性も使用できます。

• name － Java アプレットのラベルを指定します。例:

name="CitrixJICA"

• host － ターミナル セッションの場合、Secure Access が接続するサーバーを指定します。

• port － ターミナル セッションの場合、Secure Access が接続するポートを指定します。

• width and height － Java アプレット ウィンドウのサイズを指示します。例:

width="640" height="480"

• align － ブラウザ ウィンドウ内の Java アプレット ウィンドウの配置を指定します。例:

align="top"
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注: 属性および対応する値を定義する際、以下に留意してください。

• HTML に useslibrarycabbase パラメータを含めないことを強く推奨します。この

パラメータは、ユーザーのコンピュータに .cab ファイルを永久にインストール

します。後に Secure Access の .cab ファイルを変更した場合、すべてのユー

ザーはそれぞれのコンピュータ上にある .cab ファイルを手動で削除して、Secure

Access から新しいバージョンの .cab ファイルを取得する必要があります。

• 動的 HTML は Secure Access の構文に干渉するため、document.write 機能によっ

て構成されたアプレット タグはサポートしていません。

• HTML では、URL 、ドキュメント、またはイメージへの相対リンクはサポートして

いません。追加すると、ユーザーが Secure Access エンドユーザー コンソール

から URL やドキュメントにアクセスしようとしたとき、リンクが切断されます。

代わりに、絶対リンクを含めます。zip ファイルに含まれるドキュメントや画像

にリンクする場合には、Secure Access が Secure Access にアップロードされた

zip アーカイブ内のファイルを見つけられるように、<<CODEBASE>> 変数を使用し

ます。例:

<img src="<<CODEBASE>>yourcompany_logo.gif" alt="YourCompany">

関連項目 345ページのアップロードされた Java アプレットに必要なパラメータ•

アップロードされた Java アプレットに必要なパラメータ

Secure Access から Java アプレット ブックマークを作成する際、Secure Access が Java ア

プレットに渡すパラメータおよび値を指定する必要があります。これらのパラメータはアプレッ

トにより全く異なります。パラメータおよび、対応する値を指定する際は、次の形式を使用し

ます。

<param name=”parameterName” value=”valueName”>

ここで、parameterName および valueName を除いたすべてのテキストがリテラルです。

Secure Access 変数を使用して、二重括弧で変数名を囲み、Java アプレットに変数を渡すこと

ができます。たとえば、<<username>> および <<password>> 値を Java アプレットに渡すこと

ができます。

注: Java アプレット アップロード機能を使用する際に、生成された HTML 内に

<password> トークンを含む場合は、アプレットを起動するブラウザ ウィンドウに

あるソースには、クリアテキストとして表示されます。Secure Access は Java ア

プレットがパスワードを作成する方法を管理しないため、この動作を変更すること

はできません。HTML コードで <password> トークンを使用しないことを強くお勧め

します。

使用したいアプレットが含まれている Web ページを見つけた場合、デモ用のサイトに移動し

て、Java アプレットを実行するページのソースを表示します。ソース内で、アプレット タグ

を見つけます。ソース内のコード属性を選択して、ブラウザに渡す必要がある特別なパラメー
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タが含まれているかどうかを調べます。ほとんどの場合、コード属性、およびその対応するパ

ラメータを Secure Access ブックマークの HTML フィールドに直接コピー/貼り付けができる

はずです。ただし、パラメータがローカル Web サーバーのリソースを参照する場合には、Secure

Access ブックマークに参照をコピー/貼り付けできません。これは、Secure Access が他の Web

サーバーのローカル リソースにアクセスできないためです。別のソースからパラメータをコ

ピー/貼り付けするときには、常にパラメータの値を確認します。

関連項目 343ページのアップロードされた Java アプレットに必要な属性•

使用例:Citrix JICA 9.5 Java アプレットのブックマークを作成する

このセクションでは、Citrix ICA クライアント（JICA）の 9.5 Java バージョンを使用して、

Secure Access から Citrix Metaframe サーバーへのアクセスを有効にする方法について説明

します。

注: ここで述べた方法以外にも、ターミナルサービス リソース プロファイルを使

用して、Secure Access 上で Citrix ICA クライアントの Java バージョンをホス

ティングする方法があります。

Secure Access は、ターミナルサービス、JSAM、WSAM、ネットワークコネクト、ホ

ステッド Java アプレット機能など、Citrix サーバーとクライアントとの間のトラ

フィックを仲介する、数種類のメカニズムをサポートします。

Java アプレット アップロード機能を使用して Citrix JICA 9.5 クライアントを有効にするに

は、次の操作を行います。

1. コード署名証明書をインポートします。

2. citrix.com ダウンロード ページから JICAcomponents.zip をダウンロードします。

3. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Web ページから、ホステッド Java ア

プレットのリソース プロファイルを作成します。リソース プロファイルを定義するには、

次の操作を行います。

a. アーカイブされた Citrix コンテナ ファイルを Secure Access にアップロードします。

b. コンテナ ファイルには複数の jar ファイルと cab ファイルが収容されているので、ア

プレットをアップロードするときは、Uncompress jar/cab file チェックボックスを選

択します。

c. これらのアプレットが接続する可能性がある Metaframe サーバーをすべて指定します。

d. リソース プロファイルを適切なロールに割り当てます。

4. リソース プロファイルの Bookmarks タブで、ブックマークの Web ページを生成します。

Secure Access は、すべての .jar ファイルを、該当する Web ページに自動的に挿入しま

す。（JICA 95 がサポートしているのは Sun JVM だけなので、cab ファイルはありませ

ん。）次に、次の例に従って、Citrix クライアントのパラメータを指定します。（次の例

のブックマークには、zip ファイルにある .jar と .cab ファイルへの参照を含めることが

できます。）
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JICA 9.5 アプレットの例

<html> <head> <title>jica95 Applet</title> <meta http equiv="Content Type"

content="text/html; charset=iso 8859 1"> </head> <! 注意: 1) << CODEBASE >> は、

アプレットの起動時に差し替えられるシステム値です。この値は変更しないでください。 2) ほ

かの値は必要に応じて変更してください。 3) 属性名/値は、すべて二重引用符で囲ってくださ

い。 > <body> <applet code="com.citrix.JICA" codebase="<< CODEBASE >>"

archive="JICA browseN.jar,JICA cdmN.jar,JICA clipboardN.jar,JICA configN.jar,JICA coreN.jar,JICA printerN.jar,JICA seamlessN.jar,JICA sicaN.jar,JICA zlcN.jar,JICAEngN.jar,cryptojN.jar,sslN.jar,JICA audioN.jar"

width="640" height="480" name="jica95" align="top"> <param name="code"

value="com.citrix.JICA"> <param name="codebase" value="<< CODEBASE >>"> <param

name="archive"

value="JICA browseN.jar,JICA cdmN.jar,JICA clipboardN.jar,JICA configN.jar,JICA coreN.jar,JICA printerN.jar,JICA seamlessN.jar,JICA sicaN.jar,JICA zlcN.jar,JICAEngN.jar,cryptojN.jar,sslN.jar,JICA audioN.jar">

<param name="cabbase" value=""> <param name="name" value="jica95"> <param name="width"

value="640"> <param name="height" value="480"> <param name="align" value="top"> <!

ここに、コメントに続いて、追加のパラメータを指定してください。<param name="paramname"

value="paramvalue"> > <param name="Address" value="__PLEASE_SPECIFY__"> <param

name="Username" value="<< user >>"> <param name="password" value="<< password >>"> <param

name="EncryptionLevel" value="1"> <param name="BrowserProtocol" value="HTTPonTCP">

</applet> </body> </html>

JICA 8.x アプレットの例

以下のサンプルには、8.x JICA クライアントに生成される HTML コードが含まれています。こ

れは、Sun JVM と MS JVM でサポートしています。

<html> <head> <title>CitrixJICA Applet.</title> <meta http equiv="Content Type"

content="text/html; charset=iso 8859 1"> </head> <! 注意:1) << CODEBASE >> は、ア

プレットの起動時に差し替えられるシステム値です。この値は変更しないでください。2) ほかの

値は必要に応じて変更してください。3) 属性名/値は、すべて二重引用符で囲ってください。

> <body> <applet code="com.citrix.JICA" codebase="<< CODEBASE >>"

archive="JICAEngN.jar,JICA sicaN.jar,cryptojN.jar,JICA configN.jar,JICA coreN.jar"

width="640" height="480" name="CitrixJICA" align="top"> <param name="code"

value="com.citrix.JICA"> <param name="codebase" value="<< CODEBASE >>"> <param

name="archive"

value="JICAEngN.jar,JICA sicaN.jar,cryptojN.jar,JICA configN.jar,JICA coreN.jar">

<param name="cabbase"

value="cryptojM.cab,JICA configM.cab,JICAEngM.cab,JICA sicaM.cab,JICA coreM.cab">

<param name="name" value="CitrixJICA"> <param name="width" value="640"> <param

name="height" value="480"> <param name="align" value="top"> <! ここに、コメントに続

いて、追加のパラメータを指定してください。<param name="paramname" value="paramvalue">

> <param name="Address" value="__PLEASE_SPECIFY__"> <param name="Username" value="<<

user >>"> <param name="password" value="<< password >>"> <param name="EncryptionLevel"

value="1"> <param name="BrowserProtocol" value="HTTPonTCP"> </applet> </body> </html>

関連項目 • 338ページのJava アプレットのブックマークへアクセスする

• 341ページのホステッド Java アプレットのリソース プロファイル ブックマークの作成
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第16章

Citrix テンプレート

• Citrix テンプレートについて 349ページ

• Citrix 設定の Secure Access のアクセス メカニズムを比較する 350ページ

• Citrix Web アプリケーションでリソース プロファイルを作成する 352ページ

Citrix テンプレートについて

Secure Access は、Citrix サーバーとクライアントとの間のトラフィックを仲介する、Juniper

Networks Citrix ターミナルサービス プロキシ、JSAM、WSAM、ネットワークコネクト、ホス

テッド Java アプレット機能など、数種類のメカニズムをサポートします。

Citrix Web テンプレートでは、Juniper Networks Citrix ターミナルサービス プロキシ、

JSAM、あるいは WSAM で Citrix サーバーのアクセスを簡単に設定できます。Citrix Web テン

プレートは、Citrix アプリケーションへのアクセスをコントロールし、必要に応じて Citrix

を設定するためのリソース プロファイルです。Citrix Web テンプレートは、設定が 1 か所に

まとめられており、選択された Citrix のセットアップのタイプに応じて、さまざまなリソー

ス ポリシー設定が事前入力されているので、ユーザーが設定のために要する時間を大幅に少な

くできます。環境に Citrix Web Interface をインストール済みの場合、あるいは ICA ファイ

ルのホストに Web サーバーを使用している場合、Citrix Web テンプレートを使用してくださ

い。

Citrix Web テンプレートは設定が非常にシンプルなので、サードパーティの Web サーバーか

ら Secure Access を通じて ActiveX や Java アプレットを配布する方法としては、理想的な

Citrix の設定方法です。

Citrix Web テンプレートは、Citrix Web クライアントや Citrix Java アプレットを使用して

いるかどうかを自動的に検出して、それに従って適切な Secure Access アクセス メカニズム

を使用することによって設定の簡素化を実現します。たとえば、Java クライアントを配布する

ように Citrix Web Interface を設定すると、Secure Access は Java 再書き込みエンジンを

自動的に使用してトラフィックをトンネルします。ActiveX クライアントを配布するよう Citrix

Web Interface を設定すると、（選択したオプションによって異なりますが） Secure Access

は Citrix ターミナルサービス機能、JSAM、あるいは WSAM でトラフィックをトンネルします。

Secure Access を通して利用できる従来のロール設定オプションやリソース ポリシー設定オプ

ションではなく、Citrix テンプレートを使用することを、強くお勧めします。
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注: ループバック IP アドレスがクライアントで実行中に、Secure Access で Citrix

アプリケーション ショートカットをデスクトップに保存することはできません。こ

のショートカットをダブルクリックしても、WSAM や JSAM は使用されないので、エ

ラーが発生します。

Citrix 設定の Secure Access のアクセス メカニズムを比較する

Secure Access は、Citrix ターミナルサービス プロキシ、JSAM、WSAM、ネットワークコネク

ト、ホスティッド Java アプレット機能などのクライアントと Citrix サーバー間のトラフィッ

クを仲介する数種類のメカニズムをサポートします。

次の表は、Citrix Web Interface サーバー経由で Citrix Metaframe サーバーにアクセスする

ときの主な違いを説明したものです。この表では、主に、Web リソース プロファイル テンプ

レートによる Citrix ターミナルサービス、JSAM、WSAM の設定を取り上げます（Users >

Resource Profiles > Web の順番に選択し、New Profile をクリック後に、Type リストより

Citrix Web interface/JICA を選択します）。

注: Citrix Web Interface サーバー経由で Citrix Metaframe サーバーへのアクセ

スを設定する場合、Web リソース プロファイル テンプレートを使用しなければな

りません。Citrix Web Interface サーバーを使用せずに Citrix Metaframe サー

バーへのアクセスを設定する場合、標準 Citrix ターミナルサービスもしくは WSAM

リソース プロファイル、あるいはロールを使用しなければなりません。

表20: Web リソース プロファイル テンプレートを使用して Citrix Web Interface サーバーにアクセス
する

WSAMJSAMターミナルサービス要件

1. WSAM を起動します。

2. Secure Access エンド ユーザー

コンソールの Web Bookmarks セ

クションで Citrix Web

Interface ブックマークをク

リックします。

3. Citrix Web Interface（WI）サ

インイン ページが表示されます

（ただし FORM POST SSO を設定

していないこと）。

4. （手動または SSO による自動を

問わず）WI ポータルにサイン

インすると、Citrix WI ポータ

ル ページが表示されます。公開

アプリケーションはアイコンで

ここに表示されます。

5. 公開アプリケーションをクリッ

クすると、WSAM によって ICA

トラフィックのトンネルができ

ます。

1. JSAM を起動します。

2. Secure Access エンド ユーザー

コンソールの Web Bookmarks セ

クションで Citrix Web

Interface ブックマークをクリッ

クします。

3. Citrix Web Interface（WI）サイ

ンイン ページが表示されます

（ただし FORM POST SSO を設定

していないこと）。

4. （手動または SSO による自動を

問わず）WI ポータルにサイン イ

ンすると、Citrix WI ポータル

ページが表示されます。公開アプ

リケーションはアイコンでここに

表示されます。

5. 公開アプリケーションをクリック

すると、JSAM で ICA トラフィッ

クのトンネルができます。

1. Secure Access エンド ユーザー コン

ソールの Web Bookmarks セクションで

Citrix Web Interface ブックマークを

クリックします。

2. Citrix Web Interface（WI）サインイン

ページが表示されます（ただし FORM

POST SSO を設定していないこと）。

3. （手動または SSO による自動を問わ

ず）WI ポータルにサイン インすると、

Citrix WI ポータル ページが表示され

ます。公開アプリケーションはアイコン

でここに表示されます。

4. 公開アプリケーションをクリックする

と、Juniper Networks Citrix ターミナ

ルサービス（CTS）プロキシが起動し、

Juniper Networks CTS プロキシが ICA

トラフィックのトンネルになります。

ユーザーの

操作体験
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表20: Web リソース プロファイル テンプレートを使用して Citrix Web Interface サーバーにアクセス
する （続き）

WSAMJSAMターミナルサービス要件

Mac および Linux のサポート対象

外

Mac および Linux でのサポートMac および Linux のサポート対象外Mac または

Linux から

公開アプリ

ケーション

にアクセス

する

どのポートを監視するか、あるいは

どのアプリケーションを仲介するか

を指定する必要はありません。WSAM

は、アプリケーション モードで機

能し、一定の Citrix 実行可能ファ

イルから発信されたすべてのトラ

フィックを監視します。

Secure Access が監視するポートは

指定してください。この指定により、

1494 以外のポートを使用する公開ア

プリケーションへアクセスできます。

セッションの信頼性がサーバーでオフにな

ると、Secure Access は、ポート 1494 の

すべてのトラフィックを自動的に監視しま

す。セッションの信頼性がオンになると、

Secure Access はポート 2598 を監視しま

す。どのポートを監視するか、あるいはど

のアプリケーションを仲介するかを指定す

る必要はありません。

ポートを設

定する

WSAM をインストールするには管理

者権限が必要です。

Citrix Web クライアントがユーザー

のデスクトップにインストールされ

ていない場合、管理者権限が必要で

す。

これは、Citrix クライアントのイン

ストールの制約です。JSAM は、管理

者権限がなくても実行できます。

Citrix Web クライアントがユーザーのデス

クトップにインストールされていない場合、

管理者権限が必要です。

これは、Citrix クライアントのインストー

ルの制約です。管理者権限がなくても、

Juniper Networks Citrix ターミナルサー

ビス プロキシ クライアントをインストー

ルして実行できます。

管理者権限

etc/ホスト ファイルの修正を必要

としません。

etc/ホスト ファイルの修正を必要と

しません。

etc/ホスト ファイルの修正を必要としませ

ん。

ホスト

ファイルを

修正する

次の表は、Citrix Web Interface サーバーを使用せずに Citrix Metaframe サーバーにアクセ

スするときの重要な相違点を説明したものです。この表では、主に、標準リソース プロファイ

ルによる Citrix ターミナルサービス、JSAM、WSAM の設定を取り上げます（Users > Resource

Profiles > SAM またはターミナルサービスを選択します）。

WSAMJSAMターミナルサービス要件

1. ユーザーが Secure Access に

サイン インする、または WSAM

を手動で起動すると、WSAM は

自動的に起動します。

2. Windows Start メニューやデス

クトップ アイコンなど、標準

的方法で公開アプリケーション

を起動します。

1. ユーザーが Secure Access にサイン

インする、または JSAM を手動で起

動すると、JSAM は自動的に起動しま

す。

2. Windows Start メニューやデスク

トップ アイコンなど、標準的方法で

公開アプリケーションを起動しま

す。

Secure Access エンド ユーザー コン

ソールの Terminal Services セクショ

ンのブックマークもしくはアイコンを

クリックして公開アプリケーションを

起動します。

ユーザーの操

作体験

Macintosh ユーザーおよび Linux

ユーザーは、Citrix Metaframe

サーバーから公開アプリケーション

へアクセスできません。

Macintosh ユーザーおよび Linux ユー

ザーは、Citrix Metaframe サーバーか

ら公開アプリケーションへアクセスでき

ます。

Macintosh ユーザーおよび Linux ユー

ザーは、Citrix Metaframe サーバーか

ら公開アプリケーションへアクセスで

きません。

Mac または

Linux から公

開アプリケー

ションにアク

セスする
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WSAMJSAMターミナルサービス要件

Secure Access が監視するポートと

アプリケーションを指定する必要が

あります。これによって Citrix

Secure Gateways（CSG）や 1494 以

外のポートを使用する公開アプリ

ケーションなどといったアプリケー

ションが有効になります。

Citrix を標準アプリケーションとして

設定することはできません。カスタム

JSAM アプリケーションを作成して、す

べての Metaframe サーバーのサーバー

名を提供し、Secure Access が監視する

ポートを指定する必要があります。これ

によって Citrix Secure Gateways

（CSG）や 1494 以外のポートを使用す

る公開アプリケーションなどといったア

プリケーションが有効になります。

Secure Access が仲介するポートを指

定してください。この情報を設定しな

い場合は、Secure Access は、ポート

1494 と 2598 を自動的に監視します。

管理設定

WSAM をインストールするには管理

者権限が必要です。

JSAM を実行するには、etc/ホスト ファ

イルの修正が必要になるため、管理者権

限が必要です。

Citrix Web クライアントがユーザーの

デスクトップにインストールされてい

ない場合、管理者権限が必要です。

これは、Citrix クライアントのインス

トールの制約です。管理者権限がなく

ても、Juniper Networks Citrix ター

ミナルサービス プロキシ クライアン

トをインストールして実行できます。

管理者権限

etc/ホスト ファイルの修正を必要

としません。

etc/ホスト ファイルの修正が必要です。etc/ホスト ファイルの修正を必要とし

ません。

ホスト ファ

イルを修正す

る

Citrix Web アプリケーションでリソース プロファイルを作成する

Citrix Web テンプレートでは、Juniper Networks Citrix ターミナルサービス プロキシ、

JSAM、あるいは WSAM を使用して、Citrix のアクセスを簡単に設定できます。

Citrix テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成するには、以下の操作を行い

ます。

1. 管理者コンソールから Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから Citrix Web Interface/JICA を選択します。

4. Citrix リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。

5. Web Interface (NFuse) URL フィールドで、ICA ファイルをホストしている Web サーバー

の URL を入力します。[protocol://]host[:port][/path] という形式を使用してください。

たとえば、NFuse サーバーの URL、Citrix Metaframe Presentation Server の Web イン

ターフェースの URL、または Secure Access が Citrix Java アプレットや Citrix cab

ファイルをダウンロードできる Web サーバーの URL を入力します。（Secure Access は、

指定された URL を使用して、Citrix リソース プロファイルのデフォルト ブックマークを

定義します。）ディレクトリの URL やファイルの URL を入力することが可能です。

6. ご利用の環境下で、どのタイプの Citrix インプリメンテーションを使用しているかを、以

下のオプションの中から選んで指定します。
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• Java ICA Client with Web Interface (NFuse) － Java ICA クライアントを配信するた

めに Citrix Web Interface for MPS（NFuse）を配備している場合は、このオプションを

選択します。

• Java ICA Client without Web Interface (NFuse) － Java ICA クライアントを配信する

ために汎用サーバーを配備している場合は、このオプションを選択します。

• Non Java ICA Client with Web Interface (NFuse) － 各種クライアント（Java、

ActiveX、ローカル）の任意のクライアントを使用するために Citrix Web Interface for

MPS（NFuse）を配備している場合は、このオプションを選択します。

• Non Java ICA Client without Web Interface (NFuse) －（読み取り専用）Citrix Web

Interface for MPS（つまり NFuse）未搭載の非 Java ICA クライアントを使用している

場合、このテンプレートから Citrix リソース プロファイルを作成することはできませ

ん。代わりに、このオプションの下にある client application profile リンクをクリッ

クしてください。このリンクをクリックすると、Client Application Profiles ページに

進み、このページで SAM リソース プロファイルを作成することができます。

7. Web Interface (NFuse) version リストから、どのバージョンの Citrix を使用しているか

を選択します。（Secure Access は、この値を、シングル サインオン自動ポリシーに自動

入力する Forms POST SSO 値として使用します。

8. MetaFrame servers エリアで、アクセスをコントロールしたい Metaframe サーバーを指定

します。次に Add をクリックします。サーバーを指定する際には、ワイルドカードや IP

の範囲を入力することができます。

Secure Access は、入力された値を使用して、必要なリソースへのアクセスを許可する、対

応するリソース ポリシーを自動的に作成します。

• Java ICA Client with または without Web Interface を選択すると、Secure Access

は、Java アプレットを指定 Metaframe サーバーに接続するための対応 Java ACL リソー

ス ポリシーを作成します。

• Non Java ICA Client with Web Interface を選択し、ICA client connects over WSAM

or JSAM を選択すると、Secure Access は、指定 Metaframe サーバーにアクセスするた

めの対応 SAM リソース ポリシーを作成します。

• Non Java ICA Client with Web Interface を選択し、ICA client connects over CTS

を選択すると、Secure Access は、指定 Metaframe サーバーにアクセスするための対応

ターミナルサービスと Java リソース ポリシーを作成します。

9. （Java ICA クライアントのみ）Java ICA クライアントを使用して Citrix を配備した場合

は、管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Code signing

Certificates ページからアップロードされた証明書を使用して、指定したリソースに再署

名できるように、Sign applets with uploaded code signing certificate(s) チェック

ボックスを選択します。

このオプションを選択すると、Secure Access は、上記でユーザーがリソース プロファイ

ルの Web アクセス コントロール自動ポリシーに入力したすべての「許可」値を使用して、

対応するコード署名リソース ポリシーを自動的に作成します。このポリシーでは、Secure

Access は、指定された Web リソースを使用して、トラステッド サーバーのリストを作成

します。
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10.（非 Java ICA クライアントのみ）Web インターフェース搭載の 非 Java ICA クライアン

トで Citrix を配備する場合は、Content Intermediation Engine ではなく、Juniper

Networks Citrix ターミナルサービス プロキシ、セキュア アプリケーション マネジャー、

あるいはネットワークコネクトを使用して、Metaframe サーバー宛のトラフィックのセキュ

リティを確保する必要があります。

Juniper Citrix ターミナルサービスまたはセキュア アプリケーション マネジャーでトラ

フィックのセキュリティを確保するには、ICA Client Access セクションで、以下のオプ

ションから 1 つを選びます。

• ICA client connects over CTS Client － Secure Access Citrix ターミナルサービス

クライアント（ユーザーが ActiveX クライアントを使用する場合）または Java 再書き

込みエンジン（ユーザーが Java クライアントを使用する場合）によって Citrix トラ

フィックのセキュリティを確保するには、このオプションを選択します。（このオプショ

ンを選択すると、Secure Access は、管理者コンソールの Users > User Roles > ロール

を選択 > General > Overview ページのターミナルサービス オプションを自動的に有効

にします。）

注: 社内イントラネット サーバーから ICA ファイルを配信するときなど、

サードパーティの Web サーバーを使用する場合、HTTP レスポンス ヘッダー

のコンテンツ形式は application/x ica にしてください。この形式でのみ、

Secure Access は、自動的に ICA ファイルを仲介して、Citrix ターミナル

サービス クライアントを起動し、トラフィックをトンネル処理することがで

きます。

注: このオプションを選択するときは、Citrix Web Interface による Citrix

クライアント ダウンロードは無効にしてください。無効にしないと、Citrix

クライアントの 2 つのバージョンが同時にダウンロードされて、ユーザーが

誤って 2 つの異なるウィンドウを開始するおそれがあるからです。ここでい

う 2 つのバージョンとは、1 つは Secure Access から(ユーザーのコンピュー

タになければ、Citrix クライアントを自動的にダウンロードします）、別の

1 つは Citrix Web Interface からダウンロードされるバージョンです。

• ICA client connects over WSAM － WSAM でトラフィックのセキュリティを確保するに

は、このオプションを選択します。（このオプションを選択すると、Secure Access は、

管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページ

のセキュア アプリケーション マネジャー オプションを自動的に有効にします。）

• ICA client connects over JSAM － JSAM でトラフィックのセキュリティを確保するに

は、このオプションを選択します。次に、以下のオプションを設定します。

• Number of Servers/Applications － 環境内の Citrix サーバーの最大値と、ユーザー

が同時に開くことのできる公開アプリケーション数の最大値のどちらか小さい方を入力

します。たとえば、環境内のサーバー数が 1 で、公開アプリケーション数が 5 つの場

合、このフィールドには 1 を入力します。また、環境内のサーバー数が 20 で、公開

アプリケーション数が 10 の場合、このフィールドには 10 を入力します。このフィー

ルドの許容最大値は 99 です。

• Citrix Ports － Metaframe サーバーがリッスンするポートを指定します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.354

Secure Access 管理ガイド



（ICA client connects over JSAM オプションを選択すると、Secure Access は、管理

者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページの

セキュア アプリケーション マネジャー オプションを自動的に有効にします。）

注: 同じロール用に WSAM と JSAM を有効にすることはできません。したがっ

て、これらのアクセス メカニズムのどちらか（たとえば、JSAM）を使用する

Citrix リソース プロファイルと、もう一方のアクセス メカニズム（たとえ

ば、WSAM）をすでに使用しているロールに関連付ける別のプロファイルを作成

しようとすると、Secure Access は、そのロール用の新しいアクセス メカニ

ズムを有効にできません。また、1 つのユーザー ロールに対して、1 つの

Citrix アプリケーションへのアクセスを設定するには、WSAM か JSAM のいず

れかしか使用できません。

11.（Web インターフェースの非 Java ICA クライアントのみ）ユーザーが Citrix Web Interface

セッションでプリンタやドライブなどのローカル リソースをアクセスするのを許可する場

合は、Configure access to local resources チェックボックスを選択します。次に、以下

のオプションを選択します。

• ユーザーがターミナル サーバーからローカル プリンタに情報を印刷するのを許可する場

合は、Connect printers を選択します。

• ユーザーがターミナル サーバーからローカル クライアント ディレクトリに情報をコピー

するのを許可する場合は、Connect drives を選択します。

• ターミナル サーバーとユーザーのシリアル ポート上のデバイス間の通信を許可する場合

は、Connect COM Ports を選択します。

注: Citrix Metaframe サーバーの設定でローカル リソースのアクセスを排他

的に制御する場合は、Configure access to local resources チェックボック

スの選択を解除します。このオプションの選択を解除すると、Metaframe サー

バーの設定が有効になります。ブックマークの Citrix Metaframe サーバー設

定を選択的に上書きする場合は、Configure access to local resources チェッ

クボックスを選択し、アクセスを有効または無効にするローカル リソースを

指定します。Secure Access によるローカル リソースのアクセスを有効にし

た場合でも、Metaframe サーバーによるアクセスは有効にしておく必要があり

ます。

ターミナル サーバーを通じてローカル リソースを有効にした場合、各ユー

ザーがアクセスできるのは自分のローカル リソースだけです。たとえば、ユー

ザー 1 はユーザー 2 のローカル ディレクトリを表示することはできません。

12. Autopolicy: Web Access Control チェックボックスを選択し、Web Interface (NFuse) URL

フィールドで指定したリソースへのユーザーからのアクセスを許可または拒絶するポリシー

を作成します。（デフォルトでは、Secure Access は、自動的にリソースおよびそのすべて

のサブディレクトリへのアクセスを可能にするポリシーを作成します。）

13.上記で Web インターフェース オプションを選択した場合には、Citrix テンプレートを使っ

て作成した SSO ポリシーを更新します。Autopolicy: Single Sign on チェックボックス
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を選択します。（シングル サインオン自動ポリシーは、Secure Access がユーザー名やパ

スワードなどのデータを Citrix アプリケーションに自動的に渡すように設定しています。）

Secure Access は、ユーザーが選択している Citrix インプリメンテーションに基づき、最

もよく使用される値を、シングル サインオン自動ポリシーに自動的に追加します。）

シングル サインオンを選択した場合は、POST Resource と URL の他に、WIClientInfo

Cookie と WINGSession Cookie も自動的に事前入力されます。

非 Web インターフェース オプションを選択した場合は、独自のシングル サインオン自動

ポリシーを作成することもできます。

14. Save and Continue をクリックします。

15. Roles タブで、Citrix リソース プロファイルが適用するロールを選択し、Add をクリック

します。

選択したロールは、Citrix リソース プロファイルが作成した自動ポリシーとブックマーク

を継承します。さらに、まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対し、

Secure Access が自動的に、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 >

General > Overview ページの Web オプションを有効化し、また管理者コンソールの Users

> User Roles > ロールを選択 > Web > Options ページの Allow Java Applets オプション

を有効化します。

16. Save Changes をクリックします。

17.（オプション）Bookmarks タブで、Secure Access が作成したデフォルトのブックマークを

修正するか、新しいブックマークを作成します。

デフォルトでは、Secure Access は、Web Interface (NFuse) URL フィールドで定義された

Web インターフェース（NFuse）URL へのブックマークを作成し、Roles タブで指定された

ロールに割り当てられているすべてのユーザーに対してこれを表示します。

関連項目 •
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第17章

Lotus iNotes テンプレート

• Lotus iNotes テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成する 357ページ

Lotus iNotes テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成する

Lotus iNotes テンプレートは、Web アプリケーションへのアクセスをコントロールし、必要に

応じて iNotes を設定するためのリソース プロファイルです。Lotus iNotes テンプレートは、

設定が一箇所にまとめられており、選択されたセットアップのタイプに応じて、さまざまなリ

ソース ポリシー設定が事前入力されているので、ユーザーが設定のために要する時間を大幅に

少なくできます。

Secure Access は、Web 再書き込みリソース プロファイル テンプレート、JSAM、WSAM、ネッ

トワークコネクトによる Lotus iNotes 宛てのトラフィックの仲介をサポートしています。こ

のセクションでは、Web 再書き込み機能でアクセスを設定する方法を説明します。予め入力さ

れる値は、選択した iNotes のバージョンによって異なり、サーバーの最も一般的な配置に基

づいています。

Lotus iNotes テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成するには、以下の操作

を行います。

1. 管理者コンソールから Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから Lotus Notes のバージョンを選択します。

4. Lotus Notes リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力しま

す。

5. Base URL ボックスで、アクセスをコントロールしたい Lotus iNotes リソースの URL を入

力します。[protocol://]host[:port][/path] という形式を使用します。Secure Access

は、指定された URL を使用して、Lotus iNotes リソース プロファイルのデフォルト ブッ

クマークを定義します。ディレクトリの URL やファイルの URL を入力することが可能で

す。

6. iNotes 設定で Allow caching on client を選択して、Web ブラウザが JavaScript ファイ

ルや CSS ファイルなどの非ユーザー データをユーザーのマシン上に保存できるようにしま

す。Minimize caching on client を選択して、Secure Access が、ユーザーの Web ブラウ

ザとコンテンツ タイプに応じて cache control:no store ヘッダーまたは

cache control:no cache ヘッダーを送信できるようにします。これはスマート キャッシ

ングと同じことです。
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Allow caching on client オプションを選択すると、バックエンド iNotes サーバーが通常

キャッシュするコンテンツをキャッシュします。このキャッシング オプションを選択する

と、次回そのページを表示するときに、サーバーからコンテンツを取得する代わりにキャッ

シュを使用することにより、性能が向上します。Minimize caching on client オプション

では、コンテンツを保存したり、要求されるたびにキャッシュされているコンテンツを再検

証せずに、cache control:no store ヘッダーまたは cache control:no cache ヘッダー

を送信することによって、セキュリティを確保します。どちらのキャッシング オプション

でも、添付ファイルのアップロードまたはダウンロードの許可もしくは禁止を選択すること

ができます。

7. システムへの添付ファイルのダウンロードを禁止するには、Prevent download of attachments

チェックボックスを選択します。ユーザーが Secure Access に添付ファイルを送信（アッ

プロード）できないようにするには、Prevent upload of attachments チェックボックスを

選択します（Lotus iNotes 6.5 と Lotus iNotes 7 でのみ使用可能）。

8. Autopolicy: Web Access Control チェックボックスで、Resource フィールドに記載されて

いる Web リソース（およびそのすべてのサブディレクトリ）に対するユーザーのアクセス

を許可または拒否するポリシーを作成します。

a. Resource ボックスで、[protocol://]host[:port][/path] というフォーマットを使用し

て、アクセスをコントロールしたい Web サーバーや HTML ページを指定します。

b. Action リストから、Allow を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスが許可され、

Deny を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスがブロックされます。

c. Add をクリックします。

9. Autopolicy: Caching チェックボックスを選択して、Resource ボックスでこのポリシーを

適用するリソースを指定します。

注: エンドユーザーが iNotes のさまざまな文書タイプの添付ファイルを開いた

り、保存することを許可するよう、適切なキャッシング リソース ポリシーを設

定しなければなりません。たとえば、キャッシング ポリシーが Smart に設定さ

れた場合、エンドユーザーは .htm および .html 形式の添付ファイルをディス

クに保存できません。

10. Autopolicy: Web Compression チェックボックスを選択して、Secure Access が圧縮する、

または圧縮しない Web データのタイプを指定するポリシーを作成します。

a. Resources フィールドで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

b. Action リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Compress － Secure Access は、指定されたリソースからの対応しているコンテンツ

タイプを圧縮します。

• Do not compress － Secure Access は、指定されたリソースからの対応しているコン

テンツ タイプを圧縮しません。
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c. Add をクリックします。

11. Autopolicy: Single Sign On チェックボックスを選択して、ユーザー名やパスワードなど

の Secure Access データを Lotus iNotes アプリケーションに送信します。

12. Save and Continue をクリックします。

13. Roles タブで、この Lotus iNotes リソース プロファイルが適用されるロールを選択し、

Add をクリックします。

選択されたロールは、Lotus iNotes リソース プロファイルで作成された自動ポリシーと

ブックマークを継承します。まだ有効化されていない場合は、Secure Access は、管理者コ

ンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページで、Web オ

プションを自動的に有効にします。

14. Save Changes をクリックします。

15.（オプション）Bookmarks タブで、Secure Access が作成したデフォルトのブックマークを

修正するか、新しいブックマークを作成します。
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第18章

Microsoft OWA テンプレート

• Microsoft OWA テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成する 361ページ

Microsoft OWA テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成する

Microsoft Outlook Web Access（OWA）テンプレートは、アプリケーションへのアクセスをコン

トロールし、必要に応じて OWA を設定するためのリソース プロファイルです。OWA テンプレー

トは、設定が一箇所にまとめられており、選択されたセットアップのタイプに応じて、さまざ

まなリソース ポリシー設定が事前入力されていますので、ユーザーが設定のために要する時間

を大幅に少なくできます。

Secure Access は、Web 再書き込みリソース プロファイル テンプレート、JSAM、WSAM、ネッ

トワークコネクトによる Microsoft OWA 宛のトラフィックの仲介をサポートしています。この

トピックでは、Web 再書き込み機能でアクセスを設定する方法を説明します。予め入力される

値は、選択した OWA のバージョンによって異なり、サーバーの最も一般的な配置に基づいてい

ます。

Microsoft OWA テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成するには、以下の操作

を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages を選択しま

す。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから Microsoft OWA 2000、Microsoft OWA 2003 または Microsoft OWA 2007

を選択します。

4. Citrix リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。

5. Base URL ボックスで、アクセスをコントロールしたい OWA リソースの URL を入力します。

[protocol://]host[:port][/path] という形式を使用します。Secure Access は、指定され

た URL を使用して、OWA リソース プロファイルのデフォルト ブックマークを定義します。

ディレクトリの URL やファイルの URL を入力することが可能です。

361Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



6. OWA 設定で次のいずれかのオプションを選択します。

a. （OWA 2000 および OWA 2003）Allow caching on client を選択して、Web ブラウザが

Javascript ファイルや CSS ファイルなどの非ユーザー データをユーザーのマシン上に

保存できるようにします。

Allow caching on client オプションを選択すると、通常はバックエンド OWA サーバー

がキャッシュするコンテンツをキャッシュします。このキャッシング オプションを選択

すると、次回そのページを表示するときに、サーバーからコンテンツを取得する代わり

にキャッシュを使用することにより、性能が向上します。

b. （OWA 2000 および OWA 2003）Minimize caching on client を選択して、Secure Access

が、ユーザーの Web ブラウザとコンテンツ タイプに応じて cache control:no store

ヘッダーまたは cache control:no cache ヘッダーを送信できるようにします（コン

テンツを保存したり、または要求されるたびにキャッシュされたコンテンツを再確認し

たりしません）。これはスマート キャッシングと同じことです。

c. （OWA 2007）Managed Device を選択して、ファイルをキャッシュします。Form post SSO

を設定すると、トラステッド パラメータは 4 に設定されます。これはエンドユーザー

のデバイスが秘密であることを示しています。

d. （OWA 2007）Unmanaged Device を選択して、ファイルをキャッシュします。Form post

SSO を設定すると、トラステッド パラメータは 0 に設定されます。これはエンドユー

ザーのデバイスが公開であることを示しています。

注: 添付ファイルをダウンロードする必要がある場合は、Unmanaged Device

を選択していてもファイルはキャッシュされます。

e. システムへの添付ファイルのダウンロードを禁止するには、Prevent download of

attachments を選択します。

f. Secure Access への添付ファイルの転送（アップロード）を禁止するには、Prevent

upload of attachments を選択します。

7. Autopolicy: Web Access Control で、Resource フィールドに記載されている Web リソー

ス（およびそのすべてのサブディレクトリ）に対して、ユーザーのアクセスを許可または拒

否するポリシーを作成します。

a. Resource フィールドで、アクセスをコントロールしたい Web サーバーや HTML ページ

を指定します。[protocol://]host[:port][/path] という形式を使用してください。

b. Action リストから、Allow を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスが許可され、

Deny を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスがブロックされます。

c. Add をクリックします。

8. Autopolicy: Caching で、このポリシーが適用されるリソースを Resource ボックスに指定

します。
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注: エンドユーザーが OWA のさまざまな文書タイプの添付ファイルを開いたり、

保存することを許可するよう、適切なキャッシング リソース ポリシーを設定し

なければなりません。たとえば、キャッシング ポリシーが Smart に設定された

場合、エンドユーザーは .htm および .html 形式の添付ファイルをディスクに

保存できません。

9. Autopolicy: Web Compression で、Secure Access が圧縮する、または圧縮しない Web デー

タのタイプを指定するポリシーを作成します。

a. Resources ボックスで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

b. Action リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Compress － Secure Access は、指定されたリソースからの対応しているコンテンツ

タイプを圧縮します。

• Do not compress － Secure Access は、指定されたリソースからの対応しているコン

テンツ タイプを圧縮しません。

c. Add をクリックします。

10. Autopolicy: Single Sign On チェックボックスを選択して、ユーザー名やパスワードなど

の Secure Access データを OWA アプリケーションに送信します。

11. Save and Continue をクリックします。

12. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、Microsoft OWA リソース プロファイルで作成された自動ポリシーと

ブックマークを継承します。まだ有効化されていない場合は、Secure Access は、管理者コ

ンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページで、Web オ

プションを自動的に有効にします。

13. Save Changes をクリックします。

14.（オプション）Bookmarks タブで、Secure Access が作成したデフォルトのブックマークを

修正するか、新しいブックマークを作成します。
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第19章

Microsoft Sharepoint テンプレート

• Microsoft Sharepoint テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成する 365ページ

Microsoft Sharepoint テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成する

Microsoft Sharepoint テンプレートは、Web アプリケーションへのアクセスをコントロール

し、必要に応じて Sharepoint を設定するためのリソース プロファイルです。Microsoft

Sharepoint テンプレートは、設定が一箇所にまとめられており、選択されたセットアップのタ

イプに応じて、さまざまなリソース ポリシー設定が事前入力されていますので、ユーザーが設

定のために要する時間を大幅に少なくできます。

Secure Access は、Web 再書き込みリソース プロファイル テンプレート、JSAM、WSAM、ネッ

トワークコネクトによる Microsoft Sharepoint 宛のトラフィックの仲介をサポートしていま

す。このトピックでは、Web 再書き込み機能でアクセスを設定する方法を説明します。

注: 現行リリースでは、Content Intermediation Engine（Web 再書き込み機能）で

Sharepoint から Outlook クライアントにコンタクト情報を送信できます。バック

エンドの Exchange サーバーにコンタクト情報を転送するには、WSAM、JSAM、また

はネットワークコネクトが必要です。コンタクト情報を Outlook クライアントから

Sharepoint サーバーにインポートするには、まずコンタクト情報をエクスポートし

てから Sharepoint サーバーにアップロードします。

Microsoft Sharepoint テンプレートを使用して、リソース プロファイルを作成するには、以

下の操作を行います。

1. 管理者コンソールから Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから Microsoft Sharepoint を選択します。

4. Sharepoint リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力しま

す。

5. Base URL フィールドで、アクセスをコントロールしたい Sharepoint リソースの URL を入

力します。[protocol://]host[:port][/path] という形式を使用してください。Secure

Access は、指定された URL を使用して、Sharepoint リソース プロファイルのデフォルト

ブックマークを定義します。ディレクトリの URL やファイルの URL を入力することが可能

です。

365Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



6. Sharepoint Settings で Allow in line editing of documents within explorer view を

選択し、ユーザーがエクスプローラ表示で表示されたファイルを修正できるようにします。

a. Explorer View ページへの URL を入力し、Add をクリックします。解決すると非 Explorer

View URL になる値（http://∗:∗ など）は入力しないでください。Explorer View が起

動しなくなる可能性があります。

b. 必要に応じて、リスト内のマッピングを並び替えるには、項目の横のチェックボックス

を選択し、上下矢印を使用して、リスト内の適切な場所に移動させます。

c. Persistent cookie timeout ボックスに、ユーザーのコンピュータ上に Cookie が存続

し有効期限が切れるまでの時間を分単位で入力します。

注: このタイムアウト オプションは、アクティブな非管理者ユーザーのセッ

ションが終了するまで開かれたままになる時間を分単位で定める Max. Session

Length とは異なりますので、混同しないようにしてください。

7. Autopolicy: Web Access Control で、Resource ボックスに記載されている Web リソース

（およびそのすべてのサブディレクトリ）に対して、ユーザーのアクセスを許可または拒否

するポリシーを作成します。

a. Resource ボックスで、アクセスをコントロールしたい Web サーバーや HTML ページを

指定します。[protocol://]host[:port][/path] という形式を使用してください。

b. Action リストから、Allow を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスが許可され、

Deny を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスがブロックされます。

c. Add をクリックします。

8. （オプション）リソースへのアクセスを微調整する自動ポリシーを追加で作成する場合は、

Show ALL autopolicy types をクリックします。次に、自動ポリシーを作成します。

9. Save and Continue をクリックします。

10. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、Microsoft Sharepoint リソース プロファイルで作成された自動ポリ

シーとブックマークを継承します。まだ有効化されていない場合は、Secure Access は、管

理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページで、

Web オプションを自動的に有効にします。

11. Save Changes をクリックします。

12.（オプション）Bookmarks タブで、Secure Access が作成したデフォルトのブックマークを

修正するか、新しいブックマークを作成します。
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第20章

Web 再書き込み

• Web 再書き込み 368ページ

• タスク サマリー:Web 再書き込み機能の設定 369ページ

• Web 再書き込み 370ページ

• リモート SSO の概要 372ページ

• データ転送プロキシの概要 373ページ

• タスク サマリー:データ転送プロキシの設定 374ページ

• データ転送プロキシの使用例 375ページ

• カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルの作成 375ページ

• Web アクセス コントロール自動ポリシーを定義する 378ページ

• シングル サインオン自動ポリシーの定義 379ページ

• キャッシング ポリシーの定義 382ページ

• Java アクセス コントロール自動ポリシーの定義 384ページ

• 再書き込み自動ポリシーの定義 385ページ

• Web 圧縮自動ポリシーの定義 389ページ

• Web リソース プロファイル ブックマークの定義 390ページ

• Web ブラウジング オプションの指定 394ページ

• リソース ポリシーの概要 397ページ

• Web アクセス リソース ポリシーの作成 399ページ

• シングル サインオン ポリシーの定義 400ページ

• 基本、NTLM、Kerberos リソースについて 400ページ

• 基本、NTLM、Kerberos リソースの作成 401ページ

• 基本認証、NTLM、または Kerberos 仲介リソース ポリシーの作成 405ページ

• SSO Form POST リソース ポリシーの作成 407ページ

• SSO Headers/Cookies リソース ポリシーの作成 409ページ

• Web キャッシング リソース ポリシーの作成 411ページ

• OWA および Lotus Notes キャッシング リソース ポリシについて 413ページ

• 一般的なキャッシング オプションの指定 414ページ

• Java アクセス コントロール リソース ポリシーの作成 415ページ
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• Java コード署名リソース ポリシーの作成 416ページ

• 選択的再書き込みリソース ポリシーの作成 417ページ

• データ転送プロキシ リソース ポリシーの作成 419ページ

• カスタム ヘッダー リソース ポリシーの作成 422ページ

• ActiveX パラメータ リソース ポリシーの作成 423ページ

• デフォルトの SA シリーズ アプライアンス ActiveX リソース ポリシを復元する 425ページ

• Web 圧縮リソース ポリシーの作成 428ページ

• OWA 圧縮リソース ポリシを定義する 429ページ

• Web プロキシ リソース ポリシーの作成 429ページ

• Web プロキシ サーバーの指定 430ページ

• HTTP 1.1 プロトコル リソース ポリシーの作成 431ページ

• クロス ドメイン アクセス ポリシーの作成 432ページ

• リソース ポリシーの定義：一般的オプション 433ページ

• リソース ポリシーの管理：UI の表示のカスタマイズ 434ページ

Web 再書き込み

SA シリーズ アプライアンスの Web 再書き込み機能は、Content Intermediation Engine を介

しての Web URL の仲介を可能にします。World Wide Web 上または企業内イントラネット上の

URL を仲介できます。

SA シリーズ アプライアンスを通しての標準 Web コンテンツを仲介するときに、アクセス要件

や仲介されるコンテンツの処理指示に関して細かく指定する補足ポリシーを作成することがで

きます。補足ポリシーはリソース ファイル（推奨）かリソース ポリシーから作成することが

できます。

標準 Web 再書き込みポリシーには以下のタイプがあります。

• Web アクセス コントロール － Web アクセス ポリシーは、インターネット、イントラネッ

ト、またはエクストラネットに接続するために、ユーザーがどの Web リソースにアクセスで

きるかをコントロールします。

• シングル サインオン － シングル サインオン ポリシーは、ユーザー資格情報を Web アプ

リケーションに自動的に渡します。基本認証および NTLM チャレンジをインターセプトする

ため、または指定した資格情報およびヘッダーを Web アプリケーションに転送するため、シ

ングル サインオン ポリシーを設定することができます。

• キャッシング － キャッシング ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが、ユーザーのマ

シンにどの Web コンテンツをキャッシュするかをコントロールします。

• Java － Java ポリシーは、Java アプレットがどのサーバーおよびポートに接続できるかを

コントロールします。これらのポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがコンテンツに再

署名するトラステッド サーバーも指定します。

• 再書き込み － 再書き込みポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが仲介しないリソース、

最低限の仲介をするリソース、選択的にのみ仲介をするリソースを指定します。
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• Web 圧縮 － Web 圧縮ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが、どのタイプの Web デー

タを圧縮するかしないかを指定します。

• Web プロキシ －（リソース ポリシーのみ）Web プロキシ リソース ポリシーは、SA シリー

ズ アプライアンスがコンテンツを仲介する Web プロキシ サーバーを指定します。SA シリー

ズ アプライアンスは、フォワード プロキシとバックワード プロキシの両方を仲介します

が、トラステッド サーバーでのシングル サインオンのみを有効にします。

• JSAM 起動 －（リソース ポリシーのみ）JSAM 起動ポリシーは、SA シリーズ アプライアン

スが自動的にクライアント上の JSAM を起動する URL を指定します。この機能は、ユーザー

が JSAM を不必要に実行するのを回避しながら、JSAM を必要とするアプリケーションを有効

にする場合に便利です。

• プロトコル －（リソース ポリシーのみ）プロトコル リソース ポリシーは、SA シリーズ

アプライアンス上の HTTP1.1 プロトコル サポートの有効、無効を指定します。

• オプション －（リソース ポリシーのみ）リソース ポリシーのオプションにより、ホスト名

の IP ベースの照合、Web リソースのパスとクエリの文字列の大文字小文字を区別する照合

を有効にすることができます。

Web 再書き込みは、SA700 シリーズ アプライアンス以外のすべての Secure Access アプライ

アンスの標準搭載機能です。SA700 シリーズ アプライアンスを使用している場合、ベースライ

ンの Web 再書き込み機能にアクセスするためには、Core Clientless Access のアップグレー

ド ライセンスをインストールしなければなりません。ただし、以下の高度な Web 再書き込み

機能は、Core Clientless Access アップグレード ライセンスを持っていても、SA700 シリー

ズ アプライアンスでは使用できません。

• リモート SSO

• WSAM と JSAM の再書き込みポリシー（Web アプリケーション リソース プロファイルから利

用可能）

• 非 Java ICA 再書き込みオプション（Citrix テンプレートから利用可能）

タスク サマリー:Web 再書き込み機能の設定

注: コンテンツ仲介エンジンでコンテンツを仲介するとき、SA シリーズ アプライ

アンスとバックエンド Web アプリケーションで GMT 時間を合わせてください。こ

うしておけば、SA シリーズ アプライアンスの時間が Web アプリケーション サー

バー時間より遅くても Cookie の時間切れが早すぎることがなくなるからです。

Web 再書き込み機能を設定するには、以下の操作を行います。

1. Web サイトへのアクセスを可能にするリソース プロファイルの作成、必要に応じてサポー

トするための自動ポリシー（シングル サインオンや Java アクセス コントロール ポリ

シー）の作成、Web サイトにリンクするブックマークの包含、ユーザー ロールへのポリシー

とブックマークの割り当てを行うには、管理者コンソールの Web Applications Resource

Profiles ページ（Users > Resource Profiles > Web）の設定を使用します。

（上述の）Web 再書き込みの設定には、リソース プロファイルを使用することをお勧めし

ます。しかし、リソース プロファイルを使いたくない場合は、代わりに管理者コンソール
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の以下のページのロール ポリシーおよびリソース ポリシーの設定を使用して Web 再書き

込みを設定することもできます。

a. 管理者コンソールの Users > Resource Policies> Web > Web ACL の設定を使用して、

Web サイトへのアクセスを可能にするリソース ポリシーを作成します。

b. 必要に応じて、管理者コンソールの Users > Resource Policies> ポリシー タイプを選

択 ページの設定を使用して、サポートするためのリソース ポリシー（シングル サイン

オンや Java アクセス コントロール ポリシー）を作成します。

c. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ペー

ジから、仲介する Web サイトにアクセスするユーザー ロールを決定し、これらのロー

ルの Web アクセスを有効にします。

d. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Web > Bookmarks ページの

設定を使用して、Web サイトへのブックマークを作成します。

e. 必要に応じて、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Web > Options

ページの設定を使用して、仲介する Web コンテンツのタイプに対応する Web の一般設

定（Java など）を有効にします。

2. Web 再書き込みリソース プロファイルやロール、リソース ポリシーを使って、Web アプリ

ケーションやサイトへのアクセスを有効にしたら、管理者コンソールの以下のページで、一

般的なロールとリソース オプションを変更することができます。

a. （オプション）（ユーザーによる自身のブックマーク作成を許可する、またはホスト名

のマスクを有効にするなど）追加の Web ブラウジング オプションを管理者コンソール

の Users > User Roles > ロールを選択 > Web > Options ページで設定します。

注: ホスト名マスキングを有効にしても、SA シリーズ アプライアンスが書

き換えないプロトコルに対応するリンクは、非表示になりません。たとえば、

ftp://xyz.juniper.net および file://fileshare.juniper.net/filename

は、非表示になりません。ホスト名が非表示にならないので、ユーザーは引

き続きリソースにアクセスできます。

b. （オプション）管理者コンソールの Users > Resource Policies> Web > Options ペー

ジの設定を使用して、個々のリソースに対する追加の Web オプション（SA シリーズ ア

プライアンスによる IP アドレスとホスト名の照合を有効にするなど）を設定します。

注: いくつかの Web 再書き込み機能（データ転送プロキシや SSO to NTLM

リソースなど）については、追加の設定が必要です。詳細は、該当する設定

に関する説明を参照してください。

Web 再書き込み

SA シリーズ アプライアンスの Web 再書き込み機能は、Content Intermediation Engine を介

しての Web URL の仲介を可能にします。World Wide Web 上または企業内イントラネット上の

URL を仲介できます。
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SA シリーズ アプライアンスを通しての標準 Web コンテンツを仲介するときに、アクセス要件

や仲介されるコンテンツの処理指示に関して細かく指定する補足ポリシーを作成することがで

きます。補足ポリシーはリソース ファイル（推奨）かリソース ポリシーから作成することが

できます。

標準 Web 再書き込みポリシーには以下のタイプがあります。

• Web アクセス コントロール － Web アクセス ポリシーは、インターネット、イントラネッ

ト、またはエクストラネットに接続するために、ユーザーがどの Web リソースにアクセスで

きるかをコントロールします。

• シングル サインオン － シングル サインオン ポリシーは、ユーザー資格情報を Web アプ

リケーションに自動的に渡します。基本認証および NTLM チャレンジをインターセプトする

ため、または指定した資格情報およびヘッダーを Web アプリケーションに転送するため、シ

ングル サインオン ポリシーを設定することができます。

• キャッシング － キャッシング ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが、ユーザーのマ

シンにどの Web コンテンツをキャッシュするかをコントロールします。

• Java － Java ポリシーは、Java アプレットがどのサーバーおよびポートに接続できるかを

コントロールします。これらのポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがコンテンツに再

署名するトラステッド サーバーも指定します。

• 再書き込み － 再書き込みポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが仲介しないリソース、

最低限の仲介をするリソース、選択的にのみ仲介をするリソースを指定します。

• Web 圧縮 － Web 圧縮ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが、どのタイプの Web デー

タを圧縮するかしないかを指定します。

• Web プロキシ －（リソース ポリシーのみ）Web プロキシ リソース ポリシーは、SA シリー

ズ アプライアンスがコンテンツを仲介する Web プロキシ サーバーを指定します。SA シリー

ズ アプライアンスは、フォワード プロキシとバックワード プロキシの両方を仲介します

が、トラステッド サーバーでのシングル サインオンのみを有効にします。

• JSAM 起動 －（リソース ポリシーのみ）JSAM 起動ポリシーは、SA シリーズ アプライアン

スが自動的にクライアント上の JSAM を起動する URL を指定します。この機能は、ユーザー

が JSAM を不必要に実行するのを回避しながら、JSAM を必要とするアプリケーションを有効

にする場合に便利です。

• プロトコル －（リソース ポリシーのみ）プロトコル リソース ポリシーは、SA シリーズ

アプライアンス上の HTTP1.1 プロトコル サポートの有効、無効を指定します。

• オプション －（リソース ポリシーのみ）リソース ポリシーのオプションにより、ホスト名

の IP ベースの照合、Web リソースのパスとクエリの文字列の大文字小文字を区別する照合

を有効にすることができます。

Web 再書き込みは、SA700 シリーズ アプライアンス以外のすべての Secure Access アプライ

アンスの標準搭載機能です。SA700 シリーズ アプライアンスを使用している場合、ベースライ

ンの Web 再書き込み機能にアクセスするためには、Core Clientless Access のアップグレー

ド ライセンスをインストールしなければなりません。ただし、以下の高度な Web 再書き込み

機能は、Core Clientless Access アップグレード ライセンスを持っていても、SA700 シリー

ズ アプライアンスでは使用できません。

• リモート SSO
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• WSAM と JSAM の再書き込みポリシー（Web アプリケーション リソース プロファイルから利

用可能）

• 非 Java ICA 再書き込みオプション（Citrix テンプレートから利用可能）

リモート SSO の概要

リモート シングル サインオン（SSO）機能で、ユーザーが複数のバックエンド アプリケーショ

ンにアクセスする際に資格情報の入力回数が最低限で済むよう、SA シリーズ アプライアンス

がユーザー資格情報を転送するアプリケーションの URL サインイン ページを指定できます。

追加のフォーム値とカスタム ヘッダー（Cookie など）を指定して、アプリケーションのサイ

ンイン フォームに転送することもできます。

リモート SSO 設定は、以下の Web リソース ポリシーで構成されます。

• Form POST ポリシー － このリモート SSO ポリシーでは、SA シリーズ アプライアンス デー

タを転送したいアプリケーションのサインイン ページの URL と、転送するデータを指定し

ます。このデータには、ユーザーのプライマリまたはセカンダリ SA シリーズ アプライアン

ス ユーザー名とパスワードに加えて、システム変数によって格納されたシステム データを

含めることが可能です。また、ユーザーにこの情報の修正を許可するかどうかも指定できま

す。

• ヘッダー/Cookies ポリシー － このリモート SSO ポリシーでは、カスタム ヘッダー/Cookie

を送信できるカスタマイズされたアプリケーションなどのリソースを指定します。

ユーザーの SA シリーズ資格情報がバックエンド アプリケーションで要求されるものと異なる

場合、以下の方法でこのアプリケーションにアクセスすることができます。

• 手動でサインインする － 自分の資格情報を手動でアプリケーションのサインイン ページに

入力すると、ユーザーはバックエンド アプリケーションに即座にアクセスできます。また、

以下に説明する Preferences ページを使用して、資格情報やその他の必要な情報を SA シ

リーズ アプライアンスに永久保存することもできますが、必須ではありません。

• SA シリーズ アプライアンスで必要な資格情報を指定する － ユーザーは、Preferences ペー

ジの設定により、SA シリーズ アプライアンスに正しいアプリケーション資格情報を提供す

る必要があります。設定後、ユーザーはサインアウトしてから再びサインインし、自分の資

格情報を SA シリーズ アプライアンスに保存しなければなりません。次回、ユーザーがリ

モート SSO のブックマークをクリックしてアプリケーションにサインインすると、SA シリー

ズ アプライアンスによって更新された資格情報が送信されます。

注: リモート SSO 機能は、HTML フォーム内に静的 POST アクションを持つアプ

リケーションにデータを渡す際に使用します。URL POST アクションや、時間によ

る期限切れ設定、フォームの作成時に生成される POST アクションを頻繁に変更

するアプリケーションでは、リモート SSO の使用は実用的でありません。
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データ転送プロキシの概要

データ転送プロキシ機能を使用すると、SA シリーズ アプライアンスが最小限の仲介を実行す

る Web アプリケーションを指定できます。従来型のリバース プロキシ機能の場合、選択した

サーバー レスポンスの一部を再書き込みするだけで、ネットワークの変更や複雑な設定が必要

とされました。しかし、この機能では、アプリケーション サーバーと、アプリケーション サー

バーへのクライアント要求を SA シリーズ アプライアンスで受信する方法を指定するだけで済

みます。

• SA シリーズ アプライアンス ポートを介して －データ転送プロキシで仲介する場合、対象

のアプリケーションを指定するときに、SA シリーズ アプライアンスがアプリケーション

サーバーへのクライアント要求を待ち受けるポートを指定します。SA シリーズ アプライア

ンスは、アプリケーション サーバーへのクライアント要求を受信すると、指定されたアプリ

ケーション サーバー ポートにこの要求を転送します。このオプションを選択する場合、企

業ファイアウォール上にある指定の SA シリーズ アプライアンス ポートに対して、トラ

フィックを開く必要があります。

• 仮想ホスト名を介して －データ転送プロキシが仲介するアプリケーションを指定するとき

に、アプリケーション サーバーのホスト名のエイリアスを指定します。SA シリーズ アプラ

イアンスに解決されるこのエイリアスのエントリを外部 DNS サーバーに追加する必要があり

ます。SA シリーズ アプライアンスは、エイリアスに対するクライアント要求を受信すると、

アプリケーション サーバー用に指定したポートにこの要求を転送します。

このオプションが役立つのは、内部サーバーと DMZ にあるサーバーのどちらにファイアウォー

ル ポートを開くのか、制限的なポリシーがある場合です。このオプションを使用する場合、

各ホスト名のエイリアスに SA シリーズ アプライアンス ホスト名と同じドメインの部分文

字列を含め、SA シリーズ アプライアンスに ∗.domain.com という形式でワイルド カードの

サーバー証明書をアップロードすることをお勧めします。

たとえば、SA シリーズ アプライアンスが iveserver.yourcompany.com である場合、ホスト

名のエイリアスは appserver.yourcompany.com の形式にする必要があり、ワイルド カード

証明書の形式は ∗.yourcompany.com のようになります。ワイルド カード証明書を使用しな

いと、ユーザーがアプリケーション サーバーを参照するときに、証明書の名前をチェックす

るよう、クライアント ブラウザに警告が表示されます。これは、アプリケーション サーバー

のホスト名のエイリアスが、証明書のドメイン名に一致しないからです。ただし、このよう

な状況でも、アプリケーション サーバーに対するユーザーのアクセスは阻止されません。

注: 仮想ホスト名モードで動作するようにデータ転送プロキシを設定する場合は、

ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスにサインインするときに、管理者コン

ソールの System > Network > Overview ページから指定した SA シリーズ アプ

ライアンス ホスト名を使用する必要があります。ユーザーが IP アドレスを使用

して SA シリーズ アプライアンスにサインインすると、データ転送プロキシにア

クセスできません。

Content Intermediation Engine と同様に、データ転送プロキシ オプションは、セキュア ア

プリケーション マネジャーに対して、高いセキュリティを提供します。SA シリーズ アプライ

アンスは、アプリケーションに対してこの機能を有効にすると、クライアントが企業ネットワー

クの固定されたアプリケーション ポートにレイヤ 7 トラフィックだけを送信できるようにし
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ます。このオプションを使用すると、Oracle e business スイート アプリケーションにある

Java アプレットや、サポートされていない Java Virtual Machine で実行するアプレットな

ど、Content Intermediation Engine と互換性のないコンポーネントでもアプリケーションを

サポートできるようにします。

以下に注意してください。

• データ転送プロキシの URL はホスト名でなければなりません。ホスト名のパスはサポートさ

れていません。

• Juniper Networks では、データ転送プロキシ ポート モードとデータ転送プロキシ ホスト

モードを混合しないことを強くお勧めします。

• データ転送プロキシ オプションが機能するのは、固定ポートでリッスンしているアプリケー

ションに対してのみであり、またクライアントが、直接的なソケット接続を確立していない

場合です。

• データ転送プロキシを Oracle E Business アプリケーションと共に使用するには、実際の

証明書を SA シリーズ アプライアンスにインストールし、Oracle Forms が Forms Listener

Servlet モードを使用するように設定する必要があります。

• SA シリーズ アプライアンスのフレーム ツールバーの拡張機能（現在のページをブックマー

ク、元の URL を表示、お気に入りブックマークを表示）は、データ転送プロキシでは使用で

きません。

タスク サマリー:データ転送プロキシの設定

Web 再書き込み機能を設定するには、以下の操作を行います。

1. Web サイトへのアクセスを可能にするリソース プロファイルの作成、データ転送プロキシ

を有効にするサポート Web 再書き込みポリシーの作成、Web アプリケーションにリンクす

るブックマークの包含、ユーザー ロールへのポリシーとブックマークの割り当てを行うに

は、管理者コンソールの Users > Resource Profiles> Web page ページの設定を使用しま

す。

または、以下の操作を行うこともできます。

a. 管理者コンソールの Users > Resource Policies> Web > Web ACL の設定を使用して、

Web アプリケーションへのアクセスを可能にするリソース ポリシーを作成します。

b. 管理者コンソールの Users > Resource Policies> Web > Web ACL ページの設定を使用

して、データ転送プロキシを有効にするサポート Web 再書き込みポリシーを作成しま

す。

c. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ペー

ジから、データ転送プロキシで仲介する Web アプリケーションにアクセスするユーザー

ロールを決定し、これらのロールの Web アクセスを有効にします。

d. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Web > Bookmarks ページの

設定を使用して、Web サイトへのブックマークを作成します。

2. データ転送プロキシのリソース ポリシーで SA シリーズ アプライアンスがクライアントの

要求を SA シリーズ アプライアンス ポートから受信できるようにした場合は、企業ファイ
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アウォールの指定したポートへのトラフィックを開きます。ポリシーが仮想ホスト名からの

要求を有効にする場合は、次を行います。

a. SA シリーズ アプライアンスに解決される各アプリケーション サーバー ホスト名の別

名エントリを外部 DNS に追加します。

b. 管理者コンソールの System > Network > Internal Port ページで SA シリーズ アプラ

イアンス名とホスト名を定義します。

c. 管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Device Certificates

ページから SA シリーズ アプライアンスにワイルドカード証明書をアップロードしま

す。または、同じページの設定を使用して、複数の証明書をアップロードし、仮想ポー

トを各証明書に関連付けます。

データ転送プロキシの使用例

SA シリーズ アプライアンスが iveserver.yourcompany.com であり、

oracle.companynetwork.net:8000 で Oracle サーバーを使用している場合、SA シリーズ アプ

ライアンス ポートを指定するときに、次のようにアプリケーション パラメータを指定できま

す。

サーバー:oracle.companynetwork.net

ポート:8000

SA シリーズ アプライアンス ライセンス ポート： 11000

SA シリーズ アプライアンスは、iveserver.yourcompany.com:11000 に送信された Oracle ク

ライアント トラフィックを受信すると、このトラフィックを oracle.companynetwork.net:8000

に転送します。

また、ホスト名のエイリアスを指定したい場合は、次のパラメータでアプリケーションを設定

できます。

サーバー:oracle.companynetwork.net

ポート:8000

SA シリーズ アプライアンス：oracle.yourcompany.com

SA シリーズ アプライアンスは、oracle.yourcompany.com に送信された Oracle クライアント

トラフィックを受信すると、このトラフィックを oracle.companynetwork.net:8000 に転送し

ます。

カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルの作成

カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルは、Web アプリケーション、Web サー

バー、または HTML ページへのアクセスをコントロールするリソース プロファイルです。

カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルを作成するには、以下の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. New Profile をクリックします。
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3. Type リストで、Custom を選択します。

4. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。

5. Base URL フィールドで、アクセスをコントロールしたい Web アプリケーションやページの

URL を以下のフォーマットを使用して入力します。[protocol://]host[:port][/path]（SA

シリーズ アプライアンスは、リソース プロファイルのデフォルト ブックマークの定義に、

指定された URL を使用します。）

6. Autopolicy: Web Access Control セクションで、Base URL フィールドで指定したリソース

へのユーザーからのアクセスを許可または拒絶するポリシーを作成します。（デフォルトで

は、SA シリーズ アプライアンスは、自動的に Web リソースおよびそのすべてのサブディ

レクトリへのアクセスを可能にするポリシーを作成します。）

7. （オプション）Show ALL autopolicy types をクリックして、リソースへのアクセスを微調

整する自動ポリシーを追加で作成します。次に、以下のセクションの指示に従って自動ポリ

シーを作成します。

8. Save and Continue をクリックします。

9. Roles タブで、リソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、リソース プロファイルで作成された自動ポリシーとブックマークを

継承します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管理者コン

ソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにある、Web

オプションも自動的に有効化されます。

10. Save Changes をクリックします。

11.（オプション）Bookmarks タブで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルトの

ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。（デフォルトでは、SA シ

リーズ アプライアンスは、Base URL フィールドで定義したベース URL にブックマークを

作成し、Roles タブで指定したロールに割り当てられているすべてのユーザーに表示しま

す。）

ベース URL の定義

Web リソース プロファイルを作成するときには、ベース URL を定義するときに以下のフォー

マットに従う必要があります。

[protocol://]host[:port][/path]

このフォーマットは、以下のコンポーネントで構成されています。

• Protocol（必須) － 使用可能な値は http:// および https:// です。プロトコル内では特

殊文字は使用できません。

• Host（必須）－ 使用可能な値は以下のとおり。

• DNS Hostname － 例: www.juniper.com

• IP address － IP アドレスは、a.b.c.d のフォーマットで指定する必要があります（例:

10.11.149.2）。IP アドレスに特殊文字は使用できません。
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• Ports（オプション） － ポートを指定するときは、区切り文字 : を使用しなければなりま

せん。例: 10.11.149.2/255.255.255.0:∗

• Path（オプション） － SA シリーズ アプライアンスでは、ベース URL へのパスの指定に、

特殊文字は使用できません。パスを指定するときには区切り文字 / を使用しなければなりま

せん。例： http://www.juniper.net/sales

Web リソースの定義

Web リソース プロファイルを作成する場合、自動ポリシーのリソースを定義するときに、以下

のフォーマットを使用しなければなりません。

[protocol://]host[:ports][/path]

このフォーマットは、以下の 4 つのコンポーネントで構成されています。

• Protocol（必須) － 使用可能な値は http:// および https:// です。プロトコル内では特

殊文字は使用できません。

• Host（必須）－ 使用可能な値は以下のとおり。

• DNS Hostname － 例: www.juniper.com

ホスト名には、以下の特殊文字が使用できます。

表21: DNS ホスト名の特殊文字

すべての文字と一致∗

ドット（.）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

• IP address/Netmask － IP アドレスは、a.b.c.d のフォーマットで指定する必要がありま

す。

ネットマスクには、以下の 2 つのフォーマットのどちらかを使用することができます。

• プレフィックス: 先頭からのビット数

• IP: a.b.c.d

例: 10.11.149.2/24 または 10.11.149.2/255.255.255.0

IP アドレス、ネットマスクに特殊文字は使用できません。

• Ports（オプション） － ポートを指定するときは、区切り文字 : を使用しなければなりま

せん。例: 10.11.149.2/255.255.255.0:∗

表22: ポートで使用できる値

すべてのポートに一致。その他の特殊文字は使用不可∗

カンマで区切られた単一ポートのリスト。有効なポート番号は 1 ～ 65535 です。port[,port]∗

ポート 1 からポート 2 までのポートの範囲。[port1] [port2]
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注: 80,443,8080 8090 など、ポート リストとポート範囲を一緒に使用すること

が可能です。

ポートがない場合、デフォルト ポート 80 が http に、443 が https に割り当てられます。

• Path（オプション） － Web アクセス コントロール自動ポリシーのパスを指定する際には、

∗ を使用できます。これはすべてのパスを意味します。（SA シリーズ アプライアンスは、

他の特殊文字はサポートしていません。）パスを指定するときには、区切り文字 / を使用し

なければなりません。例：

• http://www.juniper.net/sales

• http://www.juniper.net:80/∗

• https://www.juniper.net:443/intranet/∗

Web アクセス コントロール自動ポリシーを定義する

Web アクセス ポリシーは、インターネット、イントラネット、またはエクストラネットに接続

するために、ユーザーがどの Web リソースにアクセスできるかをコントロールします。カスタ

ム Web リソース プロファイルを定義する場合、そのプロファイルの 1 次リソースへのアクセ

スを許可するため、対応する Web アクセス コントロール自動ポリシーを有効にしなければな

りません。SA シリーズ アプライアンスは、プロセスを簡略にするため、Web リソースとその

すべてのサブディレクトリへのアクセスを許可する自動ポリシーを自動的に作成します。

このデフォルトの自動ポリシーは、必要に応じて、変更することができます。または、追加の

リソースへのアクセスをコントロールする、補足的な Web アクセス コントロール自動ポリシー

を作成することもできます。たとえば、企業内の IT 部門で、あるサーバーを企業イントラネッ

ト用の Web ページの保存に使用し（http://intranetserver.com）、別のサーバーをそれらの

Web ページが参照するイメージの保存に使用したい（http://imagesserver.com）場合があると

します。この場合、両方のサーバーへのアクセスを許可する 2 つの Web アクセス コントロー

ル自動ポリシーを作成することによって、ユーザーが Web ページとそれに対応するイメージの

どちらにもアクセスできるようにできます。

新規 Web アクセス コントロール自動ポリシーを作成するには、以下の操作を行います。

1. カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルを作成します。

2. 使用できるときには、Show ALL autopolicy types ボタンをクリックして、自動ポリシーの

設定オプションを表示します。

3. まだ有効にされてない場合は、Autopolicy: Web Access Control チェックボックスを選択

します。

4. Resource フィールドで、以下のフォーマットを使用して、アクセスをコントロールしたい

Web サーバーや HTML ページを指定します。[protocol://]host[:ports][/path]

5. Action リストから、Allow を選択すると、指定されたリソースへのアクセスが許可され、

Deny を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスがブロックされます。
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6. Add をクリックします。

7. Save Changes をクリックします。

シングル サインオン自動ポリシーの定義

シングル サインオン ポリシーは、ポリシーで指定された Web アプリケーションに自動的に

ユーザー資格情報を渡します。シングル サインオン自動ポリシーはまた、ユーザーが渡した

データの仲介も行います。

シングル サインオン（SSO）自動ポリシーを作成するには、以下の操作を行います。

1. Web リソース プロファイルを作成します。

2. 使用できるときには、Show ALL autopolicy types ボタンをクリックして、自動ポリシーの

設定オプションを表示します。

3. Autopolicy: Single Sign On チェックボックスを選択します。

4. シングル サインオン方法を選択し、対応する SSO オプションを設定します。

注: SSO オプションでは、資格情報を選択する必要があります。まだ選択して

いない場合は、SSO 自動ポリシーを定義する前に、Resource Policies > Web >

General ページを使用して、資格情報を定義してください。

• Disable SSO － シングル サインオンを無効にします。

• Basic Auth － SA シリーズ アプライアンスは基本認証中にチャレンジ応答シーケンスを

仲介し、収集した資格情報を使用して、同一イントラネット ゾーン内の保護リソースに

サインインします。このオプションは、Citrix リソース プロファイルには適用されませ

ん。

• NTLM － SA シリーズ アプライアンスは NTLM 認証中にチャレンジ応答シーケンスを仲介

し、収集した資格情報を使用して、同一イントラネット ゾーン内の保護リソースにサイ

ンインします。このオプションは、Citrix リソース プロファイルには適用されません。

注: Web の再書き込みおよびファイル ブラウジングは、NTLM v1 と NTLM v2

の両方をサポートします。

• Kerberos － SA シリーズ アプライアンスは Kerberos 認証中にチャレンジ応答シーケン

スを仲介し、収集した資格情報を使用して、同一イントラネット ゾーン内の保護リソー

スにサインインします。

• Constrained Delegation － 非 Kerberos 認証方法を使用して、その身元が確認された

後、Kerberos によってユーザーの認証を有効にします。たとえば、ユーザーは RADIUS

で認証され、パスコード（通常は PIN とトークンコード）を入力するとします。サービ

スにアクセスするとき、PIN が認識されないので、ユーザーは再び認証を要求される可能

性があります。限定委任では、管理者は、限定委任ユーザー用のパスワードをセットアッ

プします。ユーザーは、このパスワードを知っている必要はありません。SA シリーズ ア
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プライアンスは、同じ HTTP サービスにアクセスするとき、ユーザーに認証要求せずに、

ユーザーに代わってチケットを取り込むようになりました。

• Remote SSO － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたデータ（SA シリーズ アプラ

イアンス ユーザー名、パスワード、変数で保管されているシステム データを含む）を

Web アプリケーションに転送します。このオプションを有効にすると、Web アプリケー

ションに転送するカスタム ヘッダーと Cookie も指定できます。

5. Save Changes をクリックします。

基本認証、NTLM、または Kerberos SSO 自動ポリシー オプションを指定する

基本認証、NTLM、または Kerberos SSO の自動ポリシー オプションを設定するには、次の操作

を行います。

1. SSO 自動ポリシーを作成して、Basic Auth、NTLM、または Kerberos を選択します。

2. Resource フィールドで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

このフィールドにリソースを入力する際には、以下の点に注意してください。

• エンドユーザーが SA シリーズ ブックマークをクリックしたときに、特定の URL に値を

自動的に転送するように SA シリーズ アプライアンスを設定したい場合、ここで入力し

たリソースは、リソース プロファイルの Base URL フィールドで指定する URL と正確に

一致する必要があります。

• SA シリーズ アプライアンスに自動的に、同一イントラネット ゾーン内の他の Web サイ

トに SA シリーズ ユーザー資格情報を送らせたい場合、ここで入力するホスト名は、管

理者コンソールの System > Network > Overview ページで設定した DNS サフィックスで

終わらなければなりません。

3. 使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、資格情報が SSO

General タブで定義されていません。

4. （NTLM のみ）NTLM V2 が失敗した場合に NTLM V1 を使用するには、Fallback to NTLM V1

オプションを選択します。このオプションを選択しないと、SA シリーズ アプライアンスは

NTLM V2 のみを使用します。SSO が失敗すると、仲介ページが表示されます。

5. （Kerberos のみ）Kerberos が失敗した場合に NTLM V2 のみを使用するには、Fallback to

NTLM V2 only オプションを選択します。このオプションを選択しないと、Kerberos SSO が

失敗した場合、Kerberos 仲介ページが表示されます。

6. （限定委任のみ）限定委任が失敗した場合に Kerberos を使用するには、Fallback to

Kerberos オプションを選択します。このオプションを選択しないと、SSO が失敗した場合、

エラー ページが表示されます。

リモート SSO 自動ポリシー オプションの指定
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リモート SSO 自動ポリシー オプションを指定するには、以下の操作を行います。

1. カスタム Web リソース プロファイルから SSO 自動ポリシーを作成し、Remote SSO を選択

します。

2. Resource フィールドで指定されたリソースに対する要求がユーザーから行われたときに、

フォーム POST を実行したい場合は、POST the following data チェックボックスを選択し

ます。次に以下の操作を行います。

a. Resource フィールドで、http://my.domain.com/public/login.cgi など、アプリケー

ションのサインイン ページを指定します。SA シリーズ アプライアンスでは、このフィー

ルドではワイルドカードは使用できません。

エンドユーザーが SA シリーズ ブックマークをクリックしたときに、特定の URL に値

を自動的に転送するように SA シリーズ アプライアンスを設定したい場合、ここで入力

したリソースは、リソース プロファイルの Base URL または Web Interface (NFuse)

URL フィールドで指定する URL と正確に一致する必要があります。

b. POST URL フィールドで、アプリケーションがユーザーの資格情報を転送する

http://yourcompany.com/login.cgi などの絶対 URL を指定します。TCP ダンプを使用

したり、アプリケーションのサインイン ページのソースを表示して、FORM タグの中の

POST パラメータを検索することによって、適切な URL を特定することができます。

c. オプションで、転送したいユーザー データとユーザー変更許可を指定します。

転送するユーザー データを指定するには、以下のフィールドにデータを入力し、Add を

クリックします。

• Name － Value フィールドのデータを識別する名前。（バックエンド アプリケーショ

ンではこの名前が必要です。）

• Value －指定した Name のフォームに転送する値。静的データ、システム変数、ユー

ザー名とパスワード値を格納している SA シリーズ アプライアンス セッション変数

を入力することができます。

• User modifiable? 設定 － Value フィールドの情報をユーザーが変更できないように

する場合は、Not modifiable に設定します。バックエンド アプリケーションのデー

タをユーザーが指定できるようにするには、User CAN change value に設定します。

ユーザーがバックエンド アプリケーションにアクセスするために追加情報を入力する

必要がある場合は、User MUST change value に設定します。後者の設定のいずれかを

選択した場合は、データ入力用のフィールドが、SA シリーズ アプライアンスのユー

ザーの Advanced Preferences ページに表示されます。このフィールドには、User

label フィールドに入力したデータをもとに名前が付けられます。Value フィールド

に値を入力した場合は、この値がフィールドに表示されますが編集可能です。

d. サインインページでユーザーに資格情報を手動で入力させたくない場合は、Deny direct

login for this resource チェックボックスを選択します。（フォーム転送が失敗する

とユーザーにはサインイン ページが表示されます。）

e. 必要に応じて SA シリーズ アプライアンスが POST と Cookie の値を複数回リソースに

送るようにするには、Allow multiple POSTs to this resource チェックボックスを選

択します。このオプションを選択しない場合、ユーザーが同一セッション内で 2 回以上
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同じリソースを要求したとき、SA シリーズ アプライアンスはシングル サインオンを試

行しません。

3. Resource フィールドで指定されたリソースに対する要求がユーザーから行われたときに、

指定された URL にヘッダー データを転送したい場合は、Send the following data as

request headers チェックボックスを選択します。次に以下の操作を行います。

a. Resource セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

b. オプションで、転送するヘッダー データを指定するには、以下のフィールドにデータを

入力し、Add をクリックします。

• Header name － ヘッダー データとして送信される SA シリーズ アプライアンス用の

テキスト。

• Value －指定したヘッダーの値。

4. Save Changes をクリックします。

キャッシング ポリシーの定義

キャッシング ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが、ユーザーのマシンにどの Web コ

ンテンツをキャッシュするかをコントロールします。

Web キャッシング自動ポリシーを作成するには、以下の操作を行います。

1. カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルを作成します。

2. 使用できるときには、Show ALL autopolicy types をクリックして、自動ポリシーの設定オ

プションを表示します。

3. Autopolicy: Caching チェックボックスを選択します。

4. Resource フィールドで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Action フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Smart － ユーザーの Web ブラウザとコンテンツのタイプに応じて、SA シリーズ アプラ

イアンスが cache control:no store ヘッダーまたは cache control:no cache ヘッ

ダーを送信できるようにするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択した場合、SA シリーズ アプライアンスが、メディア ファイルと

zip ファイルの発信元サーバーの cache control ヘッダーを削除して正しく機能させま

す。たとえば、次のロジックはユーザー エージェントのヘッダー内で msie または

windows media player を検索し、cache または cache control:no store 応答ヘッ

ダーを削除して、ファイルをキャッシュできるようにします。

(if content type has "audio/x-pn-realaudio" OR

if content type begins with "video/" OR

if content type begins with "audio/" OR

if content type is "application/octet-stream" and the file extension begins with "rm"

or "ram"

)

SA シリーズ アプライアンス は、msie または windows media player がユーザー エー

ジェント ヘッ ダーにあり、以下のいずれかに該当するか判断します。
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• Flash、.xls、.pps、.ppt ファイルが要求された場合

• 指定された content type が application/、text/rtf、text/xml、model/ である場

合

• 発信元サーバーから content disposition ヘッダーが送信された場合

この場合、SA シリーズ アプライアンスは、cache control:no store ヘッダーを送信

し、発信元サーバーの cache control ヘッダーを削除します。

その他の場合にはすべて、SA シリーズ アプライアンスは、pragma:no cache または

cache control:no store 応答ヘッダーを追加します。

注: Citrix .ica ファイルと QuickPlace ファイルには特殊な処理が適用され

ます。Citrix .ica ファイルには、スマート キャッシングが有効な場合にの

み、cache control:private が追加されます。QuickPlace ファイルについて

は指定の規則が優先されますが、規則に適合しない QuickPlace ファイルに

は、CCNS と cache control:private ヘッダーが追加されます。

このオプションを選択し、GZIP 圧縮を有効にして、Internet Explorer から

Domino Web Access 6.5 を使用してテキスト添付ファイルにアクセスしようと

しても、添付ファイルを開くことはできません。テキスト添付ファイルを有効

にするには、Internet Explorer 323308 パッチをインストールするか、No

Store オプションを有効にします。

• No Store － このオプションを選択すると、Internet Explorer への添付ファイルをディ

スクに保存することなく配信します。（ブラウザは一時的にファイルをディスクに書き込

みますが、ブラウザでファイルを開くとすぐに削除します。）このオプションを選択する

と、SA シリーズ アプライアンスは、ブラウザから送信された user agent 文字列に

"msie" または "windows media player" が含まれている場合には、発信元サーバーの

キャッシュ管理ヘッダーを削除し、cache control:no store 応答ヘッダーを追加しま

す。

このオプションを有効にすると、コンテンツを何度もフェッチする必要があるためブラウ

ジングが遅くなり、通信速度の低い接続回線を使用している場合には、パフォーマンスの

問題が生じる場合があります。

• No Cache －このオプションを選択すると、ユーザーのブラウザがファイルをディスクに

キャッシングするのを防ぎます。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライア

ンスによって標準 HTTP pragma:no cache ヘッダーと cache control:no cache（CCNC）

ヘッダー（HTTP 1.1）が応答ファイルに追加されます。また、age、date、etag、

last modified、expires など、発信元サーバーのキャッシング ヘッダーは、SA シリー

ズ アプライアンスによって転送されません。

no cache ヘッダーが、特定タイプの添付ファイル（PDF、PPT、ストリーミング ファイ

ル）に付けられていると、Internet Explorer は、正しくドキュメントをレンダリングで

きません。これは、レンダリングするためにブラウザがこれらのドキュメントをキャッ

シュに一時的に書き込む必要があるからです。

• Unchanged － SA シリーズ アプライアンスは、発信元サーバーのキャッシング ヘッダー

をそのまま転送します。
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Citrix 発行アプリケーションを Web インターフェース経由で使用する場合、Web イン

ターフェース サーバーは、.ica ファイルの応答ヘッダーで Cache Control:no cache

を送信することができます。Unchanged 設定を使用している場合、キャッシング ヘッダー

は削除されないので、.ica ファイルは、クライアント PC にダウンロードされません。

これを解決するには、Smart キャッシング オプションを使用してください。

6. Add をクリックします。

7. Save Changes をクリックします。

Java アクセス コントロール自動ポリシーの定義

Java アクセス コントロール自動ポリシーは、Java アプレットが接続できるサーバーとポート

のリストを定義します。また、この自動ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスにアップロー

ドされたコード署名証明書を使用して、どのリソースに署名するかを指定します。

この自動ポリシーを使用して Java アクセス コントロールを有効にしたとき、SA シリーズ ア

プライアンスは、管理者コンソールの Users > User Roles >ロールを選択> Web > Options

ページの Allow Java applets オプションを自動的に有効にします。

新規 Java アクセス コントロール自動ポリシーを作成するには、以下の操作を行います。

1. カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルを作成します。

2. Show ALL autopolicy types をクリックします。

3. Autopolicy: Java Access Control チェックボックスを選択します。

4. Resource フィールドで、host:[ports] のフォーマットを使用して、このポリシーを適用す

るサーバー リソースを指定します。（デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスは、

このフィールドに、ユーザーのリソース プロファイルのベース URL で指定されたサーバー

を入力しています。）

5. Action リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Allow socket access － Java アプレットが Resource リストのサーバー（およびオプ

ションのポート）に接続できるようにします。

• Deny socket access －Java アプレットが Resource リストのサーバー（およびオプショ

ンのポート）に接続できないようにします。

6. Add をクリックします。

7. 管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Code signing Certificates

ページからアップロードされた証明書を使用して、指定されたリソースに再署名するには、

Sign applets with code signing certificate チェックボックスを選択します。（SA シ

リーズ アプライアンスは、インポートされた証明書を使用して、Resources フィールドで

指定されたサーバー リソースに署名します。）

8. Save Changes をクリックします。

Java アプレットが接続できるサーバーの定義

Java アプレットが接続できるサーバーを定義する際には、以下のフォーマットを使用しなけれ

ばなりません。
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host[:ports]

このフォーマットは、以下の 2 つのコンポーネントで構成されています。

• Host（必須）－ 使用可能な値は以下のとおり。

• DNS Hostname － 例: www.juniper.com

ホスト名には、以下の特殊文字が使用できます。

すべての文字と一致∗

ドット（.）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

• IP address/Netmask － IP アドレスは、a.b.c.d のフォーマットで指定する必要がありま

す。

ネットマスクには、以下の 2 つのフォーマットのどちらかを使用することができます。

プレフィックス: 先頭からのビット数

IP: a.b.c.d

例: 10.11.149.2/24 または 10.11.149.2/255.255.255.0 IP アドレス、ネットマスクに特

殊文字は使用できません。

• Ports － ポートを指定するときは、区切り文字 : を使用しなければなりません。例:

10.11.149.2/255.255.255.0:∗

表23: ポートで使用できる値

すべてのポートに一致、その他の特殊文字は使用不可∗

カンマで区切られた単一ポートのリスト。有効なポート番号は 1 ～65535 です。port[,port]∗

ポート 1 からポート 2 までのポートの範囲。[port1] [port2]

注: 80,443,8080 8090 など、ポート リストとポート範囲を一緒に使用すること

が可能です。

再書き込み自動ポリシーの定義

デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスは、すべてのユーザー要求を Web ホストに仲介

します。これは、セキュア アプリケーション マネジャーなど、別のメカニズムを使って特定

のホストに要求を送るように SA シリーズ アプライアンスを設定していない場合です。再書き

込み自動ポリシーでは、デフォルト オプションを細かく設定することができます。SA シリー

ズ アプライアンスが Web データの再書き込みに使用するメカニズムを変更したり、最小限の

再書き込みをするリソースまたは全く再書き込みをしないリソースを定義することができます。
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再書き込み自動ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルを作成します。

2. Show ALL autopolicy types をクリックします。

3. Autopolicy: Rewriting Options チェックボックスを選択します。

4. 次のいずれかのオプションを選択します。

• Passthrough Proxy － Content Intermediation Engine が最小限の仲介を実行する Web

アプリケーションを指定するには、このオプションを選択します。

• No rewriting (use WSAM) － Content Intermediation Engine ではなく WSAM を使用し

てコンテンツを仲介するには、このオプションを使用します。次に、コンテンツを仲介さ

せたいアプリケーション サーバーを指定します。（SA シリーズ アプライアンスが Web

アクセス コントロール ポリシーから抽出するコンテンツをサーバーとの間で仲介するに

は、最低限 Add をクリックする必要があります。） .

• No rewriting (use JSAM) －Content Intermediation Engine ではなく JSAM を使用して

コンテンツを仲介するには、このオプションを使用します。次に、コンテンツを仲介させ

たいアプリケーション サーバーを指定します。（SA シリーズ アプライアンスが Web ア

クセス コントロール ポリシーから抽出するコンテンツをサーバーとの間で仲介するに

は、最低限 Add をクリックする必要があります。）

• No rewriting － 自動ポリシーの URL 用に選択的再書き込みポリシーを自動的に作成し、

SA シリーズ アプライアンスが、リソースとの間でコンテンツを仲介しないように設定す

るには、このオプションを選択します。たとえば、SA シリーズ アプライアンスに企業

ネットワーク外の Web サイト（yahoo など）からのトラフィックを仲介させたくない場

合には、このオプションを選択することができます。このオプションを選択した場合、追

加の再書き込み設定をする必要はありません。

データ転送プロキシ自動ポリシー オプションの指定

データ転送プロキシ自動ポリシー オプションを指定するには、以下の操作を行います。

1. 再書き込みポリシーを作成して、Passthrough Proxy を選択します。

2. データ転送プロキシ機能を有効にする方法を指定します。

• Use virtual hostname － このオプションを指定する場合、アプリケーション サーバー

ホスト名のエイリアスを指定します。SA シリーズ アプライアンスは、アプリケーション

サーバー ホスト名のエイリアスに対するクライアント要求を受信すると、Base URL フィー

ルドに指定されたアプリケーション サーバー ポートに要求を転送します。

• Use IVE port －このオプションを選択した場合、11,000 ～ 11,099 の範囲にある固有の

SA シリーズ アプライアンスのポートを指定します。SA シリーズ アプライアンスは、指

定した SA シリーズ アプライアンス ポートのアプリケーション サーバーへのクライア

ント要求をリッスンし、その要求を Base URL フィールドで指定されたアプリケーション

サーバー ポートに転送します。

リソース プロファイル用の対応する URL で、アプリケーションに内的にアクセスするた

めに使用するアプリケーション サーバー ホスト名とポートを指定しなければなりませ

ん。ベース URL にはパスを入力することはできません。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.386

Secure Access 管理ガイド



SA シリーズ アプライアンスで Sharepoint が正常に動作するには、以下の条件の場合に

Internet Explorer のツール インターネット オプション > プライバシー > 詳細設定で

「自動 Cookie 処理を上書きする」チェックボックスを選択する必要があります。

• データ転送プロキシの設定中に Use virtual hostname を選択した場合

• Sharepoint 設定で指定した仮想ホスト名が、SA シリーズ アプライアンスのセットアッ

プで指定したホスト名と異なる場合（すなわちドメインが異なる場合）

• 管理者コンソールの Users > User Roles > Select Role > General > Session Options

ページで、永続的 Cookie を有効にしている場合

3. SA シリーズ アプライアンスに XML コンテンツ内に含まれる URL を再書き込みさせたい場

合は、Rewrite XML チェックボックスを選択します。このオプションが無効な場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、XML コンテンツを「そのまま」サーバーに渡します。

4. SA シリーズ アプライアンスに、プロキシに提供するすべての URL を再書き込みさせたい

場合は、Rewrite external links チェックボックスを選択します。このオプションが無効

な場合、SA シリーズ アプライアンスは、転送プロキシの一部としてホスト名が指定された

URL だけを書き換えます。

5. SA シリーズ アプライアンスにクライアント ブラウザ宛の Cookie をブロックさせたい場

合は、Block cookies from being sent to the browser チェックボックスを選択します。

SA シリーズ アプライアンスは、Cookie をローカルに格納し、要求された場合は必ず、ア

プリケーションに Cookie を送信します。

6. SA シリーズ アプライアンスに、実際のホスト識別子の代わりに、ホスト ヘッダーの一部

としてのホスト名を渡させたい場合、Host Header forwarding チェックボックスを選択し

ます。

Host Header forwarding オプションは、転送プロキシ仮想ホスト名モードでだけ有効で

す。

7. Save Changes をクリックします。

8. 以下の選択肢があります。

• Use virtual hostname を選択した場合、次の操作を行います。

• SA シリーズ アプライアンスに解決される各アプリケーション サーバー ホスト名の別

名エントリを外部 DNS に追加する。

• ワイルドカードのサーバー証明書を SA シリーズ アプライアンスにアップロードする

（推奨）。

• System > Network > Internal Port タブの Network Identity セクションで、SA シ

リーズ アプライアンスの名前とホスト名を定義する。

• SA シリーズ アプライアンスのポートを使用するには、企業のファイアウォール内にある

アプリケーション サーバー用に指定した SA シリーズ アプライアンスのポートに対して

トラフィックを開かなければなりません。

アプリケーションが複数のポートでリッスンする場合、個別の SA シリーズ アプライア

ンスのポートで、別々のデータ転送プロキシ エントリとして各アプリケーション ポート

を設定します。異なるホスト名または IP アドレスを使用してサーバーにアクセスする場
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合、これらのオプションは個別に設定します。このような場合、同じポートを使用しても

かまいません。

WSAM 再書き込み自動ポリシー オプションの指定

WSAM 再書き込み自動ポリシー オプションを指定するには、以下の操作を行います。

1. 再書き込みポリシーを作成して、No rewriting (use WSAM) を選択します。

2. Destination フィールドで、クライアントと SA シリーズ アプライアンスとの間のクライ

アント/サーバー トラフィックに対して WSAM でセキュリティを確保するリソースを指定し

ます。デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスは、Web アクセス コントロール ポリ

シーから適切なサーバーを抽出します。このサーバーをそのまま使用することもできます

し、変更したり、新しいサーバーをリストに追加することもできます。

サーバーを指定する際には、ホスト名（ワイルド カードの ∗ または ? が利用可能）、あ

るいは IP とネットマスクのペアを指定します。ホストに対して、別々のエントリとして、

複数のポートを指定します。

3. Add をクリックします。

4. Save Changes をクリックします。

この自動ポリシーを使用して WSAM による仲介を行うときには、SA シリーズ アプライアンス

が、管理者コンソールの Users > User Roles > Select Role > General > Overview ページの

Secure Application Manager オプションを自動的に有効にします。

JSAM 再書き込み自動ポリシー オプションの指定

JSAM 再書き込み自動ポリシー オプションを指定するには、以下の操作を行います。

1. 再書き込み自動ポリシーを作成して、No rewriting (use JSAM) を選択します。

2. Server Name フィールドに、アプリケーション サーバーの DNS 名またはサーバー IP アド

レスを入力します。

3. Server Port フィールドに、リモート サーバーがクライアントの接続をリッスンするポー

トを入力します。

たとえば、リモート マシンから受信した Telnet トラフィックを転送するには、クライア

ント ポート（JSAM がリッスンするポート）とサーバー ポート（Telnet サーバーがリッス

ンするポート）の両方にポート 23 を指定します。

注: このリソースに対するドライブ割り当てを有効にするには、サーバー ポー

トとして 139 を入力します。

4. Client Loopback IP フィールドに静的ループバック アドレスを入力します。静的な IP

ループバック アドレスを割り当てないと、SA シリーズ アプライアンスは動的にアドレス

を割り当てます。

5. Client Port フィールドに、JSAM がクライアント アプリケーションの接続をリッスンする

ポートを入力します。
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通常、ローカル ポート値は、サーバー ポートと同じ値になります。普通、ローカル ポー

ト値が異なるのは、Linux または Macintosh ユーザーがポート転送のために 1024 よりも

下のポートを使用するアプリケーションを追加したい場合だけです。

注: このリソースに対するドライブ割り当てを有効にするには、サーバー ポー

トとして 139 を入力します。

app1.mycompany.com、app2.mycompany.com、app3.mycompany.com など、1 つのポートに複

数のアプリケーションを設定できます。各アプリケーションには、静的ループバック アド

レスを割り当てるか、SA シリーズ アプライアンスが各アプリケーションに動的ループバッ

ク アドレス（127.0.1.10、127.0.1.11、127.0.1.12）を割り当てます。JSAM は、これら複

数のループバック アドレスを指定されたポートでリッスンします。たとえば、指定された

ポートで 127.0.1.12 のトラフィックがあった場合、SA シリーズ アプライアンスは、送信

先ホストの app3.mycompany.com にこのトラフィックを転送します。

6. SA シリーズ アプライアンスがベース URL を検出したときに、JSAM を自動的に起動するに

は、Launch JSAM を選択します。

7. Add をクリックします。

8. Save Application または Save + New をクリックします。

Web 圧縮自動ポリシーの定義

Web 圧縮自動ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが、どのタイプの Web データを圧縮す

るかしないかを指定します。たとえば、JavaScript は圧縮すると動作しないので、この機能を

使って、E メール サーバーとの間でやりとりされる JavaScript データを SA シリーズ アプ

ライアンスに圧縮させないよう指定することができます。それには、リソース

http://owa.juniper.net/∗.js を入力します。

注: データを適切に圧縮するためには、システム レベルと圧縮自動ポリシーの作成

時の両方で、圧縮を有効にしなければなりません。圧縮を有効にするには、管理者

コンソールの Maintenance > System > Options ページの設定を使用します。

Web 圧縮自動ポリシーを作成するには、以下の操作を行います。

1. カスタム Web アプリケーション リソース プロファイルを作成します。

2. 使用できるときには、Show ALL autopolicy types ボタンをクリックして、自動ポリシーの

設定オプションを表示します。

3. Autopolicy: Web compression チェックボックスを選択します。

4. Resource フィールドで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Action リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応しているコ

ンテンツ タイプを圧縮します。
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• Do not compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応し

ているコンテンツ タイプを圧縮しません。

6. Add をクリックします。

7. Save Changes をクリックします。

Web リソース プロファイル ブックマークの定義

Web リソース プロファイルを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、リソース プロファ

イルで指定された 1 次 URL またはドメインへリンクするブックマークを自動的に作成します。

SA シリーズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ドメイン内に追加の

ブックマークを作成することが可能です。

たとえば、企業のイントラネットへのアクセスをコントロールするリソース プロファイルを作

成するとします。プロファイルで、以下を指定します。

• リソース プロファイル名:Your Intranet

• プライマリ リソース:http://intranet.com

• Web アクセス コントロール自動ポリシー:http://intranet.com:80/∗ へのアクセスを許可

• ロール:Sales、Engineering

このポリシーを作成した場合、SA シリーズ アプライアンスは、「Your Intranet」というブッ

クマークを自動的に作成して、http://intranet.com へのアクセスを許可し、Sales ロールと

Engineering ロールのメンバーにブックマークを表示します。

次に追加で以下のブックマークを作成し、リソース プロファイルに関連付けます。

• 「Sales Intranet」ブックマーク:http://intranet.com/sales ページへのリンクを作成し、

Sales ロールのメンバーにリンクを表示します。

• 「Engineering Intranet」ブックマーク:http://intranet.com/engineering ページへのリン

クを作成し、Engineering ロールのメンバーにリンクを表示します。

ブックマークを設定する際に、次の点に注意してください。

• SA シリーズ アプライアンスで定義したロールすべてではなく、すでにリソース プロファイ

ルに関連付けたロールのみ、ブックマークに割り当てることができます。リソース プロファ

イルに関連付けたロール リストを変更するには、その Roles タブの設定を使用します。

• ブックマークは、SA シリーズ アプライアンスが、どのリンクをユーザーに表示するかをコ

ントロールするだけです。ユーザーがどのリソースにアクセスできるかをコントロールする

のではありません。たとえば上記の例の場合、Sales ロールのメンバーには「Engineering

Intranet」ページへのリンクは表示されません。しかし、Web ブラウザのアドレス バーで

http://intranet.com/engineering を入力することによって、そのページにアクセスするこ

とは可能です。

• Web アクセス コントロール自動ポリシーを通じて定義された追加の URL やドメインにリン

クするブックマークを作成することはできません。

Web ブックマークの作成には次の 2 つの方法を使用できます。
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• 既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する（推奨） － この方法を選択する

と、SA シリーズ アプライアンスは、リソース プロファイルで指定されている設定を使用し

て、ブックマークの主なパラメータ（Web インターフェース（NFuse）URL など）を自動入力

します。さらに、関連するリソース プロファイルを作成する際に、SA シリーズ アプライア

ンスが、ブックマークへのアクセスが可能になるよう、必要なポリシーの作成プロセスの手

順をガイドします。

• 標準ブックマークを作成する － このオプションを選択した場合、設定ですべてのブックマー

ク パラメータを手動で入力する必要があります。また、Web 機能へのアクセスを有効にし、

ブックマークで定義された Web サイトへのアクセスを許可するリソース ポリシーを作成し

なければなりません。

既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する

Web リソース プロファイル ブックマークを設定するには、次の操作を行います。

1. リソース プロファイルのブックマークを標準のリソース プロファイル ページで作成する

場合、次の操作を行います。

a. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Web > リソース プロファイル名 >

Bookmarks を選択します。

b. 既存のブックマークを変更する場合は、Bookmark コラムで該当するリンクをクリックし

ます。ブックマークを追加で作成するには、New Bookmark をクリックします。

リソース プロファイルのブックマークをユーザー ロール ページで作成する場合は、次の

操作を行います。

a. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > Web > Bookmarks を選択しま

す。

b. New Bookmark をクリックします。

c. Type リストで、Pick a Web Resource Profile を選択します。（SA シリーズ アプライ

アンスは、Web リソース プロファイルがまだ作成されていない場合には、このオプショ

ンを表示しません。）

d. 既存のリソース プロファイルを選択します。

e. OK をクリックします。（選択したロールをリソース プロファイルに関連付けていない

場合、SA シリーズ アプライアンスが、自動的に関連付けを行います。SA シリーズ ア

プライアンスは、リソース プロファイルが必要とするロールに対する任意のアクセス

コントロール ポリシーも有効にします。）

f. ロールが、選択されたリソース プロファイルに関連付けられていない場合、SA シリー

ズ アプライアンスが、通知メッセージを表示します。このメッセージが表示されたら

Save Changes をクリックします。このロールがリソース プロファイルのロール リスト

に追加され、必要に応じてプロファイルの自動ポリシーが更新されます。前の手順を繰

り返してブックマークを作成します。

リソース プロファイル ブックマークを、標準のリソース プロファイル ページではな

く、ユーザー ロール ページから作成した場合、SA シリーズ アプライアンスは、生成

されたブックマークを選択されたロールにのみ関連付けます。SA シリーズ アプライア
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ンスは、選択されたリソース プロファイルに関連付けられたすべてのロールに、ブック

マークを割り当てるわけではありません。

2. オプションで、ブックマークの名前と説明を変更することができます。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、ブックマークの名前が付けられます。）

3. 1 次リソース プロファイルで定義されたドメインのサブセクションへのリンクを作成した

い場合は、URL フィールドで、URL にサフィックスを追加します。

このフィールドには、一意な URL を入力してください。同じ URL で 2 つのブックマーク

を作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、いずれかのブックマークをエンドユーザー

の表示から削除します。ただし、管理者コンソールでは両方のブックマークを見ることがで

きます。

4. Web リソースを新規ブラウザ ウィンドウで自動的に開くように SA シリーズ アプライアン

スを設定したい場合は、Options で、Bookmark opens in new window チェックボックスを

選択します。次に、以下の選択を行います。

• Do not display browser address bar －ブラウザ ウィンドウからアドレス バーを削除

したい場合には、このオプションを選択します。この機能により、特定のロールのユー

ザーは、アドレスバーに新しい URL を入力できなくなるため、すべての Web アクセスが

SA シリーズ アプライアンスを通して行われるようになります。

• Do not display browser toolbar －ブラウザ ウィンドウからメニューとツールバーを削

除したい場合には、このオプションを選択します。この機能により、ブラウザ ウィンド

ウからメニュー、ブラウズ ボタン、ブックマークが削除されるため、ユーザーは SA シ

リーズ アプライアンス経由でのみブラウズを行えます。

5. ブックマークをリソース プロファイル ページの Roles から設定する場合は、ブックマー

クを表示するロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているすべてのロールに

ブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。

• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールのサ

ブセットにブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。次に、ALL

Selected Roles リストでロールを選択し、Add をクリックして Subset of selected roles

リストに移動させます。

6. Save Changes をクリックします。

標準 Web ブックマークを作成する

このセクションの情報は、後方互換性のために提供しています。Web URL とサーバーへのアク

セスの設定には、この方法ではなく、リソース プロファイルを使用することをお勧めします。

リソース プロファイルのほうが簡単で、かつ統合された設定方法です。

このロールにマップされたユーザーの Welcome ページに表示されるブックマークを作成するに

は、Bookmarks タブを使用します。このページでは 2 種類のブックマークを作成できます。

• Web URL bookmarks － このブックマークはワールド ワイド ウェブ（World Wide Web）や企

業イントラネット上の Web URL に、ユーザーをリンクします。Web ブックマークの作成時

に、ユーザーの SA シリーズ アプライアンス ユーザー名を URL パスに挿入することで、
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バックエンドの Web アプリケーションにシングル サインオンでアクセスできます。Web ブッ

クマークの設定手順については、以下の手順を参照してください。

• Java applet bookmarks － このブックマークは、管理者コンソールの Users > Resource

Profiles > Web > Hosted Java Applets ページから、SA シリーズ アプライアンスにアップ

ロードされる Java アプレットへのリンクです。

これらのブックマーク タイプのいずれかを作成すると、このロールにマップされたユーザー

の Welcome ページに対応するリンクが表示されます。

Web リソースへのブックマークを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール > Web > Bookmarks を選択します。

2. New Bookmark をクリックします。

3. Standard を選択します。

4. ブックマークの名前とその説明（オプション）を入力します。ここで入力した情報は、URL

の代わりに SA シリーズ アプライアンスのホームページに表示されます。

5. ブックマークする URL を入力します。ユーザーのユーザー名を挿入したい場合は、URL

の適切な場所に <username> を入力します。

このフィールドには、一意な URL を入力してください。同じ URL で 2 つのブックマー

クを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、いずれかのブックマークをエンドユー

ザーの表示から削除します。ただし、管理者コンソールでは両方のブックマークを見るこ

とができます。

6. 対応する Web アクセス リソース ポリシーを SA シリーズ アプライアンスで自動作成す

るには、Auto allow の Auto allow Bookmark をクリックします。この機能は、ユー

ザーが作成したブックマークでなく、ロールのブックマークにのみ適用されます。次に、

以下の選択を行います。

• ユーザーのアクセスをこの URL だけにしか許可しない場合は、Only this URL を選択

します。

• この URL の下位のパスにもアクセスを許可するには、Everything under this URL を

選択します。

Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理者がオプショ

ンを非表示にしている場合は、表示されません。

7. SA シリーズ アプライアンスが、Web リソースを自動的に新しいブラウザ ウィンドウで

開くようにするには、Display options で Open bookmark in a new window チェックボッ

クスをクリックします。この機能は、ユーザーが作成したブックマークでなく、ロールの

ブックマークにのみ適用されます。次に、以下の選択を行います。

• ブラウザ ウィンドウからアドレス バーを削除したい場合には、Do not display the

URL address bar を選択します。この機能により、特定のロールのユーザーは、アドレ

ス バーに新しい URL を入力できなくなるため、すべての Web アクセスが SA シリー

ズ アプライアンスを通して行われるようになります。

• ブラウザからメニューとツールバーを削除する場合には、Do not display the menu and

the toolbar を選択します。この機能により、ブラウザ ウィンドウからメニュー、ブ
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ラウズ ボタン、ブックマークが削除されるため、ユーザーは SA シリーズ アプライア

ンス経由でのみブラウズを行えます。

8. Save Changes をクリックするか、追加する場合は Save + New をクリックします。

Web ブラウジング オプションの指定

SA シリーズ アプライアンスでは、ユーザー ロールに対して様々な Web ブラウジング オプ

ションを設定することができます。

基本的な Web ブラウジング オプションを設定する

ロールに対して基本的な Web ブラウジング オプションを設定するには、以下の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles > ロール名 > Web > Options を選択します。

2. ユーザーが Welcome ページに URL を入力してインターネット サイトをブラウズできるよ

うにするには、User can type URLs in IVE browse bar を選択します。

3. ユーザーが自分用の Web ブックマークを SA シリーズ アプライアンスの welcome ページ

に作成できるようにするには、User can add bookmarks を選択します。

4. ユーザーがブラウズする URL 内のターゲット リソースを隠すように SA シリーズ アプラ

イアンスを設定したい場合は、Mask hostnames while browsing を選択します。このオプ

ションを選択すると、ユーザーの以下の場所で、IP アドレスとホスト名が非表示にされま

す。

• Web ブラウザのアドレス バー（ユーザーがページに移動したとき）

• Web ブラウザのステータス バー（マウス ポインタがハイパーリンク上にあるとき）

• HTML ソース ファイル（ユーザーが View Source を選択したとき）

ホスト名のコード化機能（ホスト名難読化または URL 難読化とも呼びます）は、フル パス

名、ターゲット ファイル、ポート番号を非表示にせず、URL 内のターゲット サーバー名を

伏せることで、他のユーザーが内部リソースの URL を偶然発見するのを防ぎます。たとえ

ば、ユーザーが、選択的再書き込みやホスト名のコード化を有効にせずに www.msn.com に

移動した場合、SA シリーズ アプライアンスは、次の URL を Web ブラウザのアドレス バー

に表示します。

http://www.msn.com/

選択的再書き込みを有効にした場合、SA シリーズ アプライアンスは、次の URL を表示す

る場合があります。

https://mycompanyserver.com/,DanaInfo=www.msn.com,SSO=U+

次にホスト名のエンコードを有効にして、同じユーザーが同じサイトに移動すると、表示さ

れる URL ではホスト名（www.msn.com）が表示されません。

https://i5.asglab.juniper.net/,DanaInfo=.awxyCqxtGkxw,SSO=U+

ホスト名のコード化は、軽量の可逆的アルゴリズムを使用しているため、ユーザーはコード

化された URL をブックマークに加えることができます。（SA シリーズ アプライアンスは、
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コード化された URL を変換し、元の URL に戻すことができます。）互換性のために、非表

示になっていない URL に対してすでに作成されたブックマークは、ホスト名のコード化が

有効化された後も続けて使用できます。

以下に注意してください。

• 選択的再書き込みとホスト名コード化を有効にした場合、SA シリーズ アプライアンス

は、選択的再書き込み機能を使って書き直したサーバーのホスト名と IP アドレスのみを

難読化します。

• SA シリーズ アプライアンスが再書き込みしないリンクは、難読化されません。たとえ

ば、リライタは、ftp、rtsp、mms、mailto の各リンクを仲介しません。したがって、こ

れらのリンクのホスト名はマスキングされません。これは、セキュリティ監査に合格する

ために必要です。

• フレーム付きのツールバーとホスト名コード化を有効にした場合、SA シリーズ アプライ

アンスは、フレーム付きツールバーのブラウズ フィールドにユーザーが入力したホスト

名を難読化しません。

• SA シリーズ アプライアンスは、ホスト名コード化のログ エントリを含めて、ログ エン

トリのホスト名と IP アドレスを難読化しません。

5. Save Changes をクリックします。

高度な Web ブラウジング オプションを設定する

ロールに対して高度な Web ブラウジング オプションを設定するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles > ロール名 > Web > Options を選択します。

2. View advanced options チェックボックスを選択します。

3. クライアント サイド Java アプレットが組み込まれた Web ページにユーザーがブラウズで

きるようにするには、Allow Java applets を選択します。SA シリーズ アプライアンスの

サーバーが、アプリケーション サーバーには SSL 上のブラウザに見えます。SA シリーズ

アプライアンスは、Java アプレットによって開始されるすべての HTTP リクエストと TCP

接続を透過的に処理します。また、署名付き Java アプレットも処理します。

この機能を有効にすると、ユーザーは、Java アプレットを起動して、Virtual Computing

（VNC） Java クライアント、Citrix NFuse Java クライアント、WRQ Reflections Web ク

ライアント、Lotus WebMail など、クライアント サイドの Java アプレットとして実装し

たアプリケーションを実行できます。

4. SA シリーズ アプライアンスが、Content Intermediation Engine により Flash コンテン

ツを仲介できるように設定するには、Allow Flash content を選択します。ActionScript

2.0 および Flash Remoting に対する SA シリーズ アプライアンスのサポートは限定され

ており、XMLSocket 接続はサポートしていません。

5. Persistent cookies を有効にすると、永続 Cookie の保存が有効となり、ユーザーはブラ

ウジングをカスタマイズできます。デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスは、ユー

ザー セッションの間に保存された Web Cookie を消去します。このオプションを有効にす

ると、ユーザーは Advanced Preferences ページから Cookie を削除できます。

6. ユーザーが再書き込みされていない Web ページにアクセスしたときに、新規ブラウザ ウィ

ンドウでコンテンツを開くように SA シリーズ アプライアンスを設定したい場合、
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Unrewritten pages open in new window を選択します。新規ウィンドウでコンテンツを開

くことにより、セキュア セッションがまだ有効であることをユーザーに知らせることがで

きます。このオプションが適用されるリソースにユーザー要求が行われると、SA シリーズ

アプライアンスは、要求されたリソースへのリンクを組み込んだページを表示し、ユーザー

にはこのリンクをクリックするように指示します。このリンクをクリックすると、新しいブ

ラウザ ウィンドウでリソースが表示されます。要求を実行したページは、そのまま SA シ

リーズ アプライアンスに表示されます。

このボックスのチェックを外すと、ユーザーは、SA シリーズのセッションがまだ有効であ

り、SA シリーズ アプライアンスに戻るためにブラウザの Back ボタンを使用する必要があ

ることに気づかなくなる場合があります。ユーザーは、サインアウトするには SA シリーズ

アプライアンスに戻る必要があります。ブラウザ ウィンドウを閉じただけでは、制限時間

になるまでセッションはアクティブなままになっています。

7. SA シリーズ アプライアンスを介したアントラステッド Web サイトへのアクセスを許可す

る場合には、Allow browsing untrusted SSL web servers を選択します。アントラステッ

ド Web サイトとは、管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Trusted

Servers CAs タブから、そのサーバーの証明書がインストールされていないサーバーのこと

です。

注: Web ページの SCRIPT タグ内にファイルへの内部参照があって、SA シリー

ズ アプライアンスが信頼していない SSL 証明書を持つ別の HTTPS サーバーで、

これらのファイルをホストしている場合、Web ページは正しくレンダリングでき

ません。その場合、Warn users about the certificate problems オプションを

無効にしてください。

このオプションを有効にすると、ユーザーがアントラステッド Web サイトに移動したとき

に、SA シリーズ アプライアンスがユーザーに与える選択肢を指定できます。

• Warn users about the certificate problems － このオプションを有効にすると、SA シ

リーズ アプライアンスは、ユーザーがはじめてアントラステッド Web サイトにアクセス

したときに、そのサイトの証明書が信頼されていない理由を表示し警告して、続行するか

キャンセルするかをユーザーに選択させます。SA シリーズ アプライアンスが警告を表示

した後にユーザーが続行することを選択した場合は、現行の SA シリーズ アプライアン

スのセッション中に、SA シリーズ アプライアンスが、そのサイトに対する警告をさらに

表示することはありません。

Warn users about the certificate problems オプションを選択すると、ユーザーは、

HTML ページとは異なる SSL サーバーから送信される非 HTML コンテンツ（画像、js、css

など）にアクセスし、リンクを含むページは正しく表示されない場合があります。この問

題を回避するには、このオプションを選択解除するか、非 HTML コンテンツを処理する

サーバーに、有効な本番用 SSL 証明書をアップロードします。

• Allow users to bypass warnings on a server by server basis － これを有効にする

と、SA シリーズ アプライアンスは、アントラステッド Web サイトに関するすべての警

告の表示を止めます。ユーザーがこのオプションを選択した場合、SA シリーズ アプライ

アンスまたはクラスタからアクセスする限り、現行のこのサイトに対する警告が再び表示

されることはありません。

ユーザーが警告を見ることなくアントラステッド Web サイトにアクセスできるよう選択

した場合でも、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーがアントラステッド サイトに
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移動するたびに、メッセージをユーザー アクセス ログに記録します。また、ユーザー

は、警告の表示を止めるするよう選択した場合、エンドユーザー コンソールの System >

Preferences > Advanced タブで Delete Passwords オプションを使用して、アントラス

テッド Web サイトの永続的な設定を消去することができます。

8. SA シリーズ アプライアンスが、file:// URL を再書き込みし、URL が SA シリーズ アプ

ライアンスのファイル ブラウジング CGI を通してルーティングされるよう設定するには、

Rewrite file:// URLs を選択します。

9. SA シリーズ アプライアンスが PDF 内のハイパーリンクを再書き込みできるよう設定する

には、Rewrite links in PDF files を選択します。

10. HTTP Connection Timeout では、タイムアウトし接続を終了するまでに HTTP サーバーから

の返答をどれだけ待つか SA シリーズ アプライアンスに指示する時間について、デフォル

ト値を受け入れるか、時間を設定してください。30 ～ 1,800 秒の範囲で指定できます。

タイムアウト値を高く設定すると、アプリケーションが適切に接続を閉じない場合や閉じる

のに長くかかりすぎた場合に、SA シリーズ アプライアンスのリソースを使い切る可能性が

あります。アプリケーションが高いタイムアウト値を要求しない場合は、デフォルト値を受

け入れることをお勧めします。

11. Save Changes をクリックします。

リソース ポリシーの概要

ロールに対して Web アクセス機能を有効にする場合は、ユーザーにどのリソースへのアクセス

を許可するか、ユーザーから要求されたコンテンツを SA シリーズ アプライアンスが再書き込

みする必要があるかどうかに加え、キャッシングやアプレット、シングル サインオンの要件を

指定するリソース ポリシーを作成する必要があります。SA シリーズ アプライアンスは、Web

要求ごとに、まず設定された再書き込みポリシーを評価します。選択的再書き込みまたはデー

タ転送プロキシ リソース ポリシーにより、「再書き込みしない」と指定されたリソースが要

求された場合、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー要求を適切なバックエンド リソース

に転送します。それ以外の場合、SA シリーズ アプライアンスは、Java アプレットのフェッチ

を要求する Java リソース ポリシーなど、要求に対応するリソース ポリシーを評価します。

SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーの要求を該当ポリシーに挙げられたリソースと照合

した後、そのリソースに指定されたアクションを実行します。

リソース ポリシーは、標準インターフェース（次のセクションで説明）あるいはリソース プ

ロファイル（推奨）から作成することができます。

Web リソース ポリシーを作成するとき、以下の情報を入力する必要があります。

• リソース － リソース ポリシーでは、ポリシーを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。Web ポリシーの作成時には、以下のセクションで説明されているように、

Web サーバーまたは特定の URL を指定する必要があります。

• ロール － リソース ポリシーでは、適用対象となるロールを指定する必要があります。ユー

ザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスは、そのロールに適用するポリシーを決

定し、要求に対応するポリシーを評価します。

• アクション － 各タイプのリソース ポリシーは、リソースを許可または拒否するかどうか、

あるいはコンテンツの再書き込み、アプレットの再署名、Web データの転送など、特定の機

397Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第20章: Web 再書き込み



能を実行するかどうかといった、特定のアクションを実行します。ユーザー要求に対してさ

らなる条件を適用する、詳細規則を作成することもできます。

SA シリーズ アプライアンス プラットフォームのエンジンがリソース ポリシーを評価する際、

ポリシーの Resources リスト内に表示されるリソースは、標準書式に従っていなければなりま

せん。

標準書式:

このセクションでは、標準フォーマットを使用して Web リソースを指定するときに考慮すべき

点について概説します。

[protocol://]host[:ports][/path]

以下の 4 つのコンポーネントがあります。

• Protocol（オプション）－ 使用可能な値は http および https（大文字と小文字の区別あ

り）

プロトコルを指定しない場合、http および https の両方が想定されます。プロトコルを指

定する場合、区切り文字「://」を使用する必要があります。特殊文字は使用できません。

• Host（必須）－ 使用可能な値は以下のとおり。

• DNS ホスト名 － 例: www.juniper.com

使用できる特殊文字については以下の表で説明しています。

すべての文字と一致∗

ドット（.）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

• IP アドレス/ネットマスク －IP アドレスは、a.b.c.d のフォーマットで指定する必要が

あります。

ネットマスクは以下の 2 つの内、どちらかの形式で指定できます。

• プレフィックス:先頭からのビット数

• IP: a.b.c.d

例：10.11.149.2/24 または 10.11.149.2/255.255.255.0

特殊文字は使用できません。

• Ports － IP/ネットマスクをリソースとして指定する場合に、ポートを指定する必要があり

ます。DNS ホスト名を指定する場合は、ポートはオプションです。ポートを指定する場合、

区切り文字 : を使用する必要があります。例： 10.11.149.2/255.255.255.0:∗

表24: ポートで使用できる値

すべてのポートに一致、その他の特殊文字は使用不可∗

カンマで区切られた単一ポートのリスト。有効なポート番号は 1 ～ 65535 です。port[,port]∗
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表24: ポートで使用できる値 （続き）

ポート 1 からポート 2 までのポートの範囲。[port1] [port2]

注: 80,443,8080 8090 など、ポート リストとポート範囲を一緒に使用すること

が可能です。

ポートがない場合、デフォルト ポート 80 が http に、443 が https に割り当てられます。

• Path (オプション）－ パスを指定しない場合はアスタリスク（∗）が想定され、すべてのパ

スが一致します。パスを指定する場合、区切り文字 / を使用する必要があります。その他の

特殊文字はサポートされません。例：

• http://www.juniper.com:80/∗

• https://www.juniper.com:443/intranet/∗

• ∗.yahoo.com:80,443/∗

• %.danastreet.net:80/share/users/<username>/∗

Web アクセス リソース ポリシーの作成

Web アクセス リソース ポリシーは、インターネット、イントラネット、またはエクストラネッ

トに接続するために、ユーザーがどの Web リソースにアクセスできるかをコントロールしま

す。Web リソースへのアクセスは、URL または IP アドレスの範囲を指定して拒否または許可

できます。URL の場合、“∗” や “?” などのワイルドカードを使って、複数のホスト名やパ

スを効率的に指定できます。ホスト名でリソースを指定する場合も、HTTP や HTTPS、またはそ

の両方のプロトコルを選択できます。

Web Access リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web > Web ACL を選択します。

2. Web Access Policies ページで、New Policy をクリックします。

3. New Policy ページで、このポリシーに付ける名前およびオプションでポリシーの説明を入

力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。
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6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを許可します。

• Deny access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを拒否します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Web Access Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に

従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求

されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチ

すると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

シングル サインオン ポリシーの定義

シングル サインオン ポリシーは、ポリシーで指定された Web アプリケーションに自動的に

ユーザー資格情報を渡します。基本認証、Kerberos、および NTLM チャレンジをインターセプ

トするよう、または Web リソースの資格情報を収集するため仲介ページを表示するよう、シン

グル サインオン ポリシーを設定することができますあるいは、ユーザーが指定する資格情報

とヘッダーを Web アプリケーションに転送することができます。

基本、NTLM、Kerberos リソースについて

基本、NTLM、および Kerberos 資格情報をセットアップするには、SSO > General タブを使用

します。SSO 自動ポリシーと Web リソース ポリシーを備えた Web リソース プロファイルを

定義するときに、ここで定義する資格情報が使用されます。

以下で、SSO の処理の背後にある基本概念を概説します。

• SA シリーズ アプライアンスは、Negotiate ヘッダーでチャレンジされると Kerberos を実

行します。NTLM ヘッダーでチャレンジされると NTLM を実行し、Basic では基本認証を実行

します。

• SA シリーズ アプライアンスが複数のチャレンジを受け取った場合、優先順位は次のとおり

です。

• Kerberos

• NTLM

• 基本

• サービスがサービス リストで設定されている場合、SA シリーズ アプライアンスは最初に限

定委任を試みます。

• ポリシー設定は、SSO > General タブの設定より優先されます。

• SSO を無効化するか、General タブの全セクションを無効化すると、シングル サインオンは

できません。ただし、SA シリーズ アプライアンスは仲介を継続し、エンドユーザーに仲介

ページを表示します。

• 基本認証仲介は、ポリシーで明示的にオフにできます。Kerberos と NTLM については、SA

シリーズ アプライアンスは常に仲介します。
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• 使用している SSO によって、仲介ページに表示される、エンドユーザーの入力フィールドが

異なります。

• 基本認証仲介ページには、ユーザー名とパスワードのフィールドが表示されます。

• NTLM 仲介ページには、ユーザー名、パスワード、ドメインのフィールドが表示されます。

• Kerberos 仲介ページには、ユーザー名、パスワード、領域のフィールドが表示されます。

• 限定委任では、ポリシーを定義し、ロールを指定しなければなりません。General タブにデー

タを入力するだけでは不十分です。

• ポリシーがシングル サインオン向けに設定されていない場合、SA シリーズ アプライアンス

は、デフォルトのシステム資格情報を使用します。

• 資格情報が定義されている場合、優先順位は次のとおりです。

• システム資格情報

• 可変資格情報

• 固定または静的資格情報

• 固定または静的資格情報では、ポリシーを定義し、ロールを指定しなければなりません。

General タブにデータを入力するだけでは不十分です。

• ポリシーの一致がある場合、ポリシーの資格情報とプロトコルが使用されます。ポリシーの

認証が失敗すると、ポリシーで定義されたフォールバック メカニズムが使用されます。ポリ

シーのプロトコルがチャレンジのプロトコルにマッチしない場合、General タブで定義され

たロジックが使用されます。

• SA シリーズ アプライアンスのアップグレードや新規インストールの場合は、BasicAuthNoSSO

のデフォルトの SSO ポリシーが維持されます。General タブのセクションがすべて有効で

あっても、BasicAuthNoSSO ポリシーが削除されるまで、SSO は有効になりません。

基本、NTLM、Kerberos リソースの作成

基本、NTLM、および Kerberos リソースをセットアップするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. SSO ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行い

ます。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. SSO チェックボックスを選択します。

c. SSO チェックボックスの下にある General チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. SSO > General タブを選択します。

4. Enable kerberos を選択して、Kerberos SSO を有効にします。仲介のタイプは、限定委任

または SA シリーズ アプライアンスに定義できます。仲介タイプを定義しない場合、SA シ
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リーズ アプライアンスは、ホスト名から領域を解決しようと試み、システム資格情報を使

用して SSO を行います。

領域仲介には、以下を入力して、Add をクリックします。

• Realm － Kerberos 領域名を入力します。たとえば、KERBER.NET とします。SA シリーズ

アプライアンスは、鍵配布センター（KDC）のリストを取得するために KERBER.NET を使

用します。

• Site Name － （オプション）Active Directory サイト名を入力します。SA シリーズ ア

プライアンスに特定のサイトで KDC に照会させるには、このフィールドを使用します。

たとえば、サイト名が Sunnyvale で、領域が KERBER.NET である場合、SA シリーズ ア

プライアンスは、Sunnyvale∗KERBER.NET を使用して、KDC のリストを取得します。Active

Directory がサイトを定義しなければならないこと、DNS がサイトに KDC を返すよう構

成する必要があることに注意してください。

• Pattern List － Kerberos 領域にマッピングされたホスト名を入力します。∗.y.com、

∗.kerber.net、または ∗.∗ など、ワイルドカード文字を入力できます。以下に注意して

ください。

• 領域のホスト名が、他の領域に定義されたパターンのサブセットに一致しないようにし

てください。

• ミラーリングされた DNS 名前空間規則にサーバーがすべて従っている場合、パターン

を定義する必要はありません。SA シリーズ アプライアンスが、ホスト名から領域を判

断します。

• 分離したホスト名パターンはすべて定義する必要があります。

• デフォルト領域として ∗ を使用できます。複数の領域を定義するときは、∗ を複数回

使用しないでください。

• KDC － DNS が利用できない場合、または SA シリーズ アプライアンスがチケットを求め

て特定の KDC に照会することを希望する場合は、鍵配布センターのホスト名または IP

アドレスを入力します。KDC を入力すると、SA シリーズ アプライアンスは、DNS を使用

し、Site Name フィールドや Realm フィールドに入力した値に基づいて KDC のリストを

取得することはありません。

限定委任仲介には、以下を入力して、Add をクリックします。

• Label － この列を一意に識別するための名前を入力します。ラベル値には外部マッピン

グは行われません。

• Realm － 使用する領域を選択します。ドロップダウン リストには領域定義テーブルの値

が示されます。

• Principal Account － ユーザーに代わって限定委任チケットを取得するために、SA シ

リーズ アプライアンスが使用する限定委任アカウントを入力します。

• Password － 限定委任アカウントのパスワードを入力します。

• Service List － 使用するサービス リストを選択します。Edit をクリックして、サービ

ス リストを定義しアップロードします。SA シリーズ アプライアンスによる全サービス

の限定委任を希望する場合、リストは、Active Directory のサービス リストと完全に一

致する必要があります。ホスト名は完全に一致しなければなりません。
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限定委任についての詳細は、http://msdn.microsoft.com/en us/library/aa480585.aspx

を参照してください。

SA シリーズ アプライアンス仲介には、以下を入力して、Add をクリックします。

• Label － この列を一意に識別するための名前を入力します。ラベル値には外部マッピン

グは行われません。

• Realm － 使用する領域を選択します。ドロップダウン リストには領域定義テーブルの値

が示されます。

• Credential Type － 次の資格情報タイプの 1 つを選択します。

• System credentials － プライマリおよびセカンダリ承認資格情報など、SA シリーズ

アプライアンスに保管されているユーザー資格情報一式を使用します。このオプション

を選択すれば、Username フィールドと Password フィールドに値を入力する必要はあ

りません。

• Variable － Username フィールドや Variable Password フィールドで <username> や

<password> などのトークンを使用できます。

• Static － ユーザー名フィールドとパスワード フィールドに入力されたまったくその

とおりに、ユーザー名とパスワードを使用します。

• Username and Password － アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。資格情

報タイプとして Variable を選択すれば、ここでユーザー名トークンを入力できます。た

とえば <username> と入力できます。

• Variable Password － 資格情報タイプとして Variable を選択すれば、ここでパスワー

ド トークンを入力します。たとえば <password> と入力できます。

• Fallback to NTLM V2 － Kerberos が失敗した場合に NTLM V2 を使用するには、このオ

プションを選択します。このオプションを選択せず、Kerberos SSO が失敗すると、仲介

ページが表示されます。

5. Enable NTLM を選択して、NTLM SSO を有効にします。構成情報を入力しない場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、ホスト名からドメインを解決しようと試み、システム資格情報

を使用して SSO を行います。

注: デフォルトのシステム資格情報を編集したり削除したりしないでください。

• Label － この列を一意に識別するための名前を入力します。ラベル値には外部マッピン

グは行われません。

• Domain － ここに Active Directory ドメイン名を入力します。

• Credential Type － 次の資格情報タイプの 1 つを選択します。

• System credentials － プライマリおよびセカンダリ承認資格情報など、SA シリーズ

アプライアンスに保管されているユーザー資格情報一式を使用します。このオプション

を選択すれば、Username フィールドと Password フィールドに値を入力する必要はあ

りません。
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• Variable － Username フィールドや Variable Password フィールドで <username> や

<password> などのトークンを使用できます。

• Static － ユーザー名フィールドとパスワード フィールドに入力されたまったくその

とおりに、ユーザー名とパスワードを使用します。

• Username and Password － アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。資格情

報タイプとして Variable を選択すれば、ここでユーザー名トークンを入力できます。た

とえば <username> と入力できます。

• Variable Password － 資格情報タイプとして Variable を選択すれば、ここでパスワー

ド トークンを入力します。たとえば <password> と入力できます。

• Fallback to NTLM V1 － SSO が失敗した場合に NTLM V1 を使用するには、このオプショ

ンを選択します。このオプションを選択せず、SSO が失敗すると、NTLM V2 のみが試みら

れます。NTLM V2 が失敗すると、仲介ページが表示されます。

6. Enable Basic Authentication を選択して、基本認証 SSO を有効にします。このオプショ

ンを選択して、構成データをセットアップしなければ、SA シリーズ アプライアンスは、シ

ステム資格情報を使用して SSO を試みます。

注: デフォルトのシステム資格情報を編集したり削除したりしないでください。

• Label － この列を一意に識別するための名前を入力します。ラベル値には外部マッピン

グは行われません。

• Credential Type － 次の資格情報タイプの 1 つを選択します。

• System credentials － プライマリおよびセカンダリ承認資格情報など、SA シリーズ

アプライアンスに保管されているユーザー資格情報一式を使用します。このオプション

を選択すれば、Username フィールドと Password フィールドに値を入力する必要はあ

りません。

• Variable － Username フィールドや Variable Password フィールドで <username> や

<password> などのトークンを使用できます。

• Static － ユーザー名フィールドとパスワード フィールドに入力されたまったくその

とおりに、ユーザー名とパスワードを使用します。

• Username and Password － アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。資格情

報タイプとして Variable を選択すれば、ここでユーザー名トークンを入力できます。た

とえば <username> と入力できます。

• Variable Password － 資格情報タイプとして Variable を選択すれば、ここでパスワー

ド トークンを入力します。たとえば <password> と入力できます。

• Pattern List － Kerberos 領域にマッピングされたホスト名を入力します。∗.y.com、

∗.kerber.net、または ∗.∗ など、ワイルドカード文字を入力できます。以下に注意して

ください。
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• 領域のホスト名が、他の領域に定義されたパターンのサブセットに一致しないようにし

てください。

• ミラーリングされた DNS 名前空間規則にサーバーがすべて従っている場合、パターン

を定義する必要はありません。SA シリーズ アプライアンスが、ホスト名から領域を判

断します。

• 分離したホスト名パターンはすべて定義する必要があります。

• デフォルト領域として ∗ を使用できます。複数の領域を定義するときは、∗ を複数回

使用しないでください。

• デフォルトのドメインとして ∗ を使用できます。複数のドメインを定義するときは、∗

を複数回使用しないでください。

基本認証、NTLM、または Kerberos 仲介リソース ポリシーの作成

基本認証、NTLM、または Kerberos の各リソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンス上

での NTLM および Kerberos 仲介のコントロールを可能にします。ユーザーが、基本的な認証

のチャレンジを送信する Web リソースにアクセスする場合、SA シリーズ アプライアンスは、

そのチャレンジを傍受して、中間サインイン ページを表示し、Web リソースの資格情報を収集

してから、チャレンジ/応答のシーケンス全体とともに資格情報を再書き込みします。

NTLM 保護サーバー用に生成される初期 HTTP 要求は、HTML コンテンツを求める要求です。SSO

が有効でないか、SSO 資格情報が失敗すると、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー資格

情報を収集する HTML ページを表示します。ブラウザが非 HTML コンテンツに対応しない場合、

ブラウザは応答を拒否し、リソースへのナビゲーションは失敗します。

Kerberos 仲介リソース ポリシーでは、Kerberos が保護するバックエンド Web アプリケーショ

ンは、エンド ユーザーにアクセスできます。たとえば、ユーザーは、認証サーバーとして

Active Directory を使用し、SA シリーズ アプライアンスにログインし、認証プロトコルは

Kerberos です。Kerberos に保護されたサーバーを参照するとき、ユーザーは、バックエンド

サーバーにシングル サインオンしており、資格情報を要求されません。または、Kerberos 以

外に認証プロトコルを使用して、ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにログインし、

Kerberos に保護されたサーバーを参照する場合。Kerberos 仲介リソース ポリシーでの設定お

よび設定された Kerberos 認証サーバーによっては、ユーザーは、リライタによって認証され

たり、ユーザー名とパスワードの入力を要求されます。

基本認証、NTLM、または Kerberos 仲介リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. SSO ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行い

ます。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. SSO チェックボックスを選択します。
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c. SSO チェックボックスの下にある Kerberos/Basic Auth/NTLM を選択します。

d. OK をクリックします。

3. SSO > Kerberos/NTLM/BasicAuth タブをクリックします。

4. New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

エンドユーザーがブックマークをクリックしたときに、SA シリーズ アプライアンスが自動

的に特定の URL に値を転送するように設定するには、管理者コンソールの Users > User

Roles > Role > Web > Bookmarks ページで指定した URL が、ここで入力したリソースと完

全に一致している必要があります。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Disable SSO － SA シリーズ アプライアンスは、このユーザー ロール用の自動 SSO 認

証を無効にし、代わりに、サインイン資格情報を入力するようユーザーに要求します。

• Basic － このオプションは、SA シリーズ アプライアンスが、SSO の動作のコントロー

ルに基本認証仲介を使用するよう指定します。

• Enable Intermediation － 使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニュー

が空白の場合、基本認証 SSO 設定が SSO General タブで定義されていません。

• Disable Intermediation － このオプションを選択した場合、SA シリーズ アプライア

ンスは、チャレンジ応答シーケンスを仲介しません。

SA シリーズ アプライアンスは、Disable Intermediation を選択した場合でも、基本

認証を必要とする Web プロキシへの要求を常に仲介します。

Basic Authentication Intermediation を無効にする選択もできますが、非常に危険な

認証方法であり、クリアな（暗号化されていない）テキストでネットワーク上にユー

ザーの資格情報を送信できる場合もあるので、このオプションをお勧めしません。

• NTLM －このオプションは、SA シリーズ アプライアンスが、SSO の動作をコントロール

するのに Microsoft NTLM Intermediation を使用するよう指定します。

• 使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、NTLM SSO 設

定が SSO General タブで定義されていません。
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• NTLM V1 と NTLM V2 の両方を試すには、Fallback to NTLM V1 オプションを選択しま

す。このオプションを選択しないと、SA シリーズ アプライアンスは NTLM V2 のみを

使用します。SSO が失敗すると、仲介ページが表示されます。

• Kerberos － このオプションは、SA シリーズ アプライアンスが、SSO の動作をコント

ロールするのに Kerberos Intermediation を使用するよう指定します。

• 使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、Kerberos SSO

設定が SSO General タブで定義されていません。

• Kerberos が失敗した場合に NTLM V2 のみを使用するには、Fallback to NTLM V2 オプ

ションを選択します。このオプションを選択しないと、Kerberos SSO が失敗した場合、

Kerberos 仲介ページが表示されます。

• Constrained Delegation － このオプションは、SA シリーズ アプライアンスが、SSO の

動作をコントロールするのに限定委任仲介方法を使用するよう指定します。

• 使用する資格情報を選択します。このプルダウン メニューが空白の場合、限定委任 SSO

設定が SSO General タブで定義されていません。

• 限定委任が失敗した場合に Kerberos を使用するには、Fallback to Kerberos オプショ

ンを選択します。このオプションを選択した場合、限定委任が失敗すると、仲介ページ

が表示されます。このオプションを選択せず、限定委任が失敗すると、エラー ページ

が表示されます。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Basic Auth, NTLM and Kerberos policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでの評

価方法に応じて、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザー

から要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソース

とマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

問題が発生した場合、ユーザー ログに示されたアクティビティ イベントをチェックします。

SSO Form POST リソース ポリシーの作成

リモート SSO Form POST リソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがデータを転送

する Web アプリケーションを指定します。このデータには、ユーザーの SA シリーズ アプラ

イアンス ユーザー名とパスワードに加えて、システム変数によって格納されたシステム デー

タを含めることが可能です。

リモート SSO Form POST リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web に移動します。

2. SSO ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行い

ます。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. SSO チェックボックスを選択します。
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c. SSO チェックボックスの下にある Form Post チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. SSO> Form Post タブを選択します。

4. Form POST Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、http://yourcompany.com など、アプリケーションのサインイン

ページを指定します。

エンドユーザーがブックマークをクリックしたときに、SA シリーズ アプライアンスが自動

的に特定の URL に値を転送するように設定するには、管理者コンソールの Users > User

Roles > Role > Web > Bookmarks ページで指定した URL が、ここで入力したリソースと完

全に一致している必要があります。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Perform the POST defined below － SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが

Resources リストで指定したリソースに要求を行うと、POST details セクションで指定

したユーザー データを使ってフォーム POST を、指定した URL に対して実行します。

• Do NOT perform the POST defined below － SA シリーズ アプライアンスは、POST details

セクションで指定されたユーザー データを使ってフォーム POST を実行しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. POST details セクションで、以下を指定します。

• POST to URL フィールドで、アプリケーションがユーザーの資格情報を転送する

http://yourcompany.com/login.cgi などの絶対 URL を指定します。TCP ダンプを使用し

たり、アプリケーションのサインイン ページのソースを表示して、FORM タグの中の POST

パラメータを検索することによって、適切な URL を特定することができます。（SA シ

リーズ アプライアンスでは、このフィールドではワイルドカードは使用できません。）

• ユーザーが URL ディレクトリにアクセスできないようにする場合は、このリソースの

Deny direct login をオンにします。

• 必要に応じて SA シリーズ アプライアンスが POST と Cookie の値を複数回リソースに

送るようにするには、Allow multiple POSTs to this resource チェックボックスを選択

します。このオプションを選択しない場合、ユーザーが同一セッション内で 2 回以上同
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じリソースを要求したとき、SA シリーズ アプライアンスはシングル サインオンを試行

しません。

• 転送するユーザー データおよびユーザー修正許可を指定します。

• User label － SA シリーズ アプライアンスのユーザーの Preferences ページに表示

されるラベル。バックエンド アプリケーションに転送するデータをユーザーが修正で

きるようにする場合や、ユーザーに修正を求める場合には、このフィールドが必須で

す。

• Name － Value フィールドのデータを識別する名前。（バックエンド アプリケーショ

ンではこの名前が必要です。）

• Value －指定した Name のフォームに転送する値。静的データ、システム変数、ユー

ザー名とパスワード値を格納している SA シリーズ アプライアンス セッション変数を

入力することができます。

• User modifiable? 設定 － Value フィールドの情報をユーザーが変更できないように

する場合は、Not modifiable に設定します。バックエンド アプリケーションのデータ

をユーザーが指定できるようにするには、User CAN change value に設定します。ユー

ザーがバックエンド アプリケーションにアクセスするために追加情報を入力する必要

がある場合は、User MUST change value に設定します。後者の設定のいずれかを選択

した場合は、データ入力用のフィールドが、SA シリーズ アプライアンスのユーザーの

Advanced Preferences ページに表示されます。このフィールドには、User label フィー

ルドに入力したデータをもとに名前が付けられます。Value フィールドに値を入力した

場合は、この値がフィールドに表示されますが編集可能です。

10. Save Changes をクリックします。

11. Form POST Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に従っ

て、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求され

たリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチする

と、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

SSO Headers/Cookies リソース ポリシーの作成

リモート SSO ヘッダー/Cookies リソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがカスタ

ム ヘッダーと Cookie を転送するカスタム Web アプリケーションを指定します。

ヘッダー/Cookies ポリシーを作成するときには、SA シリーズ アプライアンスは、このセク

ションで入力したヘッダーを解析したり「理解」するものではない点に注意してください。た

とえば、Accept Encoding: gzip または Accept Encoding:deflate ヘッダーを追加しても、

SA シリーズ アプライアンスが gzip コンテンツや deflate されたコンテンツを扱えることを

意味するものではありません。
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SSO ヘッダー/Cookies リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. SSO ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行い

ます。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. SSO チェックボックスを選択します。

c. SSO チェックボックスの下にある Headers/Cookies チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. SSO > Headers/Cookies タブを選択します。

4. Headers/Cookies Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Append headers as defined below － SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが

Resources リストで指定したリソースに対して要求を行ったとき、POST details セクショ

ンで指定されたユーザー データを転送します。

• Do NOT append headers as defined below － SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー

が Resources リストで指定したリソースに対して要求を行ったとき、POST details セク

ションで指定されたユーザー データを指定された URL に転送しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Headers and values セクションで、以下を指定します。

• Header name － ヘッダー データとして送信される SA シリーズ アプライアンス用のテ

キスト。

• Value －指定したヘッダーの値。

注: Cookie をバックエンド サーバーに転送する必要がある場合には、Header

Name フィールドを "Cookie" に、Value フィールドを

"CookieName=CookieValue" に設定する必要があります。
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10. Save Changes をクリックします。

11. Headers/Cookies Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順

序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから

要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースと

マッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

Web キャッシング リソース ポリシーの作成

Web キャッシング リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. キャッシング ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の

修正を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Caching チェックボックスを選択します。

c. Caching チェックボックスの下にある Policies チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. Caching > Policies タブを選択します。

4. Web Caching Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Smart Caching (send headers appropriate for content and browser) －このオプショ

ンを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーの Web ブラウザおよびコン

テンツの種類に基づいて、cache control:no store ヘッダーまたは

cache control:no cache ヘッダーを送信します。

このオプションを選択した場合、SA シリーズ アプライアンスが、メディア ファイルと

zip ファイルの発信元サーバーの cache control ヘッダーを削除して正しく機能させま

す。たとえば、次のロジックはユーザー エージェントのヘッダー内で msie または

windows media player を検索し、cache または cache control:no store 応答ヘッ

ダーを削除して、ファイルをキャッシュできるようにします。
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(if content type has "audio/x-pn-realaudio" OR

if content type begins with "video/" OR

if content type begins with "audio/" OR

if content type is "application/octet-stream" and the file extension begins with "rm"

or "ram"

)

SA シリーズ アプライアンス が、msie または windows media player をユーザー エー

ジェント ヘッダーで発見し、以下のいずれかが該当する場合：

• Flash、.xls、.pps、.ppt ファイルが要求された場合

• 指定された content type が application/、text/rtf、text/xml、model/ である場

合

• 発信元サーバーから content disposition ヘッダーが送信された場合

その場合には、SA シリーズ アプライアンスは、cache control:no store ヘッダーを

送信し、発信元サーバーの cache control ヘッダーを削除します。

その他の場合にはすべて、SA シリーズ アプライアンスは、pragma:no cache または

cache control:no store 応答ヘッダーを追加します。

Citrix .ica ファイルと QuickPlace ファイルには特殊な処理が適用されます。Citrix

.ica ファイルは常にキャッシング可能で、cache control private ヘッダーも追加さ

れます。QuickPlace ファイルについては指定の規則が優先されますが、規則に適合しな

い QuickPlace ファイルには、CCNS と cache control:private ヘッダーが追加されま

す。

このオプションを選択し、GZIP 圧縮を有効にして、Internet Explorer から Domino Web

Access 6.5 を使用してテキスト添付ファイルにアクセスしようとしても、添付ファイル

を開くことはできません。テキスト添付ファイルを有効にするには、Internet Explorer

323308 パッチをインストールするか、Don't Cache（send "Cache Control: No Store"）

オプションを有効にします。

• Don't Cache (send "Cache Control: No Store") － このオプションを選択すると、

Internet Explorer への添付ファイルをディスクに保存することなく配信します。（ブラ

ウザは一時的にファイルをディスクに書き込みますが、ブラウザでファイルを開くとすぐ

に削除します。）このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ブラウ

ザから送信された user agent 文字列に "msie" または "windows media player" が

含まれている場合には、発信元サーバーのキャッシュ管理ヘッダーを削除し、

cache control:no store 応答ヘッダーを追加します。

このオプションを有効にすると、コンテンツを何度もフェッチする必要があるためブラウ

ジングが遅くなり、通信速度の低い接続回線を使用している場合には、パフォーマンスの

問題が生じる場合があります。もう 1 つの方法として、指定したサイズの上限を超えな

いイメージなど、特定の種類のコンテンツのみをキャッシュに格納するようなポリシーを

指定することもできます。

• Don't Cache (send "Pragma: No Cache") － このオプションを選択すると、ユーザーの

ブラウザがファイルをディスクにキャッシングするのを防ぎます。このオプションを選択

すると、SA シリーズ アプライアンスによって標準 HTTP pragma:no cache ヘッダーと

cache control:no cache（CCNC）ヘッダー（HTTP 1.1）が応答ファイルに追加されま

す。また、age、date、etag、last modified、expires など、発信元サーバーのキャッ

シング ヘッダーは、SA シリーズ アプライアンスによって転送されません。
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no cache ヘッダーが、特定タイプの添付ファイル（PDF、PPT、ストリーミング ファイ

ル）に付けられていると、Internet Explorer は、正しくドキュメントをレンダリングで

きません。これは、レンダリングするためにブラウザがこれらのドキュメントをキャッ

シュに一時的に書き込む必要があるからです。

• Unchanged (do not add/modify caching headers) － SA シリーズ アプライアンスは、

pragma:no cache 応答ヘッダーまたは cache control:no store 応答ヘッダーを追加

せずに、発信元サーバーのキャッシング ヘッダーを転送します。

• Remove Cache Control: No Cache|No Store － HTTPS 環境で Web アプリケーション

が送信したファイルの「キャッシュ」をサポートするには、このオプションを選択しま

す。このオプションは、Cache Control:No Cache ヘッダーおよび Pragma:no cache ヘッ

ダーを削除します。特定のファイル タイプをダウンロードするには、これらのヘッダー

を削除する必要があります。これらのヘッダーは、HTTP 環境では問題なく機能しますが、

HTTPS 環境では正常に機能しません。対応するページがキャッシュできず、ユーザーの

Web ブラウザがページをダウンロードできないためです。

このオプションは、エンドユーザーがファイルをダウンロードして別のサードパーティ

アプリケーションで開く場合に使用してください。たとえば、zip ファイルと wav ファ

イルはディスクに保存して別のアプリケーションで開きます。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Web Caching Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に

従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求

されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチ

すると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

OWA および Lotus Notes キャッシング リソース ポリシについて

次の表に、SA シリーズ アプライアンスが Outlook Web Access（OWA）および Lotus iNotes

アプリケーションでサポートするいくつかのコンテンツ タイプの例を示します。さらに、指定

したコンテンツ タイプを開いたり保存するために Microsoft Internet Explorer に実装する

必要があるキャッシュ管理ディレクティブを示します。

パフォーマンス上の理由から、iNotes ディレクトリ内のすべてにキャッシュ ポリシを作成す

ることをお勧めします。

表25: OWA キャッシング リソース ポリシ

添付ファイルを保存するために使用する添付ファイルを開くために使用する添付ファイルのタイプ

スマート キャッシングキャッシュzip

スマート キャッシングスマート キャッシングppt

スマート キャッシングスマート キャッシングdoc

スマート キャッシングスマート キャッシングxls

スマート キャッシングスマート キャッシングpdf
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表25: OWA キャッシング リソース ポリシ （続き）

キャッシュ管理：保存なしキャッシュtxt

キャッシュ管理：保存なしスマート キャッシングhtml

表26: iNotes キャッシング リソース ポリシ

添付ファイルを保存するために使用する添付ファイルを開くために使用する添付ファイルのタイプ

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしzip

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしppt

スマート キャッシングスマート キャッシングdoc

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしxls

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしpdf

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしtxt

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしhtml

キャッシュ管理：保存なしキャッシュ管理：保存なしその他のファイル タイプ

一般的なキャッシング オプションの指定

キャッシング オプションを使用して、クライアント上のキャッシュに格納される画像ファイル

の最大サイズを指定できます。発信元サーバーから送られた content type ヘッダーが "image/"

で始まり、content length ヘッダーに指定されたサイズが、このオプションに設定された最

大サイズを超えない場合、SA シリーズ アプライアンスは、発信元サーバーのキャッシング

ヘッダーを転送します。それ以外の場合、SA シリーズ アプライアンスは、その要求のキャッ

シングが無効であると扱います。

キャッシング オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. キャッシング ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の

修正を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Caching チェックボックスを選択します。
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c. Caching チェックボックスの下にある Options チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. Caching > Options タブを選択します。

4. Caching Options ページで、Clients should cache all images less than フィールドに、

許可する最大画像サイズを指定します。

Java アクセス コントロール リソース ポリシーの作成

Java アクセス コントロール リソース ポリシーは、Java アプレットが、どのサーバーおよび

ポートに接続できるかをコントロールします。

Java アクセス コントロール リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. Java ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行

います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Java チェックボックスを選択します。

c. Java チェックボックスの下にある Access Control チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. Java > Access Control タブを選択します。

4. Java Access Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow socket access － Java アプレットが Resources リストのサーバー（およびオプ

ションのポート）に接続できるようにします。

• Deny socket access －Java アプレットが Resources リストのサーバー（およびオプショ

ンのポート）に接続できないようにします。
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• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Java Access Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に

従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求

されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチ

すると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

11.（オプション）Java アプリケーションの性能を向上させるには、以下のように設定します。

a. 管理者コンソールの Maintenance > System > Options ページで、Enable Java

instrumentation caching を選択します。このオプションによって、Java アプリケー

ションのダウンロードの性能を向上させることができます。

b. SA シリーズ アプライアンスの設定が終わったら、Java アプレットをキャッシュしてエ

ンドユーザーとしてアクセスします。この操作によって、最初にエンドユーザーがアプ

レットにアクセスしたときの、仲介エンジンによる性能への大きな負担が解消されます。

Java コード署名リソース ポリシーの作成

Java コード署名リソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがどのように Java アプ

レットを再書き込みするかを指定します。デフォルトでは、署名付き Java アプレットを仲介

する場合、SA シリーズ アプライアンスは、標準のルート証明書にチェーンされていない自身

の証明書でアプレットの署名を再書き込みします。ネットワーク サーバーへのアクセスなど、

危険度の高いタスクを実行するアプレットをユーザーが要求すると、ユーザーのブラウザに、

ルートがトラステッド ルートではないことを通知するセキュリティ警告が表示されます。この

ような警告が表示されないようにするには、SA シリーズ アプライアンスが仲介するアプレッ

トの署名書き換えに使用するコード署名証明書をインポートします。

Java コード署名リソース ポリシーを作成する際には、そこから来たアプレットを信頼できる

トラステッド サーバーを指定します。サーバーの IP アドレスまたはドメイン名を入力しま

す。SA シリーズ アプライアンスが署名を書き直すのは、トラステッド サーバーから送信され

たアプレットのみです。ユーザーが、リストにないサーバーからアプレットを要求した場合、

SA シリーズ アプライアンスは、アプレットの署名にインポートされた証明書を使用しません。

この場合、ブラウザにはセキュリティ警告が表示されます。Sun JVM ユーザーの場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、元のアプレット証明書のルート CA がトラステッド ルート証明書

認証局のリストに含まれているかどうかも確認します。

Java コード署名リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 管理者ビューを Java ポリシーを表示するように設定していない場合には、以下の修正を行

います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Java チェックボックスを選択します。
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c. Java チェックボックスの下にある Code Signing チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. Java > Code Signing タブを選択します。

4. Java Signing Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Resign applets using applet certificate － アップロードされたコード署名証明書を

使用して、SA シリーズ アプライアンスによって仲介される Java アプレットに署名しま

す。

• Resign applets using default certificate － SA シリーズ アプライアンスは、標準の

ルート証明書にチェーンされていない自身の自己署名付き証明書でアプレットに再署名し

ます。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Java Signing Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に

従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求

されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチ

すると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

選択的再書き込みリソース ポリシーの作成

選択的再書き込みリソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがコンテンツを仲介する

ホストのリストと、このリストの例外を定義できます。デフォルトでは、SA シリーズ アプラ

イアンスは、すべてのユーザー要求を Web ホストに仲介します。これは、セキュア アプリケー

ション マネジャーなど、別のメカニズムを使って特定のホストに要求を送るように SA シリー

ズ アプライアンスを設定していない場合です。

yahoo.com など、企業ネットワークの外にある Web サイトからのトラフィックを SA シリーズ

アプライアンスで仲介したくない場合、あるいは、Microsoft OWA（Outlook Web Access）な

ど、Web リソースとして配置したクライアント/サーバー アプリケーションに対して、SA シ
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リーズ アプライアンスにトラフィックを仲介させたくない場合に、選択的再書き込みポリシー

を作成します。

選択的再書き込みリソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 再書き込みポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正

を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Rewriting チェックボックスを選択します。

c. Rewriting チェックボックスの下にある Selective Rewriting チェックボックスを選択

します。

d. OK をクリックします。

3. Rewriting > Selective Rewriting タブを選択します。

4. Web Rewriting Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Rewrite content － SA シリーズ アプライアンスは、Resources リストで指定したリソー

スの全 Web コンテンツを仲介します。

• Rewrite content as... － SA シリーズ アプライアンスは、Resources リストで指定し

たリソースの全 Web コンテンツを仲介し、そのコンテンツを、ドロップダウン リストで

指定されているファイル タイプであるかのように再書き込みします。利用可能なオプショ

ンは次のとおりです。

• HTML －コンテンツを Hypertext Markup Language (HTML) として再書き込みします。

• XML －コンテンツを Extensible Markup Language (XML) として再書き込みします。

• Javascript －コンテンツを Java スクリプト言語として再書き込みします。

• VBScript － コンテンツを Visual Basic スクリプト言語として再書き込みします。

• CSS － コンテンツを Cascading Style Sheet として再書き込みします。
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• XSLT － コンテンツを XML Style Sheet として再書き込みします。

• Flash － コンテンツを Shockwave Flash として再書き込みします。

• DTD － コンテンツを Document Type Definitions (DTD) として再書き込みします。

• HTC － コンテンツを HTML コンポーネントとして再書き込みします。

• Don’t rewrite content: Redirect to target Web server － SA シリーズ アプライア

ンスは、Resources リストに指定されたリソースの Web コンテンツを仲介せず、自動的

に要求をターゲット Web サーバーにリダイレクトします。これは、作成するすべての再

書き込みリソース ポリシーに対するデフォルトのオプションです。このオプションを選

択した場合、SA シリーズ アプライアンスが新しいウィンドウで再書き込みしていない

ページを開くように指定することができます。

注: 指定されたコンテンツが企業ネットワーク内のリソースにアクセスする必

要がある場合、このオプションを選択しないでください。たとえば、SA シリー

ズ アプライアンスによる特定のファイルの書き直しを禁止し、そのファイル

がネットワーク内の別のファイルを呼び出すと、エラーが発生します。

• Don’t rewrite content: Do not redirect to target Web server ー SA シリーズ アプ

ライアンスは、元の Web サーバーからコンテンツを取得しますが変更はしません。これ

は、ユーザーが元のサーバーに到達できないかもしれないので、リダイレクションを無効

にする場合に役立ちます。（たとえば、ファイアウォールの後ろに存在するので、Web

サーバーが一般のインターネットからアクセス可能でない場合。）

Don’t rewrite content: Do not redirect to target Web server オプションでは、ユー

ザーは SA シリーズ アプライアンスを通じてネットワーク リソースからデータをダウン

ロードできます。しかし、そのプロセスで SA シリーズ アプライアンスの再書き込みエ

ンジンをバイパスします。他のコンテンツ タイプではなく、署名された Java アプレッ

トを再書き込みするときだけ、この機能を使用することをお勧めします。HTML や

Javascript のような他のコンテンツ タイプでは、Don’t rewrite content: Redirect

to target Web server オプションを使用して、SA シリーズ アプライアンスを通じてア

プレットをダウンロードし、ネットワーク リソースへの直接の接続を有効にします。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Web Rewriting Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序

に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要

求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッ

チすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

データ転送プロキシ リソース ポリシーの作成

データ転送プロキシ リソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスが最小限の仲介を実

行する Web アプリケーションを指定します。データ転送プロキシ リソース ポリシーを作成す

るには、2 つの項目を指定する必要があります。
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• データ転送プロキシで仲介する Web アプリケーション

• SA シリーズ アプライアンスが、アプリケーション サーバーへのクライアント要求をリッス

ンする方法

データ転送プロキシ ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 再書き込みポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正

を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Rewriting チェックボックスを選択します。

c. Rewriting チェックボックスの下の Passthrough Proxy チェックボックスを選択しま

す。

d. OK をクリックします。

3. Rewriting > Passthrough Proxy タブを選択します。

4. Passthrough Proxy Policies ページで、New Application をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. URL フィールドで、アプリケーションに内的にアクセスするために使用するアプリケーショ

ン サーバーのホスト名とポートを指定します。このフィールドでパスを入力することはで

きません。

7. データ転送プロキシ機能を有効にする方法を指定します。

• Use virtual hostname － このオプションを指定する場合、アプリケーション サーバー

ホスト名のエイリアスを指定します。SA シリーズ アプライアンスは、アプリケーション

サーバー ホスト名のエイリアスに対するクライアント要求を受信すると、URL フィール

ドに指定されたアプリケーション サーバー ポートに要求を転送します。

このオプションを選択した場合、Network Identity section of the System > Network >

Internal Port タブの Network Identity セクションで SA シリーズ アプライアンス名

とホスト名も定義する必要があります。SA シリーズ アプライアンスで Sharepoint が正

常に動作するには、以下の条件の場合に Internet Explorer のツール インターネット

オプション > プライバシー > 詳細設定で「自動 Cookie 処理を上書きする」チェック

ボックスを選択する必要があります。

• データ転送プロキシの設定中に Use virtual hostname を選択した場合

• Sharepoint 設定で指定した仮想ホスト名が、SA シリーズ アプライアンスのセットアッ

プで指定したホスト名と異なる場合（すなわちドメインが異なる場合）

• 管理者コンソールの Users > User Roles > Select Role > General > Session Options

ページで、永続的 Cookie を有効にしている場合

• Use SA port －このオプションを選択した場合、11,000 ～ 11,099 の範囲にある固有の

SA シリーズ アプライアンスのポートを指定します。SA シリーズ アプライアンスは、指

定した SA シリーズ アプライアンス ポートのアプリケーション サーバーへのクライア
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ント要求をリッスンし、その要求を URL フィールドで指定されたアプリケーション サー

バー ポートに転送します。

8. Action セクションで、SA シリーズ アプライアンスがトラフィックを仲介する方法を指定

します。

• Rewrite XML － このオプションを選択したら、SA シリーズ アプライアンスは、XML コ

ンテンツに含まれる URL を再書き込みします。このオプションを無効にした場合、SA シ

リーズ アプライアンスは XML コンテンツを「そのまま」サーバーに渡します。

• Rewrite external links － このオプションを選択した場合、SA シリーズ アプライアン

スはすべて の URL を再書き込みします。このオプションを無効にした場合、SA シリー

ズ アプライアンスは、データ転送プロキシ ポリシーで指定されたホスト名を含む URL

のみを再書き込みします。

• Block cookies from being sent to the browser － このオプションを選択した場合、SA

シリーズ アプライアンスは、クライアントのブラウザに向けられた Cookie をブロック

します。SA シリーズ アプライアンスは、Cookie をローカルに格納し、要求された場合

は必ず、アプリケーションに Cookie を送信します。

• Host Header forwarding － このオプションを選択した場合、SA シリーズ アプライア

ンスは、実際のホスト識別子の代わりに、ホスト ヘッダーの一部としてのホスト名を渡

します。

Host Header forwarding オプションは、転送プロキシ仮想ホスト モードでだけ有効で

す。

9. Save Changes をクリックします。

10. Pass through Proxy Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価

の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー

から要求されたアプリケーションをポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のア

プリケーションと照合し、指定されたアクションを実行して、ポリシーの処理を停止しま

す。

11.以下の選択肢があります。

• Use virtual hostname では、次の操作も行わなければなりません。

a. SA シリーズ アプライアンスに解決される各アプリケーション サーバー ホスト名の

別名エントリを外部 DNS に追加する。

b. ワイルドカードのサーバー証明書を SA シリーズ アプライアンスにアップロードする

（推奨）。

• Use SA port を選択した場合は、企業のファイアウォール内にあるアプリ ケーション

サーバー用に指定した SA シリーズ アプライアンス ポートに対してトラフィックを開き

ます。

アプリケーションが複数のポートでリッスンする場合、個別の SA シリーズ アプライア

ンスのポートで、別々のデータ転送プロキシ エントリとして各アプリケーション ポート

を設定します。異なるホスト名または IP アドレスを使用してサーバーにアクセスする場

合、これらのオプションは個別に設定します。このような場合、同じ SA シリーズ アプ

ライアンス ポートを使用してもかまいません。
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データ転送プロキシ ページに埋め込まれた外部データ転送プロキシ リンクは、機能しない可

能性があります。たとえば、bar.company.com ページに foo.company.com へのリンクが含まれ

ており、foo.company.com がホスト作成のデータ転送プロキシ アプリケーションとして設定さ

れている場合、foo.company.com へのリンクは失敗します。この問題を避けるため、データ転

送プロキシ アプリケーションに埋め込むデータ転送プロキシ リンクには、ポート モードの

データ転送プロキシを使用してください。

カスタム ヘッダー リソース ポリシーの作成

デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスの再書き込みエンジンは、ブラウザ（クライア

ント）およびバックエンド サーバーに、選択されたカスタム ヘッダーのみを送信します。し

かし、カスタム ヘッダー リソース ポリシーを使用して、指定したリソースに関したカスタム

ヘッダーを許可または禁止することができます。

カスタム ヘッダー リソース ポリシーは、Content Type のような標準の HTTP ヘッダーのコ

ントロールは行わないことに注意してください。

カスタム ヘッダー リソース ポリシーを記述するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 再書き込みポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正

を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Rewriting チェックボックスを選択します。

c. Rewriting チェックボックスの下にある Custom Headers チェックボックスを選択しま

す。

d. OK をクリックします。

3. Rewriting > Custom Headers タブを選択します。

4. Custom Header Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.422

Secure Access 管理ガイド



• Allow Custom Headers － SA シリーズ アプライアンスが、ブラウザ（クライアント）や

バックエンド サーバーに対してヘッダーをブロックするのを防ぐには、このオプション

を選択します。

• Deny Custom Headers － SA シリーズ アプライアンス上でのデフォルトのカスタム ヘッ

ダーの動作を使用するには、このオプションを選択します。このオプションを選択する

と、SA シリーズ アプライアンスは、セキュリティを向上させるためにカスタム ヘッダー

をブロックします。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Web Rewriting Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序

に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要

求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッ

チすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

ActiveX パラメータ リソース ポリシーの作成

SA シリーズ アプライアンスが Web ページを再書き込みするときには、Web ページに組み込ま

れている ActiveX コントロールを再書き込みしません。ただし、リソース ポリシーを作成し

て、Web ページから ActiveX コントロールに渡される URL とホスト名パラメータを SA シリー

ズ アプライアンスに再書き込みさせるよう指定することができます。リソース ポリシーを設

定するには、以下の情報を取得する必要があります。

• クラス ID －Web ページは一般に、ActiveX コントロールを組み込むためにクラス ID を使

用します。クラス ID は固有であり、ActiveX コントロールを固有に識別する文字列定数で

す。

Internet Explorer 6 を使用して、ActiveX オブジェクトのクラス ID が何であるかを判定

することができます。Tools > Internet Options を選択して、Settings をクリックしてか

ら View Objects をクリックします。ActiveX オブジェクトを選択して右クリックし、

Properties を選択します。ActiveX オブジェクトの ID がハイライトされます。

• 言語 － Web ページは、静的または動的 HTML を使用して（すなわち JavaScript を使用し

て）、ActiveX コントロールを組み込むことができます。Web ページが静的 HTML を使用す

る場合、SA シリーズ アプライアンスは、指定された ActiveX パラメータを SA シリーズ

アプライアンス上で再書き込みし、同時にトラフィックを仲介します。これは、必要な全情

報が、ユーザーのブラウザとアプリケーションの Web サーバーとの間を通過するからです。

ただし、Web ページが動的 HTML を使用して ActiveX コントロールを組み込む場合には、

ページは頻繁に情報をクライアントからプルして、HTML を生成して ActiveX コントロール

を組み込みます。このため、指定された ActiveX パラメータの再書き込みに必要な情報を取

得するために、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーのブラウザでスクリプトを実行す

る必要があります。

• パラメータの種類 － SA シリーズ アプライアンスにパラメータを再書き込みさせるよう設

定する場合、パラメータが URL かホスト名かを決定する必要があります。SA シリーズ アプ

ライアンスは、他のパラメータのタイプには対応していません。

• パラメータ名 － SA シリーズ アプライアンスに再書き込みさせるパラメータの名前を指定

する必要があります。object タグ内で param タグを検索すれば、パラメータを見つけるこ
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とができます。たとえば、次のコードを使用しているページに組み込まれている Flash ムー

ビーを見つけることができます。

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" > <param name="movie"

value="mymovie.swf" />

<param name="quality" value="high" />

</object>

対応するリソース ポリシーを設定するときに、Parameter name フィールドで movie を入力

する必要があります。これは、movie が再書き込みを必要とする URL を指しているためで

す。しばしばページには複数の param タグが含まれていますが、それらすべてに再書き込み

が必要となるわけではありません。この例では、quality パラメータは再書き込みが必要で

はありません。

ActiveX パラメータの再書き込みリソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 再書き込みポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正

を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Rewriting チェックボックスを選択します。

c. Rewriting チェックボックスの下にある ActiveX Parameter Rewriting を選択します。

d. OK をクリックします。

3. Rewriting > ActiveX Parameter Rewriting タブを選択します。

4. ActiveX Parameter Rewriting Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. そのポリシーでコントロールしたい ActiveX コントロールのクラス ID（必須）およびその

ポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Parameters セクションで、そのポリシーでコントロールしたい ActiveX パラメータおよび

対応するアクションを指定します。実行できるアクションとしては、次のものがあります。

• Rewrite URL and response (Static HTML only) － SA シリーズ アプライアンスは、指

定された URL パラメータを SA シリーズ アプライアンスに再書き込みします。さらに、

SA シリーズ アプライアンスは、URL を要求している Web サーバーからのすべての応答

を再書き込みします。Web ページが静的 HTML だけを使用して ActiveX コントロールを

組み込む場合には、このオプションを選択する必要があることに注意してください。

• Rewrite URL and response (Static and dynamic HTML) － SA シリーズ アプライアンス

は、指定された URL を、SA シリーズ アプライアンス上で再書き込みするだけでなく、

クライアント上でも再書き込みします。さらに、SA シリーズ アプライアンスは、URL を

要求している Web サーバーからのすべての応答を再書き込みします。Web ページが動的

HTML を使用して ActiveX コントロールを組み込む場合には、このオプションを選択する

必要があることに注意してください。

• Rewrite URL (Static HTML only) － SA シリーズ アプライアンスは、指定された URL

パラメータを SA シリーズ アプライアンスに再書き込みします。Web ページが静的 HTML

だけを使用して ActiveX コントロールを組み込む場合には、このオプションを選択する

必要があることに注意してください。
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• Rewrite URL (Static and dynamic HTML) － SA シリーズ アプライアンスは、指定され

た URL を、SA シリーズ アプライアンス上で再書き込みするだけでなく、クライアント

上でも再書き込みします。Web ページが動的 HTML を使用して ActiveX コントロールを

組み込む場合には、このオプションを選択する必要があることに注意してください。

• Rewrite hostname (Static HTML only) － SA シリーズ アプライアンスは、指定された

ホスト名パラメータを SA シリーズ アプライアンスに再書き込みします。Web ページが

静的 HTML だけを使用して ActiveX コントロールを組み込む場合には、このオプション

を選択する必要があることに注意してください。

• Rewrite hostname (Static and dynamic HTML) － SA シリーズ アプライアンスは、指定

されたホスト名を、SA シリーズ アプライアンス上で再書き込みするだけでなく、クライ

アント上でも再書き込みします。Web ページが動的 HTML を使用して ActiveX コントロー

ルを組み込む場合には、このオプションを選択する必要があることに注意してください。

• Do not rewrite － SA シリーズ アプライアンスは、ActiveX コンポーネントのパラメー

タを再書き込みしません。

7. Save Changes をクリックします。

デフォルトの SA シリーズ アプライアンス ActiveX リソース ポリシを復元する

SA シリーズ アプライアンスは、通常使用される ActiveX オブジェクトのパラメータを再書き

込みするために事前に定義された複数のリソース ポリシを備えています。これらのポリシのど

れかを削除してからあとで復元する場合には、以下の表をガイドラインとして使用して再作成

してください。

表27: 事前定義されたリソース ポリシ

アクションパラメータクラス ID説明

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

ICAFile238f6f83 b8b4 11cf 8771 00a024541ee3Citrix NFuse xginen_EmbeddedApp object

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

URLDCB98BE9 88EE 4AD0 9790 2B169E8D5BBBOrgPlus OrgViewer

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

ホスト名の再書

き込み（静的お

よび動的 HTML）

GeneralURL

General_ServerName

05D96F71 87C6 11D3 9BE4 00902742D6E0Quickplace

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

FullURL5BDBA960 6534 11D3 97C7 00500422B550iNotes Discussion
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表27: 事前定義されたリソース ポリシ （続き）

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

ホスト名の再書

き込み（静的お

よび動的 HTML）

ServerURL

Error URL

B20D9D6A 0DEC 4d76 9BEF 175896006B4AB20D9D6A 0DEC 4d76 9BEF 175896006B4A

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

ServerURL2E687AA8 B276 4910 BBFB 4E412F685379Citrix NFuse Elite

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

BitmapDataPath00120000 B1BA 11CE ABC6 F5B2E79D9E3FWebPhotos LEAD

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

Src

Movie

D27CDB6E AE6D 11cf 96B8 444553540000Shockwave Flash

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

ホスト名の再書

き込み（静的お

よび動的 HTML）

General_URL

General_ServerName

3BFFE033 BF43 11d5 A271 00A024A51325iNotes Blue

URL の再書き込

み（静的 HTML

のみ）

DataURL333C7BC4 460F 11D0 BC04 0080C7055A83Tabular Data Control

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

URL6BF52A52 394A 11D3 B153 00C04F79FAA6Windows Media Player

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

URL4A266B8B 2BB9 47db 9B0E 6226AF6E46FCFlowPartPlace

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

Item1adb880a6 d8ff 11cf 9377 00aa003b7a11HTML Help
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表27: 事前定義されたリソース ポリシ （続き）

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

FileName22d6f312 b0f6 11d0 94ab 0080c74c7e95MS Media Player

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

DataURL333c7bc4 460f 11d0 bc04 0080c7055a83CSV Files Handler

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

mailboxUrlD801B381 B81D 47a7 8EC4 EFC111666AC0Microsoft OWA 用特別 ActiveX コントロー

ル

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

Url639325C9 76C7 4d6c 9B4A 523BAA5B30A8FlowPartPlace1

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

Path5445be81 b796 11d2 b931 002018654e2escriptx print control

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

HomeViewURL94F40343 2CFD 42A1 A774 4E7E48217AD494F40343 2CFD 42A1 A774 4E7E48217AD4

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

LPKPath5220cb21 c88d 11cf b347 00aa00a28331Microsoft License Manager

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

ホスト名の再書

き込み（静的お

よび動的 HTML）

General_URL

General_ServerName

E008A543 CEFB 4559 912F C27C2B89F13BDomino 7 beta 2 UploadControl

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

ホスト名の再書

き込み（静的お

よび動的 HTML）

General_URL

General_ServerName

1E2941E3 8E63 11D4 9D5A 00902742D6E0iNotes

URL の再書き込

みと応答（静的

HTML のみ）

FileNameF5D98C43 DB16 11CF 8ECA 0000C0FD59C7ActiveCGM

URL の再書き込

みと応答（静的

および動的

HTML）

BitmapDataPath00130000 B1BA 11CE ABC6 F5B2E79D9E3F00130000 B1BA 11CE ABC6 F5B2E79D9E3F
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再書き込みフィルタを作成する

Rewriting Filters タブは、Juniper Networks Support チームから指示があった場合にのみ使

用してください。

Web 圧縮リソース ポリシーの作成

SA シリーズ アプライアンスは、すべての適用可能な Web データを圧縮する 1 つのファイル

圧縮ポリシー（∗:∗/∗）を事前に備えています。管理者コンソールの Users > Resource Policies

> Web > Compression ページから、このポリシーを有効にすることができます。

Web 圧縮リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 圧縮ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行い

ます。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Compression チェックボックスを選択します。

c. OK をクリックします。

3. Compression タブを選択します。

4. Web Compression Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用する URL を指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応しているコ

ンテンツ タイプを圧縮します。

• Do not compress － SA シリーズ アプライアンスは指定されたリソースから、対応して

いるコンテンツ タイプを圧縮しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。
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OWA 圧縮リソース ポリシを定義する

OWA のキャッシングの問題により、SA シリーズ アプライアンスには以下にあげる リソース

ポリシが事前設定されています。これらは、SA シリーズ アプライアンスに、OWA を介してルー

トされる Javascript または CSS ファイルを圧縮させないことを指定するポリシです。

1. 圧縮しない :∗/exchWeb/controls/∗.css（すべてのロール）

2. 圧縮しない ∗:∗/exchWeb/controls/∗.js （すべてのロール）

3. 圧縮しない ∗:∗/exchWeb/∗/controls/∗.css（すべてのロール）

4. 圧縮しない ∗:∗/exchWeb/∗/controls/∗.js（すべてのロール）

最後の 2 つのポリシでは、OWA の異なるビルド バージョンを表すワイルドカード（∗） がパ

スに含まれています。

Juniper Networks は、必要な場合以外はできるだけ OWA の圧縮リソース ポリシを変更しない

ことを推奨します。

Web プロキシ リソース ポリシーの作成

Web プロキシリソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスがコンテンツを仲介する Web

プロキシ サーバーを指定します。SA シリーズ アプライアンスは、フォワード プロキシとバッ

クワード プロキシを仲介しますが、これらのタブを使用してプロキシを設定し、それを信頼で

きると指定した場合、このプロキシのみにシングル サインオンを可能にします。

Web プロキシ リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. Web プロキシ ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の

修正を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Web Proxy チェックボックスを選択します。

c. Web Proxy チェックボックスの下の Policies チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. Web Proxy > Policies タブを選択します。

4. Web Proxy Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。
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• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Access web resources directly － SA シリーズ アプライアンスは、Resources リスト

で指定されたリソースをユーザーが要求した場合、そのユーザーの要求をバックエンド

サーバーに仲介し、サーバーからの応答をユーザーに仲介します。

• Access web resources through a web proxy －Users > Resource Policies > Web > Web

Proxy > Servers タブで定義したドロップダウン リストから Web プロキシ サーバーを

指定します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

10. Web Proxy Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に従っ

て、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求され

たリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチする

と、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

Web プロキシ サーバーの指定

SA シリーズ アプライアンスを使用して直接 Web サーバーに接続するのではなく、SA シリー

ズ アプライアンスを経由して送信されるすべての Web 要求を Web プロキシに転送することが

できます。ネットワークのセキュリティ ポリシーでこのような設定が要求されている場合や、

キャッシング Web プロキシを使用してパフォーマンスを向上させる場合には、この機能を利用

すると便利です。

Web プロキシ リソース ポリシーを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. Web プロキシ ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の

修正を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Web Proxy チェックボックスを選択します。

c. Web Proxy チェックボックスの下の Servers チェックボックスを選択します。

d. OK をクリックします。

3. Web Proxy > Servers タブを選択します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.430

Secure Access 管理ガイド



4. Web Proxy Server に、Web プロキシ サーバーの名前または IP アドレス、およびプロキシ

サーバーがリッスンするポートの番号を入力して、Add をクリックします。

5. さらに Web プロキシ サーバーを指定するには、この手順を繰り返します。

HTTP 1.1 プロトコル リソース ポリシーの作成

プロトコル リソース ポリシーは、SA シリーズ アプライアンスとバックエンド サーバーとの

間の HTTP 1.1 プロトコル サポートの有効、無効を指定します。SA シリーズ アプライアンス

は、chunked Transfer Encoding、gzip、deflate Content Encoding、接続の永続性、および

If Modified Since、If None Match、If Unmodified Since、If Match などのキャッシ

ング ヘッダーをサポートしています。SA シリーズ アプライアンスは、Don’t rewrite content:

Do not redirect to target web server 選択的再書き込みオプションを選択しているときに

は、部分コンテンツによる範囲要求をサポートします。

HTTP 1.1 プロトコルの詳細については、World Wide Web Consortium による Hyptertext

Transfer Protocol HTTP 1.1 specification を参照してください。

SA シリーズ アプライアンスは、クライアントが HTTP 1.1 を使って通信している場合、HTTP

1.1 を使用しているネットワーク サーバーとのみ通信します。クライアントが HTTP 1.0 を使

用している場合、SA シリーズ アプライアンスは、HTTP 1.1 が有効に設定されているかどうか

に関係なく、HTTP 1.0 を使用しているバックエンド サーバーと通信します。

特定のリソースに対して HTTP 1.1 を使用したい場合、そのポリシーに対して HTTP 1.1 を有

効にして、設定済みポリシー リストでその新規ポリシーがデフォルト ポリシーの上に表示さ

れるようにします。ポリシー評価エンジンは、ポリシーを上から下に向かって評価して一致し

た場所で停止するため、HTTP 1.1 ポリシーをポリシー リストの一番上に配置してください。

SA シリーズ アプライアンスのデフォルト ポリシーでは、すべてのリソースについて HTTP 1.1

は無効になっています。すべてのリソースに HTTP 1.1 を使用する場合は、“∗:∗/∗” のポリ

シーの定義を変更するか、新しいポリシーを作成して HTTP 1.1 を有効にし、それをポリシー

リストの最初に移動します。このデフォルト ポリシー（および HTTP 1.1 を無効にするその他

任意のポリシー）を削除した場合には、SA シリーズ アプライアンスは、すべてのリソースに

ついて HTTP 1.0 を使用します。

HTTP 1.1 プロトコル リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. プロトコル ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修

正を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Protocol チェックボックスを選択します。

c. OK をクリックします。

3. Protocol タブを選択します。

4. Web Protocol Policies ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。
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6. Resources セクションで、このポリシーを適用する URL を指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Disable HTTP 1.1 － SA シリーズ アプライアンスは、自動的に HTTP 1.0 プロトコルを

介してバックエンド サーバーと通信します。

• Enable HTTP 1.1 －SA シリーズ アプライアンスは、クライアントが HTTP 1.1 プロトコ

ルを使って通信しているかぎり、自動的に HTTP 1.1 プロトコルを使ってバックエンド

サーバーと通信します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

クロス ドメイン アクセス ポリシーの作成

XMLHttpRequest オブジェクトは、フォームデータの送信やサーバーからのデータの取り込みな

ど、スクリプトに HTTP クライアントの機能を実行させることができます。今日の Web ブラウ

ザは、XMLHttpRequest の使用をセキュリティ上の理由から制限しています。ユーザーの Web

ページの送信元であるサーバー以外は、どのサーバーに対しても XMLHttpRequest は行えませ

ん。たとえば、ユーザーの Web アプリケーションとそのアプリケーションに必要なデータが、

両方とも同じ Web サーバーからのものである場合は、制限はありません。しかし、Web アプリ

ケーションが、あるサーバー上にあり、リクエストを別のサーバーに行った場合、ブラウザは

接続の開始を阻止します。ただし、このセキュリティはバイパスすることが可能です。

SA シリーズ アプライアンスでは、この制限を課すかどうか、またどのレベルまで課すかを指

定するリソース プロファイルを作成することができます。デフォルトでは、この制限はバイパ

スされており、クロス ドメイン アクセスは許可されています。

クロス ドメイン アクセス ポリシーを作成するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. クロス ドメイン ポリシーを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下

の修正を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Rewriting チェックボックスを選択します。
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c. Rewriting チェックボックスの下にある Cross Domain Access チェックボックスを選択

します。

d. OK をクリックします。

3. Rewriting > Cross Domain Access タブを選択します。

4. Cross Domain Access ページで、New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用する URL を指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow Cross Domain Access — 制限を課さず、クロス ドメイン アクセスを許可します。

• Deny XMLHttpRequest Cross Domain Access only — XMLHttpRequest オブジェクトが呼び

出し内で使用された場合、クロス ドメイン アクセスを拒否します。

• Deny all Cross Domain Access — XMLHttpRequest オブジェクトが呼び出し内で使用され

たかどうかに関わらず、クロス ドメイン アクセスを拒否します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

リソース ポリシーの定義：一般的オプション

このセクションで説明した Web リソース ポリシー オプションを有効にすると、SA シリーズ

アプライアンスは、各 Web リソース ポリシーの Resources フィールドに指定されたホスト名

のリストを作成します。このホスト名のリスト全体に対してオプションが適用されます。

Web リソース オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web に移動します。

2. Web オプションを表示するように管理者ビューを設定していない場合には、以下の修正を行

います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Options チェックボックスを選択します。
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c. OK をクリックします。

3. Options タブを選択します。

4. SA シリーズ アプライアンスに、Web リソース ポリシーで指定した各ホスト名に対応する

IP アドレスを検索させたい場合、IP based matching for Hostname based policy resources

を選択します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバーにアクセス

を試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アドレスのリ

ストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が見つ

かった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたアクショ

ンが適用されます。

注: このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適

用されません。

5. リソースへの URL で大文字と小文字を区別する場合には、Case sensitive matching for

the Path and Query string components in Web resources を選択します。たとえば、URL

でユーザー名やパスワード データを渡す場合に使用します。

6. Save Changes をクリックします。

リソース ポリシーの管理：UI の表示のカスタマイズ

ユーザーが実際に使用するページだけを表示するように、SA シリーズ アプライアンスが表示

する Web リソース ポリシー設定ページをコントロールすることができます。あるいは、新規

に SA シリーズ アプライアンスをインストールしたときに、これらの設定を使用して追加の

ページを表示させることができます（SA シリーズ アプライアンスでは、新規ユーザーには、

最もよく使用されるリソース ポリシーだけが表示されるため）。

SA シリーズ アプライアンスが表示する Web リソース ポリシー設定ページをコントロールす

るには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web > ポリシー タイプ を選択しま

す。

2. コンソール右上隅の Customize View ボタンをクリックします。

3. Customize View ダイアログ ボックスで、管理者コンソールにどの Web リソース ポリシー

を表示したいかを指定します。手動で各チェックボックスを選択するか、All Pages をク

リックして、すべての Web リソース ポリシー設定ページを表示させるか、あるいは Common

Pages をクリックして、最もよく使用される Web リソース ポリシー設定ページを表示する

ことができます。（SA シリーズ アプライアンスの Web Access Policies ページは非表示

にできません。）

4. OK をクリックします。
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ファイル再書き込み

• ファイル再書き込みの概要 435ページ

• ファイル再書き込みリソース プロファイルの作成 437ページ

• ファイル アクセス コントロール自動ポリシーの作成 438ページ

• ファイル圧縮自動ポリシーの作成 438ページ

• シングル サインオン自動ポリシーの作成（Windows のみ） 439ページ

• ファイル ソース プロファイル ブックマークの設定 440ページ

• Windows ファイル ブックマークを作成する 442ページ

• Windows リソースへの高度なブックマークを作成する 442ページ

• LDAP サーバーにマップする Windows ブックマークを作成する 443ページ

• 一般的な Windows ファイル参照オプションの定義 444ページ

• ファイル リソース ポリシを作成する 444ページ

• Windows アクセス リソース ポリシーの作成 445ページ

• Windows SSO リソース ポリシーの作成 446ページ

• Windows 圧縮リソース ポリシーの作成 447ページ

• 一般的なファイル書き込みオプションの定義 448ページ

• Unix ファイル ブックマークを作成する 449ページ

• Unix リソースへの高度なブックマークを作成する 450ページ

• 一般的な Unix ファイル参照オプションの定義 451ページ

• UNIX/NFS ファイル リソース ポリシを定義する 451ページ

• UNIX/NFS リソース ポリシーの作成 452ページ

• UNIX/NFS 圧縮リソース ポリシーの作成 453ページ

• 一般的な UNIX/NFS ファイル書き込みオプションの定義 454ページ

ファイル再書き込みの概要

ファイル リソース プロファイルは、Windows サーバー共有あるいは Unix サーバー上のリソー

スへのアクセスをコントロールします。
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ファイル再書き込み機能は、SA 700 を除き、Secure Access アプライアンスの標準機能です。

SA 700 アプライアンスを使用している場合、ファイル再書き込み機能にアクセスするには、

Core Clientless Access のアップグレード ライセンスをインストールする必要があります。

ファイル リソース プロファイルを作成する際、自動ポリシー リソースと同様に、以下の書式

を使用してリソース ポリシーのプライマリ リソースを定義する必要があります。

Windows リソース:

\\server[\share[\path]]

Unix リソース:

server[/path]

これらの書式の 3 つのコンポーネントは、以下のとおりです。

• サーバー（必須）－ 可能な値:

• ホスト名 － ホスト名の定義にシステム変数 <username> を使用できます。

• IP address － IP アドレスは a.b.c.d のフォーマットで指定する必要があります。

Windows の 非 NFS リソースに対しては、先頭に 2 つのバック スラッシュを使用する必要

があります。

• 共有（必須、Windows のみ） － システム変数 <username> を使用できます。SA シリーズ

アプライアンスが Windows ファイル共有への接続を試みた場合、ポート 445 と 139 に接続

します。

• パス（オプション）－ 許可された文字は次のとおりです。

任意の文字と一致。リソース プロファイルのプライマリ リソース（Windows リソース Server/share のフィールドあるい

は Unix リソースの Server フィールド）の定義でワイルドカード（∗）は使用できません。

∗

スラッシュ（/）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

有効な Windows リソースには、以下のようなものがあります。

\\juniper.com\dana

\\10.11.0.10\share\web

\\10.11.254.227\public\test.doc

有効な Unix リソースには、以下のようなものがあります。

juniper.com/dana

10.11.0.10/share/web

10.11.254.227/public/test.doc
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ファイル再書き込みリソース プロファイルの作成

ファイル再書き込みリソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Files を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから、Windows または Unix を選択します。

4. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。（この名

前がデフォルトのブックマーク名になります。）

5. アクセスをコントロールするリソースを入力します。作成するリソース プロファイルのタ

イプによって、リソースの書式は異なります。

• Windows － Server/share フィールドに、アクセスをコントロールするサーバー名あるい

は IP アドレス、共有名、およびオプションでパスを入力します。リソースを入力する

際、\\server[\share[\path]] の書式を使用します。

• Unix － Server フィールドに、アクセスをコントロールするサーバー名あるいは IP ア

ドレス、およびオプションでパスを入力します。リソースを入力する際、server[/path]

の書式を使用します。

6. Autopolicy: Windows File Access Control セクションまたは Autopolicy: Unix Access

Control セクションで、前の手順で指定したリソースへのユーザーからのアクセスを許可ま

たは拒絶するポリシーを作成します。（SA シリーズ アプライアンスが自動的に作成するア

クセス コントロール ポリシーを使用するには、少なくとも Add をクリックする必要があ

ります。）このポリシーは、指定したディレクトリと、そのすべてのサブディレクトリへの

アクセスを許可します。）

7. オプション: Show ALL autopolicy types をクリックして、リソースへのアクセスを微調整

する自動ポリシーを追加で作成します。次に、自動ポリシーを作成します。

8. Save and Continue をクリックします。

9. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、リソース プロファイルで作成された自動ポリシーとブックマークを

継承します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管理者コン

ソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにある、Files,

Windows オプションあるいは Files, UNIX/NFS オプションも有効化します。

10. Save Changes をクリックします。

11.（オプション）Bookmarks タブで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルトの

ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。（デフォルトでは、SA シ

リーズ アプライアンスは、Windows または Unix フィールドで定義したリソースにブック

マークを作成し、Roles タブで指定したロールに割り当てられているすべてのユーザーに表

示します。）
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ファイル アクセス コントロール自動ポリシーの作成

ファイル アクセス コントロール ポリシーは、ユーザーがアクセスできるファイル サーバー

上のリソースを指定します。ファイル リソース プロファイルの定義では、プロファイルのプ

ライマリ リソースへのアクセスを可能にする、対応するアクセス コントロール自動ポリシー

を作成する必要があります。SA シリーズ アプライアンスは、Server/share フィールド

（Windows）あるいは Server フィールド（Unix）で指定したディレクトリと、そのすべてのサ

ブディレクトリへのアクセスを許可する自動ポリシーを、自動的に作成することによって、プ

ロセスを簡素化しています。選択して Add をクリックするだけで、この自動ポリシーを有効に

できます。

必要に応じて、このデフォルト自動ポリシーを変更したり、追加リソースへのアクセスを許可

あるいは拒否する、別のファイル アクセス コントロール自動ポリシーを作成することができ

ます。

新しいファイル アクセス コントロール自動ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. ファイル リソース プロファイルを作成します。

2. まだ有効にされてない場合は、Autopolicy: Windows File Access Control チェックボック

ス、あるいは Autopolicy: Unix Access Control チェックボックスを選択します。

3. このポリシーを適用するリソースを Resource フィールドで指定します。Windows リソース

には \\server[\share[\path]]、Unix リソースには \\server[\path] の書式を使用しま

す。

4. Action リストで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Allow － 特定のリソースへのアクセスをユーザーに許可するには、このオプションを選

択します。

• Read only － 特定のリソースの表示だけをユーザーに許可し、編集を許可しないように

するには、このオプションを選択します。

• Deny － 特定のリソースへのアクセスをブロックするには、このオプションを選択しま

す。

5. Add をクリックします。

6. Save Changes をクリックします。

ファイル圧縮自動ポリシーの作成

管理者コンソールの Maintenance > System > Options ページで GZIP 圧縮を有効にした場合、

圧縮自動ポリシーは、どの種類のファイル データを SA シリーズ アプライアンスが圧縮する

必要があるかを指定します。

ファイル圧縮自動ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. ファイル リソース プロファイルを作成します。

2. Show ALL autopolicy types をクリックします。
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3. Autopolicy: Windows File Compression チェックボックス、あるいは Autopolicy: Unix

File Compression チェックボックスを選択します。

4. このポリシーを適用するリソースを Resource フィールドで指定します。Windows リソース

には \\server[\share[\path]]、Unix リソースには \\server[\path] の書式を使用しま

す。

5. Action フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Compress － 特定のリソースからのデータを圧縮するには、このオプションを選択しま

す。

• Do not compress － 特定のリソースに対して圧縮を無効にするには、このオプションを

選択します。

6. Add をクリックします。

シングル サインオン自動ポリシーの作成（Windows のみ）

シングル サインオン（SSO）自動ポリシーは、資格情報を自動的に Windows の共有あるいは

ディレクトリに送信するよう SA シリーズ アプライアンスを設定します。これによってユー

ザーは、資格情報を再入力する必要がありません。

Windows SSO 自動ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. Windows ファイル リソース プロファイルを作成します。

2. Show ALL autopolicy types をクリックします。

3. Autopolicy: Windows Server Single Sign On チェックボックスを選択します。

4. Resource フィールドに、\\server[\share[\path]] の書式を使用して、このポリシーを適

用するリソースを指定します。

5. 次のいずれかのオプションを選択します。

• Use predefined credentials － Windows の共有あるいはディレクトリに送る資格情報を

指定する場合に、このオプションを選択します。次に以下の操作を行います。

• Username フィールドに、Windows の共有あるいはディレクトリに送る変数（<username>)

あるいは静的ユーザー名（administrator）を入力します。変数を入力する際、ドメイ

ンを含めることも可能です。たとえば、yourcompany.net\<username> と入力します。

• Variable Password フィールドに変数（<password> など）を入力するか、Variable

フィールドに静的パスワードを入力します。入力したパスワードは、アスタリスク（∗）

で非表示となります。

静的資格情報を入力する際、SA シリーズ アプライアンスのファイル ブラウズ サーバー

は、サーバー共有への接続を維持しますが、別のアカウントを使用して同じ共有の別の

フォルダに接続しようとすると、接続できない場合があります。

指定した資格情報でエラーが生じた場合、SA シリーズ アプライアンスは、別の資格情報

を送信します。
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• Disable SSO － SA シリーズ アプライアンスが、自動的に特定の Windows 共有あるいは

ディレクトリに資格情報を送信しないようにするには、このオプションを選択します。

6. Save Changes をクリックします。

ファイル ソース プロファイル ブックマークの設定

ファイル リソース プロファイルを作成する際、SA シリーズ アプライアンスは、リソース プ

ロファイルで指定したプライマリ リソースにリンクするブックマークを自動的に作成します。

SA シリーズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ドメイン内に追加の

ブックマークを作成することが可能です。

ブックマークを設定する際に、次の点に注意してください。

• SA シリーズ アプライアンスで定義したロールすべてではなく、すでにリソース プロファイ

ルに関連付けたロールのみ、ブックマークに割り当てることができます。リソース プロファ

イルに関連付けたロール リストを変更するには、その Roles タブの設定を使用します。

• ブックマークは、SA シリーズ アプライアンスが、どのリンクをユーザーに表示するかをコ

ントロールするだけです。ユーザーがどのリソースにアクセスできるかをコントロールする

のではありません。たとえば、Windows のディレクトリへのアクセスを許可すれば、そのディ

レクトリへのブックマークを作成しなくても、ユーザーは Windows エクスプローラからその

ディレクトリにアクセスできます。

• ファイル アクセス コントロール自動ポリシーで定義した追加のサーバーにリンクするブッ

クマークを、作成することはできません。

• ブックマークを使用してファイルのショートカットを参照すると、

\\server5\share\users\jdoe\file.txt など、ネットワーク共有上のファイルあるいはフォ

ルダへのショートカットのブックマークのみが表示されます。ただし、SA シリーズ アプラ

イアンスは、C:¥users¥jdoe¥file.txt など、ローカル ディレクトリへのショートカットの

ブックマークは表示しません。

ファイル リソース プロファイル ブックマークを設定するには、次の操作を行います。

1. リソース プロファイルのブックマークを標準のリソース プロファイル ページで作成す

る場合、次の操作を行います。

a. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Files > リソース プロファイル

名> Bookmarks ページに移動します。

b. 既存のブックマークを変更する場合は、Bookmark コラムで該当するリンクをクリック

します。ブックマークを追加で作成するには、New Bookmark をクリックします。

リソース プロファイルのブックマークをユーザー ロール ページで作成する場合は、次

の操作を行います。

a. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロール名 > Files > Windows

Bookmarks|Unix Bookmarks ページに移動します。

b. New Bookmark をクリックします。
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c. Type リストで、File Resource Profile を選択します。（SA シリーズ アプライアン

スは、ファイル リソース プロファイルがまだ作成されていない場合には、このオプ

ションを表示しません。）

d. 既存のリソース プロファイルを選択します。

e. OK をクリックします。（選択したロールをリソース プロファイルに関連付けていな

い場合、SA シリーズ アプライアンスが、自動的に関連付けを行います。SA シリーズ

アプライアンスは、リソース プロファイルが必要とする、ロールに対する任意のアク

セス コントロール ポリシーも有効にします。）

f. ロールが、選択されたリソース プロファイルに関連付けられていない場合、SA シリー

ズ アプライアンスが、通知メッセージを表示します。このメッセージが表示されたら

Save Changes をクリックします。このロールがリソース プロファイルのロール リス

トに追加され、必要に応じてプロファイルの自動ポリシーが更新されます。前の手順

を繰り返してブックマークを作成します。

注: リソース プロファイル ブックマークを、標準のリソース プロファイル

ページではなく、ユーザー ロール ページから作成した場合、SA シリーズ ア

プライアンスは、生成されたブックマークを、選択されたロールだけに関連付

けます。SA シリーズ アプライアンスは、選択されたリソース プロファイル

に関連付けられたすべてのロールに、ブックマークを割り当てるわけではあり

ません。

2. オプションで、ブックマークの名前と説明を変更することができます。（デフォルトで

は、リソース プロファイル名を使って、ブックマークの名前が付けられます。）

3. プライマリ リソース プロファイルで定義したリソースのサブディレクトリへのリンクを

作成したい場合、File Browsing Path フィールドで、リソースにサフィックスを追加し

ます。

このフィールドには、必ず一意のサーバーとパスを入力します。同じサーバーとパスの連

結文字列を含むブックマークを 2 つ作成した場合、SA シリーズ アプライアンスは、エ

ンドユーザーのビューからブックマークを 1 つ削除します。ただし、管理者コンソール

では両方のブックマークを見ることができます。

4. Appearance セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Appear as bookmark on homepage and in file browsing － ユーザーの Welcome ペー

ジとネットワーク ファイルの参照時の両方でブックマークを表示したい場合、このオ

プションを選択します。

• Appear in file browsing only － ユーザーがネットワーク ファイルを参照している

ときにのみブックマークを表示したい場合、このオプションを選択します。

5. ブックマークをリソース プロファイル ページの Roles から設定する場合は、ブックマー

クを表示するロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているすべてのロール

にブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。
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• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールの

サブセットにブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。次に、ALL

Selected Roles リストでロールを選択し、Add をクリックして Subset of selected

roles リストにそれらを移動します。

6. Save Changes をクリックします。

Windows ファイル ブックマークを作成する

Windows ファイル ブックマークを作成するには、次の 2 つの方法があります。

• 既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する（推奨） － この方法では、SA

シリーズ アプライアンスが、リソース プロファイルの設定を使用して、自動的にブックマー

クに主なパラメータ（プライマリ サーバーや共有など）を入力します。さらに、関連するリ

ソース プロファイルを作成する際に、SA シリーズ アプライアンスが、ブックマークへのア

クセスが可能になるように、必要なポリシの作成プロセスで手順をガイドします。

• 標準ブックマークを作成する － このオプションを選択した場合、設定する際にすべてのブッ

クマーク パラメータを手動で入力する必要があります。また、ファイル参照へのアクセスを

ロール レベルで有効にし、ブックマークで定義したサーバーへのアクセスを可能にするリ

ソース ポリシを作成する必要があります。

このロールにマップされたユーザーに対し、Welcome ページに表示する Windows ブックマーク

を作成できます。ユーザーのネットワーク ディレクトリにすばくアクセスするには、URL パス

にユーザーの SA シリーズ アプライアンス ユーザー名を挿入します。

SA シリーズ アプライアンス ユーザーが DFS サーバー上でファイルを参照している場合、DFS

サーバーは Active Directory に保存されているサイト設定データを使用して、SA シリーズ

アプライアンスに正しい順序で DFS 参照を返します。より遠いサーバーの参照よりも、より近

くにあるサーバーへの参照が、リストの上位に構成されます。クライアントは、受信した順序

で参照を処理しようとします。このリストにないサブネットのクライアントから要求が送信さ

れた場合、サーバーはクライアントの場所が分からず、任意の順序で利用者に参照リストを返

すことになります。この状況では、SA シリーズ アプライアンス（この場合、クライアントと

して動作）の DFS 要求が、はるか遠くにあるサーバーへアクセスする可能性があります。これ

と同様に、SA シリーズ アプライアンスがあるサブネットからアクセスできないサーバーに、

SA シリーズ アプライアンスがアクセスしようとして、深刻な遅延が発生する恐れがあります。

SA シリーズ アプライアンスが DFS サーバーのリストに存在しないサブネットにインストール

されている場合、DFS 管理者はドメイン コントローラの 「Active Directory Sites and

Services」ツールを使用して、SA シリーズ アプライアンスのサブネットを適切なサイトに追

加できます。

Windows リソースへの高度なブックマークを作成する

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Windows 共有やディ

レクトリへのアクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プロ

ファイルから設定されることを推奨します。
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Windows リソースへのブックマークを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > Files > Windows Bookmarks を選

択します。

2. New Bookmark をクリックし、サーバー名および共有名を参照するか、入力します。アクセ

スをさらに制限する場合、パスを指定します。ユーザーのユーザー名を挿入したい場合は、

パスの適切な場所に <username> を入力します。ブックマークの名前と説明を指定すると、

この情報は、server/share ではなく、SA シリーズ アプライアンスのホームページに表示

されます。

Windows サーバーにブックマークを指定することはできません。サーバー名と共有名の両方

を指定する必要があります。

このフィールドには、必ず一意のサーバーとパスを入力します。同じサーバーとパスの連結

文字列を含むブックマークを 2 つ作成した場合、SA シリーズ アプライアンスは、エンド

ユーザーのビューからブックマークを 1 つ削除します。ただし、管理者コンソールでは両

方のブックマークを見ることができます。

3. Appearance に、以下のいずれかを選択します。

• Appear as bookmark on homepage and in file browsing－ ユーザーの Welcome ページ

とネットワーク ファイルの参照時の両方でブックマークを表示したい場合、このオプショ

ンを選択します。

• Appear in file browsing only － ネットワーク ファイルを参照したときにだけブック

マークを表示したい場合、このオプションを選択します。

4. SA シリーズ アプライアンスに、対応する Windows Access リソース ポリシーを自動的に

作成させるには、Access で Enable auto allow access to this bookmark をオンにしま

す。この機能は、ユーザーが作成したブックマークでなく、ロールのブックマークにのみ適

用されます。次に、以下の選択を行います。

• Read write access － ユーザーがファイルをサーバーに保存できるようにします。ユー

ザーは、ファイルを 500 MB 以上サーバーにアップロードできません。

• Include sub folders － 指定したブックマーク パスの下にあるディレクトリで、ユー

ザーがファイルを表示できるようにします。

注: Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理者

がオプションを非表示にしている場合は、表示されません。

5. Save Changes をクリックするか、追加する場合は Save + New をクリックします。

LDAP サーバーにマップする Windows ブックマークを作成する

ユーザーの LDAP ホーム ディレクトリに自動的にマップするブックマークを作成するには、次

の操作を行います。

1. LDAP サーバー インスタンスを作成します。

2. サーバー カタログに LDAP の属性 homeDirectory を追加します。

443Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第21章: ファイル再書き込み



3. 領域を設定し、認証サーバーとして LDAP をバインドします。

4. 必要に応じて、ロール マッピング規則を設定します。

5. Windows ブックマークを作成します。設定の際、ブックマークで <userAttr.homeDirectory>

を指定します。

6. Save Changes をクリックします。

一般的な Windows ファイル参照オプションの定義

一般的な Windows ファイル参照オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > Files > Options を選択します。

2. Windows Network Files で、ユーザーに有効にするオプションを指定します。

• User can browse network file shares － 有効にした場合、ユーザーは、利用可能な

Windows ファイル共有上のリソースへのブックマークを表示したり作成することができま

す。

• User can add bookmarks － 有効にした場合、ユーザーは、利用可能な Windows ファイ

ル共有上のリソースへのブックマークを表示したり作成することができます。

3. Save Changes をクリックします。

ファイル リソース ポリシを作成する

ロールに対してファイル アクセス機能を有効にする際、Windows と NFS ファイル共有の通信

に使用するエンコードに加え、ユーザーがアクセスできる Windows と UNIX/NFS リソースを指

定するリソース ポリシも作成する必要があります。ユーザーがファイルを要求すると、SA シ

リーズ アプライアンスは、MS Word ドキュメント（.doc ファイル）取得要求用の Windows ア

クセス リソース ポリシなど 、その要求に対応するリソース ポリシを評価します。SA シリー

ズ アプライアンスは、ユーザーの要求を該当するポリシにリストされているリソースと照合し

た後、そのリソースに指定されたアクションを実行します。

リソース ポリシは、標準インターフェース（次のセクションで説明）あるいはリソース プロ

ファイル（推奨）から作成することができます。

ファイル リソース ポリシを作成する際、以下の主な情報を入力する必要があります。

• リソース ー リソース ポリシでは、そのポリシを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。ファイル ポリシの作成時には、ファイル サーバーまたは特定の共有を指

定する必要があります。

• ロール ー リソース ポリシは、そのポリシを適用するロールを指定する必要があります。

ユーザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスはそのロールに適用するポリシを決

定し、要求に対応するポリシを評価します。

• アクション ー 各タイプのリソース ポリシは、リソースを許可または拒否するかどうか、

ユーザーにディレクトリへの書き込みを許可するなどの特定の機能を実行するかどうかといっ

た、特定のアクションを実行します。ユーザー要求に対してさらなる条件を適用する、詳細

規則を作成することもできます。
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リソース ポリシを評価する SA シリーズ アプライアンスエンジンでは、ポリシの Resources

リスト内に表示されるリソースが標準形式に従っている必要があります。

Windows ファイル リソース標準形式

このセクションでは、バックワード互換性についての情報を提供しています。Windows ファイ

ル サーバーへのアクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プ

ロファイルから設定することを推奨します。

Windows ファイル リソースにリソース ポリシを作成する際、以下の標準形式について理解し

ておく必要があります。

\\server[\share[\path]]

以下の 3 つのコンポーネントがあります。

• サーバー（必須）－ 可能な値:

• ホスト名 － システム変数 <username> を使用できます。

• IP アドレス － IP アドレスは、以下の形式で指定する必要があります。a.b.c.d

•

• 共有（オプション） － 共有がない場合は、アスタリスク（∗）が想定され、すべてのパスと

一致します。システム変数 <username> を使用できます。

• パス（オプション）－ 許可された特殊文字は次のとおりです。

任意の文字と一致∗

スラッシュ（/）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

パスがない場合はスラッシュ（/）が想定され、最上位レベルのフォルダと一致すると見なされ

ます。例:

\\%.danastreet.net\share\<username>\*

\\*.juniper.com\dana\*

\\10.11.0.10\share\web\*

\\10.11.254.227\public\%.doc

Windows アクセス リソース ポリシーの作成

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Windows ファイル

サーバーへのアクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プロ

ファイルから設定されることを推奨します。

Windows アクセス リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Files > Access > Windows を選択し

ます。

2. Windows File Access Policies ページで、New Policy をクリックします。
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3. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを許可します。ユー

ザーがサーバーにファイルを保存することを禁止する場合は、Read only をオンにしま

す。

• Deny access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを拒否します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Windows File Access Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価

の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザー

から要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソース

とマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

ユーザー要求が Resource リスト内のリソースと一致したときに SA シリーズ アプライアンス

がファイル サーバーに送信する資格情報を指定できるよう、ファイル リソース ポリシーを作

成する場合、以下の手順で行います。ユーザーに資格情報の入力を求めるよう、SA シリーズ

アプライアンスを設定することもできます。

Windows SSO リソース ポリシーの作成

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Windows ファイル

サーバーへのアクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プロ

ファイルから設定されることを推奨します。

Windows 資格情報リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Files > SSO > Windows を選択しま

す。

2. Windows Credentials Policies ページで、New Policy をクリックします。

3. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Roles セクションで、以下を指定します。
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• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

6. Action セクションで、リソースが資格情報を要求した時のアクションを指定します。

• Use System Credentials － SA シリーズ アプライアンスが、指定されたユーザーの資格

情報とリソースをキャッシュに保存している場合は、保存されている資格情報を送信しま

す。保存されている資格情報の認証が失敗した場合、またはそのユーザー向けの資格情報

が保存されていない場合は、SA シリーズ アプライアンスは、新しい資格情報を要求し、

その新しい資格情報を保存します。

• Use Specific Credentials － SA シリーズ アプライアンスがリソースに送信する静的資

格情報を指定します。ファイル ブラウズ サーバーはサーバーあるいは共有への接続を維

持するので、別のアカウントを使用して同じ共有の別のフォルダに接続しようとすると、

接続できない場合があります。指定した資格情報でエラーが生じた場合、SA シリーズ ア

プライアンスは、別の資格情報を送信します。入力したパスワードは、アスタリスク（∗）

で非表示となります。

• Prompt for user credentials － ユーザーが初めて共有へアクセスする時、SA シリーズ

アプライアンスで認証チャレンジを提示することによって、SA シリーズ アプライアンス

は共有チャレンジを仲介します。ユーザーは資格情報を入力し、資格情報は SA シリーズ

アプライアンスに保存されます。これ以降に資格情報の認証が失敗した場合は、もう一度

ユーザーに資格情報を要求します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Windows File Access Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価

の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザー

から要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソース

とマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

Windows 圧縮リソース ポリシーの作成

このセクションの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。しかしながら、

より簡単でより統一された設定方法を提供するリソース プロファイルを使って、圧縮を設定す

ることをお勧めします。

管理者コンソールの Maintenance > System > Options ページで GZIP 圧縮を有効にした場合、

圧縮ポリシーは、どの種類のファイル データを SA シリーズ アプライアンスが圧縮する必要

があるかを指定します。
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SA シリーズ アプライアンスは、該当するすべてのファイル データを圧縮する 2 つのファイ

ル圧縮ポリシー（∗:∗/∗）を事前に備えています。管理者コンソールの Resource Policies >

Files > Compression ページで、これらのポリシーを有効にすることができます。

Windows ファイル圧縮リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Resource Policies > Files > Compression を選択します。

2. Windows タブを選択します。

3. New Policy をクリックします。

4. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

5. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

6. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

7. Action セクションで、以下を指定します。

• Compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応しているコ

ンテンツ タイプを圧縮します。

• Do not compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応し

ているコンテンツ タイプを圧縮しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

8. Save Changes をクリックします。

一般的なファイル書き込みオプションの定義

ファイル リソース ポリシーに適用するファイル リソース オプションを指定することができ

ます。ファイル リソース ポリシー オプションを有効にすると、各ファイル リソース ポリ

シーの Resources フィールドで指定されたホスト名のリストが作成されます。このホスト名の

リスト全体に対してオプションが適用されます。

Windows ファイル サーバーに対してリソース オプションを指定するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Files > Options を選択します。

2. 次のオプションを選択します。
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• IP based matching for Hostname based policy resources － SA シリーズ アプライア

ンスは、ファイル リソース ポリシーで指定された各ホスト名に対応する IP アドレスを

参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバーにアクセス

を試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アドレスの

リストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が見

つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたア

クションが適用されます。

このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適用されませ

ん。

• Case sensitive matching for the Path component in File resources － ユーザーは、

大文字と小文字を区別したパス コンポーネントを入力する必要があります。

• Encoding － Windows および NFS のファイル共有と通信するときに使用するエンコード

を選択します。

• Use NTLM v1, NTLM v1 will be used for all NTLM negotiations － ファイ ル共有認証

に NTLM V1 のみを使用するには、このオプションを選択します。

• Use NTLM v2, NTLM v2 will be used for all NTLM negotiations － ファイ ル共有認証

に NTLM V2 のみを使用するには、このオプションを選択します。

• Number of NTLM authentication protocol variant attempts － SSO の間のログイン試

行の回数を管理します。アカウント ロックアウト問題がある場合には、Low・を選択しま

す。

3. Save Changes をクリックします。

Unix ファイル ブックマークを作成する

Unix ファイル ブックマークを作成するには、次の 2 つの方法があります。

• 既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する（推奨） － この方法では、SA

シリーズ アプライアンスは、リソース プロファイルの設定を使用して、自動的にブックマー

クに主なパラメータ（サーバーなど）を入力します。さらに、関連するリソース プロファイ

ルを作成する際に、SA シリーズ アプライアンスが、ブックマークへのアクセスが可能にな

るように、必要なポリシの作成プロセスで手順をガイドします。

• 標準ブックマークを作成する － このオプションを選択した場合、設定する際にすべてのブッ

クマーク パラメータを手動で入力する必要があります。また、ファイル参照へのアクセスを

ロール レベルで有効にし、ブックマークで定義したサーバーへのアクセスを可能にするリ

ソース ポリシを作成する必要があります。

このロールにマップされたユーザーに対し、Welcome ページに表示する Unix ブックマークを

作成できます。ユーザーのネットワーク ディレクトリにすばくアクセスするには、URL パスに

ユーザーの SA シリーズ アプライアンスのユーザー名を挿入します。
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Unix リソースへの高度なブックマークを作成する

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Unix サーバーへの

アクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プロファイルから設

定されることを推奨します。

SA シリーズ アプライアンスのホームページに表示する UNIX/NFS ブックマークを作成するこ

とができます。ユーザーのネットワーク ディレクトリに素早くアクセスするには、URL パスに

ユーザーの SA シリーズ アプライアンス ユーザー名を挿入します。

UNIX/NFS リソースへのブックマークを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > Files > UNIX Bookmarks を選択

します。

2. New Bookmark をクリックし、サーバーのホスト名または IP アドレスと、共有へのパスを

入力します。ユーザーのユーザー名を挿入したい場合は、パスの適切な場所に <username>

を入力します。ブックマークの名前と説明を指定すると、この情報は、server/path ではな

く、SA シリーズ アプライアンスのホームページに表示されます。

このフィールドには、必ず一意のサーバーとパスを入力します。同じサーバーとパスの連結

文字列を含むブックマークを 2 つ作成した場合、SA シリーズ アプライアンスは、エンド

ユーザーのビューからブックマークを 1 つ削除します。ただし、管理者コンソールでは両

方のブックマークを見ることができます。

3. Appearance に、以下のいずれかを選択します。

• Appear as bookmark on homepage and in file browsing－ ユーザーの Welcome ページ

とネットワーク ファイルの参照時の両方でブックマークを表示したい場合、このオプショ

ンを選択します。

• Appear in file browsing only － ネットワーク ファイルを参照したときにだけブック

マークを表示したい場合、このオプションを選択します。

4. SA シリーズ アプライアンスに、対応する UNIX/NFS リソース ポリシーを自動的に作成さ

せるには、Access で Enable auto allow access to this bookmark をオンにします。こ

の機能は、ユーザーが作成したブックマークでなく、ロールのブックマークにのみ適用され

ます。次に、以下の選択を行います。

• Read write access － ユーザーがファイルをサーバーに保存できるようにします。ユー

ザーは、ファイルを 500 MB 以上サーバーにアップロードできません。

• Include sub folders － 指定したブックマーク パスの下にあるディレクトリで、ユー

ザーがファイルを表示できるようにします。

注: Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理

者がオプションを非表示にしている場合は、表示されません。

5. Save Changes をクリックするか、追加する場合は Save + New をクリックします。
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一般的な Unix ファイル参照オプションの定義

NFS ファイル参照が適切に機能するには、NFS ファイル参照を有効にする前に SA シリーズ ア

プライアンス上で NIS サーバーを構成する必要があります。

一般的なファイル参照オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール名 > Files > Options を選択します。

2. UNIX Network Files で、ユーザーに有効にするオプションを指定します。

• User can browse network file shares － 有効にした場合、ユーザーは、利用可能な

UNIX ファイル共有上のリソースへのブックマークを、表示したり作成することができま

す。

• User can add bookmarks － 有効にした場合、ユーザーは、利用可能な UNIX ファイル共

有上のリソースへのブックマークを、表示したり作成することができます。

• Allow automount shares － 有効にした場合、ユーザーは NIS サーバーで指定された自

動マウント共有にアクセスできます。

3. Save Changes をクリックします。

UNIX/NFS ファイル リソース ポリシを定義する

ロールに対してファイル アクセス機能を有効にする際、Windows と NFS ファイル共有の通信

に使用するエンコードに加え、ユーザーがアクセスできる Windows と UNIX/NFS リソースを指

定するリソース ポリシも作成する必要があります。ユーザーがファイルを要求すると、SA シ

リーズ アプライアンスは、MS Word ドキュメント（.doc ファイル）取得要求用の Windows ア

クセス リソース ポリシなど 、その要求に対応するリソース ポリシを評価します。SA シリー

ズ アプライアンスは、ユーザーの要求を該当するポリシにリストされたリソースと照合した

後、そのリソースに指定されたアクションを実行します。

リソース ポリシは、標準インターフェース（次のセクションで説明）あるいはリソース プロ

ファイル（推奨）から作成することができます。

ファイル リソース ポリシを作成する際、以下の主な情報を入力する必要があります。

• リソース ー リソース ポリシでは、そのポリシを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。ファイル ポリシの作成時には、ファイル サーバーまたは特定の共有を指

定する必要があります。

• ロール ー リソース ポリシでは、そのポリシを適用するロールを指定する必要があります。

ユーザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスはそのロールに適用するポリシを決

定し、要求に対応するポリシを評価します。

• アクション ー 各タイプのリソース ポリシは、リソースを許可または拒否するかどうか、

ユーザーにディレクトリへの書き込みを許可するなどの特定の機能を実行するかどうかといっ

た、特定のアクションを実行します。ユーザー要求に対してさらなる条件を適用する、詳細

規則を作成することもできます。
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リソース ポリシを評価する SA シリーズ アプライアンスのエンジンでは、ポリシの Resources

リスト内に表示されるリソースが標準形式に従っている必要があります。

標準形式: UNIX/NFS ファイル リソース

UNIX/NFS ファイル リソースのリソース ポリシを作成する場合は、次の標準形式を理解してお

く必要があります。

server[/path]

以下の 2 つのコンポーネントがあります。

• サーバー（必須）— 可能な値:

• ホスト名 － システム変数 <username> を使用できます。

• IP address — IP アドレスは次のような形式で指定する必要があります。a.b.c.d

• パス（オプション）－ 許可された特殊文字は次のとおりです。

任意の文字と一致∗

バック スラッシュ（\）以外の任意の文字と一致%

1 文字だけ一致?

パスがない場合はバック スラッシュ（\）が想定され、最上位レベルのフォルダと一致すると

見なされます。例:

%.danastreet.net/share/users/<username>

*.juniper.com/dana/*

10.11.0.10/web/*

10.11.254.227/public/%.txt

UNIX/NFS リソース ポリシーの作成

このセクションの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Unix ファイル

サーバーへのアクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プロ

ファイルから設定されることを推奨します。

UNIX/NFS リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Files > Access > Unix/NFS を選択し

ます。

2. Unix/NFS File Access Policies ページで、New Policy をクリックします。

3. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。
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• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを許可します。ユー

ザーがサーバーにファイルを保存することを禁止する場合は、Read only をオンにしま

す。

• Deny access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを拒否します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Unix/NFS File Access Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価

の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザー

から要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソース

とマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

UNIX/NFS 圧縮リソース ポリシーの作成

このセクションの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Unix ファイル

サーバーへのアクセスに関しては、より簡単で統一された設定方法を提供するリソース プロ

ファイルから設定されることを推奨します。

管理者コンソールの Maintenance > System > Options ページで GZIP 圧縮を有効にした場合、

圧縮ポリシーは、どの種類のファイル データを SA シリーズ アプライアンスが圧縮する必要

があるかを指定します。

SA シリーズ アプライアンスは、該当するすべてのファイル データを圧縮する 2 つのファイ

ル圧縮ポリシー（∗:∗/∗）を事前に備えています。管理者コンソールの Resource Policies >

Files > Compression ページで、これらのポリシーを有効にすることができます。

Unix/NFS ファイル圧縮リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Resource Policies > Files > Compression を選択します。

2. Unix/NFS タブを選択します。

3. New Policy をクリックします。

4. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

5. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

6. Roles セクションで、以下を指定します。
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• Allow access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを許可します。ユー

ザーがサーバーにファイルを保存することを禁止する場合は、Read only をオンにしま

す。

• Deny access－ Resources リストで指定したリソースへのアクセスを拒否します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

7. Action セクションで、以下を指定します。

• Compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応しているコ

ンテンツ タイプを圧縮します。

• Do not compress － SA シリーズ アプライアンスは、指定されたリソースからの対応し

ているコンテンツ タイプを圧縮しません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

8. Save Changes をクリックします。

一般的な UNIX/NFS ファイル書き込みオプションの定義

ファイル リソース ポリシーに適用するファイル リソース オプションを指定することができ

ます。ファイル リソース ポリシー オプションを有効にすると、各ファイル リソース ポリ

シーの Resources フィールドで指定されたホスト名のリストが作成されます。このホスト名の

リスト全体に対してオプションが適用されます。

UNIX/NFS リソースに対してオプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Files > Options を選択します。

2. 次のオプションを選択します。

• IP based matching for Hostname based policy resources － SA シリーズ アプライア

ンスは、ファイル リソース ポリシーで指定された各ホスト名に対応する IP アドレスを

参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバーにアクセス

を試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アドレスの

リストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が見

つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたア

クションが適用されます。

このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適用されませ

ん。

• Case sensitive matching for the Path component in File resources － NFS リソース

への URL で大文字と小文字を区別する場合には、このオプションを選択します。URL で

ユーザー名やパスワード データを渡す場合には、このオプションを使用します。

注: このオプションは、Windows サーバーには適用されません。

• Encoding － Windows および NFS のファイル共有と通信するために使用するエンコード

を選択します。
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• NTLM Version － 管理者資格情報の Kerberos 認証が失敗した場合に、NTLM バージョン

1 またはバージョン 2 認証のどちらに戻るかを選択します。

• Number of NTLM authentication protocol － High を選択して、バックエンド サーバー

への多数の認証要求を許可します。これは NTLM にのみ適用され、基本認証には適用され

ません。試行失敗が多すぎるためにサーバーがユーザーをロックアウトする場合は、Low

を選択します。

注: High を選択している場合は、多くのサーバーは、異なる NTLM プロトコ

ル バリアントの試行をサポートしません。ユーザー名とパスワードが正しい

にもかかわらず、認証に失敗する場合は、このオプションを Low に設定して

ください。

3. Save Changes をクリックします。
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第22章

セキュア アプリケーション マネージャ

• セキュア アプリケーション マネジャーの概要 458ページ

• タスク サマリー:WSAM の設定 458ページ

• WSAM セッション中にネットワークコネクトを起動する 459ページ

• WSAM の問題をデバッグする 459ページ

• WSAM リソース プロファイルについて 460ページ

• WSAM クライアント アプリケーション リソース プロファイルの作成 460ページ

• WSAM 宛先ネットワーク リソース プロファイルの作成 462ページ

• WSAM がセキュリティを保護するアプリケーションとサーバーを指定する 463ページ

• WSAM をバイパスする必要があるアプリケーションを指定する 464ページ

• ロール レベルの WSAM オプションを指定する 466ページ

• ユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定する 468ページ

• ロール レベルの WSAM オプションを指定する 469ページ

• WSAM ランチャの使用 470ページ

• JSAM の概要 473ページ

• タスク サマリー:JSAM の設定 473ページ

• クライアント/サーバーの通信に JSAM を使用する 474ページ

• プロキシ Web サーバー経由で SA シリーズ アプライアンスに接続する PC を設定す

る 479ページ

• クライアント/サーバーの通信に JSAM を使用する 480ページ

• SA シリーズ アプライアンスが割り当てたループバック アドレスを確認する 484ページ

• クライアント/サーバーの通信に JSAM を使用する 485ページ

• 外部 DNS サーバーとユーザー マシンの設定 490ページ

• JSAM Linux および Macintosh のサポート 491ページ

• 標準のアプリケーション サポート:MS Outlook 491ページ

• 標準のアプリケーション サポート:Lotus Notes 493ページ

• Lotus Notes クライアントの設定 494ページ

• 標準のアプリケーション サポート:Citrix Web Interface for MetaFrame (NFuse

Classic) 495ページ
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• Citrix ネイティブ クライアントで Citrix 発行アプリケーションを有効化する 496ページ

• Citrix セキュア ゲートウェイの有効化 499ページ

• JSAM アプリケーション リソース プロファイルの作成 500ページ

• JSAM でセキュリティを保護するアプリケーションを指定する 504ページ

• ロール レベルの JSAM オプションを指定する 506ページ

• JSAM を自動的に起動する 507ページ

• ユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定する 509ページ

• リソース レベルの JSAM オプションを指定する 510ページ

セキュア アプリケーション マネジャーの概要

セキュア アプリケーション マネジャーのオプションは、クライアント アプリケーションから

企業サーバーへのセキュアなアプリケーションレベルのリモート アクセスを提供します。セ

キュア アプリケーション マネジャーには、以下の 2 つのバージョンがあります。

• Windows バージョン（WSAM） － セキュア アプリケーション マネジャーの Windows バー

ジョンは、個々のクライアント/サーバー アプリケーションとアプリケーション サーバーへ

のトラフィックのセキュリティを保護することができる Windows ベースのソリューションで

す。

• Java バージョン(JSAM) － セキュア アプリケーション マネジャーの Java バージョンは、

Microsoft MAPI、Lotus Notes、Citrix NFuse の拡張サポートなど、静的な TCP ポートのク

ライアント/サーバー アプリケーションをサポートします。また、JSAM は、NetBIOS もサ

ポートします。これにより、ユーザーは、指定の保護対象リソースにドライブをマッピング

できます。

セキュア アプリケーション マネジャー機能（WSAM と JSAM）は、SA 700 アプライアンスで使

用することはできません。

タスク サマリー:WSAM の設定

このセクションでは、高度な WSAM 設定の手順を説明します。これらの手順では、SA シリーズ

アプライアンスのネットワーク ID の指定や、SA シリーズ アプライアンスへのユーザー ID

の追加など、前段階の SA シリーズ アプライアンス設定手順は説明していません。

WSAM を設定するには、次の操作を実行します。

1. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles> SAM ページの設定を使用して、クライア

ント/サーバー アプリケーションまたは宛先ネットワークへのアクセスを可能にするリソー

ス プロファイルを作成し、必要に応じて対応する自動ポリシーを作成し、ポリシーをユー

ザー ロールに割り当てます。

WSAM の設定（上記で説明）にはリソース プロファイルの使用を推奨します。しかし、リ

ソース プロファイルを使いたくない場合は、代わりに管理者コンソールの以下のページの

ロール ポリシーとリソース ポリシーの設定を使用して WSAM を設定することもできます。

a. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロール > General > Overview ページの設

定を使用して、ロール レベルにおける WSAM へのアクセスを可能にします。
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b. 管理者コンソールの Users > User Roles > SAM > Applications ページの設定を使用し

て、WSAM が仲介するクライアント/サーバー アプリケーションを指定します。

c. 管理者コンソールの Users > Resource Policies > SAM > Access ページの設定を使用

して、WSAM を通じてユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定しま

す。

2. WSAM リソース プロファイル、あるいはロールとリソース ポリシーを使用して、クライア

ント/サーバー アプリケーションや宛先ネットワークへのアクセスを有効にしたら、管理者

コンソールの以下のページで、一般的なロールとリソース オプションを変更することがで

きます。

a. （オプション）管理者コンソールの Users > User Roles > SAM > Options ページの設

定を使用して、SA シリーズ アプライアンスが WSAM を自動的に起動およびアップデー

トするかどうかなど、ロール レベルのオプションを設定します。

b. （オプション）管理者コンソールの Users > Resource Policies > SAM > Options ペー

ジの設定を使用して、リソース レベルで IP ベースのホスト名照合を制御します。

3. 管理者コンソールの Maintenance > System > Installers ページの設定を使用して、リモー

ト クライアントが使用できる WSAM の適切なバージョンを確認します。

4. WSAM のクライアントサイド ロギングを有効または無効にするには、管理者コンソールの

System > Configuration > Security > Client side Logs タブから適切なオプションを設

定します。

WSAM セッション中にネットワークコネクトを起動する

ユーザーは、WSAM を経由して SA シリーズ アプライアンスにサインインしているときに、ネッ

トワークコネクトを起動できます。ただしネットワークコネクトのインストーラは、ネットワー

クコネクトの起動前に自動的に WSAM セッションを終了します。このプロセスでは、SA シリー

ズ アプライアンスがネットワークコネクトを起動するために WSAM セッションを終了すること

を警告するメッセージをユーザーに表示します。

状況に対応するために、ユーザーに対して、WSAM 経由によるネットワーク リソースへのアク

セスと同程度のネットワーク アクセスを、ネットワークコネクト経由で行えるようにすること

を推奨しています。そうすることにより、ユーザーがネットワークコネクトの起動を指定した

場合でも（同時に WSAM を終了）、同じネットワーク リソースにアクセスすることができま

す。

WSAM の問題をデバッグする

エンドユーザーのシステム上のセキュア アプリケーション マネージャ ダイアログ ボックス

を使用して、WSAM のステータスとユーザーのセッションに関するさまざまな詳細情報を見るこ

とができます。たとえば、セキュア アプリケーション マネージャ ダイアログ ボックスでは、

WSAM がセキュリティを保護するアプリケーションとサーバー、ユーザーのセッションのイベン

ト ログと Winsock データ、さまざまなシステム診断と性能データが表示されます。この情報

は、自分自身や Juniper Networks Support 担当者がユーザーが遭遇する問題のデバッグを行

うときに利用することができます。
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セキュア アプリケーション マネージャ ダイアログ ボックスにアクセスするには、Windows

のタスク バーにある以下の WSAM アイコンをダブルクリックするのみです。

セキュア アプリケーション マネージャ ダイアログ ボックスの情報の表示に関する詳細につ

いては、SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー コンソールにある Help リンクから利

用できるエンドユーザー ヘルプ システムを参照してください。

WSAM リソース プロファイルについて

以下の 2 種類の WSAM リソース プロファイルを作成することができます。

• WSAM アプリケーション リソース プロファイル － これらのリソース プロファイルは、WSAM

を設定し、クライアント/サーバー アプリケーションへのトラフィックのセキュリティを保

護します。WSAM アプリケーション リソース プロファイルを作成すると、WSAM クライアン

トは、指定したクライアント アプリケーションから内部ネットワークのサーバーへの要求を

遮断します。

• WSAM 宛先ネットワーク リソース プロファイル － これらのリソース プロファイルは、WSAM

を設定し、サーバーへのトラフィックのセキュリティを保護します。WSAM 宛先ネットワーク

リソース プロファイルを作成すると、WSAM クライアントは、接続しているクライアントで

実行しているプロセスから指定した内部ホストへの要求を遮断します。

WSAM リソース プロファイルを作成する際、リソース プロファイルにはブックマークが含まれ

ない点に注意してください。WSAM が仲介するアプリケーションやサーバーにアクセスするに

は、ユーザーは、まず WSAM を起動して、次に一般的な方法（Windows の Start メニューある

いはデスクトップ アイコンなど）で特定のアプリケーションまたはサーバーを起動します。

管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages ページの Web 再

書き込み自動ポリシで JSAM または WSAM を有効にした場合は、SA シリーズ アプライアンス

は自動的に JSAM または WSAM 自動ポリシを作成します。これらの SAM ポリシは、管理者コン

ソールの SAM リソース プロファイル ページではなく、該当する Web リソース プロファイル

からのみ見ることができます。

WSAM クライアント アプリケーション リソース プロファイルの作成

WSAM アプリケーション リソース プロファイルを作成すると、WSAM クライアントは、指定し

たクライアント アプリケーションから内部ネットワークのサーバーへの要求をインターセプト

します。

WSAM アプリケーション リソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications を選択し

ます。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストで WSAM を選択します。

4. Application リストで、次のオプションのいずれかを選択します。
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• Custom － このオプションを選択した場合、カスタム アプリケーションの実行可能ファ

イル名（telnet.exe など）を手動で入力する必要があります。さらに、このファイルの

パスと、実行可能ファイルの MD5 ハッシュ を指定できます（ただし、実行可能ファイル

の正確なパスを指定する必要はありません）。MD5 ハッシュ値を入力すると、WSAM は、

この値が実行可能ファイルのチェックサム値と一致するかどうか検証します。値が一致し

ない場合、WSAM は、アプリケーションの正当性が証明されなかったため、アプリケーショ

ンから SA シリーズ アプライアンスに接続を転送できないとユーザーに通知します。

• Lotus Notes － このオプションを選択した場合、WSAM は、Lotus Notes FAT クライアン

ト アプリケーションからのトラフィックを仲介します。

• Microsoft Outlook － このオプションを選択した場合、WSAM は、Microsoft Outlook ア

プリケーションからのトラフィックを仲介します。

• NetBIOS file browsing － このオプションを選択した場合、WSAM は、ポート 137 の TDI

ドライバで NetBIOS 名参照をインターセプトします。

• Citrix － このオプションを選択した場合、WSAM は、Citrix アプリケーションからのト

ラフィックを仲介します。

WSAM を使って、ある標準アプリケーションへのアクセスを、ユーザー ロールごとに 1

度のみ指定できます。たとえば、"Users" ロールに対し、Microsoft Outlook に 1 つと、

Lotus Notes に 1 つの設定が可能です。

SA シリーズ アプライアンスは、Lotus Notes、Microsoft Outlook、Citrix アプリケー

ションへのトラフィックの仲介を行う、いくつかのメカニズムをサポートします。

• Domain Authentication － クライアント マシンがドメインの一部であるときに、ファイ

ル共有、Outlook など統合 Windows アプリケーションがドメイン コントローラに認証を

行えるようにするには、このオプションを選択します。このオプションを使用する前に、

次を行う必要があります。

• LDAP および Kerberos トラフィックをプロキシして SA シリーズ アプライアンスに送

信できるように、WSAM 宛先リストで、SA シリーズ アプライアンスを通して到達可能

なドメイン コントローラを指定します。

• すべてのドメイン コントローラへのアクセスを許可する、WSAM アクセス管理ポリシー

（ACL）を設定します。

5. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。この情報

は、SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページにある Client Application

Sessions セクションに表示されます。

6. Autopolicy: SAM Access Control セクションで、指定したアプリケーションをホストする

サーバーへのアクセスをユーザーに許可あるいは拒否するポリシーを作成します。

a. まだ有効にされてない場合は、Autopolicy: SAM Access Control チェックボックスを選

択します。

b. Resource フィールドで、このポリシーを適用するアプリケーション サーバーを指定し

ます。サーバーは、ホスト名あるいは IP/ネットマスクで指定できます。ポートを含め

ることも可能です。
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Application リストから Domain Authentication を選択した場合は、Resource フィー

ルドにドメイン コントローラ サーバーのアドレスを入力します。複数が利用できる場

合は、複数のドメイン コントローラ サーバーを追加できます。

c. Action リストで、指定のサーバーへのアクセスを許可するには Allow を、指定のサー

バーへのアクセスをブロックするには Deny を選択します。

d. Add をクリックします。

7. Save and Continue をクリックします。

8. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、リソース プロファイルで作成された自動ポリシーを継承します。ま

だ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管理者コンソールの Users

> User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにある、SAM オプションも自

動的に有効化されます。

9. Save Changes をクリックします。

WSAM 宛先ネットワーク リソース プロファイルの作成

WSAM 宛先ネットワーク リソース プロファイルを作成すると、WSAM クライアントは、クライ

アントで実行しているプロセスから内部ホストへの要求をインターセプトします。

WSAM 宛先ネットワーク リソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > SAM > WSAM Destinations を選択しま

す。

2. New Profile をクリックします。

3. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。

4. WSAM Destinations セクションで、WSAM を使って保護するサーバーを指定し、Add をクリッ

クします。サーバーは、ホスト名あるいは IP/ネットマスクで指定できます。ポートを含め

ることも可能です。

5. Create an access control policy allowing SAM access to this server チェックボック

スを選択して、前の手順で指定したサーバーへのアクセスを可能にします（デフォルトで有

効に設定されています）。

6. Save and Continue をクリックします。

7. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、リソース プロファイルで作成された自動ポリシーを継承します。ま

だ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管理者コンソールの Users

> User Roles > ロール名 > General > Overview ページにある、SAM オプションも自動的

に有効化されます。
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WSAM がセキュリティを保護するアプリケーションとサーバーを指定する

このセクションの情報は、下位互換性のために提供されています。より簡単でより統一された

設定方法を提供する WSAM リソース プロファイルを使って、トラフィックをセキュリティ保護

することをお勧めします。

Applications タブでは、WSAM がトラフィックのセキュリティを保護するアプリケーションと

サーバーを指定します。クライアント PC に WSAM をダウンロードすると、そのロールについ

て Applications タブで設定した情報も一緒にダウンロードされます。ユーザーがセキュア ア

プリケーション マネジャーを起動すると、WSAM は、クライアント アプリケーションから内部

ネットワーク内のサーバーに送信される要求と、クライアント上で稼動しているプロセスから

内部ホストに送られる要求をインターセプトします。これらのリソースを定義するには、

Applications タブで次の 2 つのリストを設定します。

• WSAM supported applications リスト － このリストには、クライアントと SA シリーズ ア

プライアンス間のクライアント/サーバー トラフィックを WSAM がセキュリティ保護する対

象のアプリケーションが記載されています。

• WSAM allowed servers リスト － このリストには、クライアントと SA シリーズ アプライ

アンス間のクライアント/サーバー トラフィックを WSAM がセキュリティ保護する対象のホ

ストが記載されています。

クライアントと SA シリーズ アプライアンス間のクライアント/サーバー トラフィックを WSAM

がセキュリティ保護する対象のアプリケーションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択> SAM > Applications を選択し

ます。

2. Add Application をクリックします。

3. アプリケーションの名前と、オプションで説明を入力します。この情報は、SA シリーズ ア

プライアンスのエンドユーザー ホームページにある Client Application Sessions セク

ションに表示されます。

4. Type リストで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Standard － このオプションを選択した場合、Application Parameters セクションから

以下のアプリケーションのいずれかを選択します。

• Citrix － このオプションを選択した場合、WSAM は、Citrix アプリケーションからの

トラフィックを仲介します。

• Lotus Notes － このオプションを選択した場合、WSAM は、Lotus Notes FAT クライア

ント アプリケーションからのトラフィックを仲介します。

• Microsoft Outlook/Exchange － このオプションを選択した場合、WSAM は、Microsoft

Outlook アプリケーションからのトラフィックを仲介します。

• NetBIOS file browsing － このオプションを選択した場合、WSAM は、ポート 137 の TDI

ドライバで NetBIOS 名参照をインターセプトします。

WSAM と NetBIOS を使用して共有にアクセスする場合、サーバーの NetBIOS 名（最大 15

文字の英数文字列）を Add Server ページと SAM リソース ポリシーの両方に明示的に指

定する必要があります。（現時点では、ワイルドカードは使用できません。）代わりに、

463Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第22章: セキュア アプリケーション マネージャ



SAM > Options タブで Auto allow application servers オプションを有効にすると、

SA シリーズ アプライアンスは、このサーバーへのアクセスを許可する SAM リソース ポ

リシーを自動的に作成します。

• Custom － カスタム クライアント/サーバー アプリケーションを指定します。次に以下

の操作を行います。

a. Filename フィールドで、ファイルの実行可能ファイル名を指定します。

b. オプションで、このファイルのパスと実行ファイルの MD5 ハッシュを指定します。MD5

ハッシュ値を入力すると、WSAM は、この値が実行可能ファイルのチェックサム値と一

致するかどうか検証します。値が一致しない場合、WSAM は、アプリケーションの正当

性が証明されなかったため、アプリケーションから SA シリーズ アプライアンスに接

続を転送できないとユーザーに通知します。

5. Save Changes または Save + New をクリックします。

6. SA シリーズ アプライアンスが、アプリケーションを送信できる企業リソースを（IP アド

レス/ポートの組み合わせに基づいて）指定するため、WSAM リソース ポリシーを設定しま

す。

WSAM がセキュリティを保護するサーバーを指定する

クライアントと SA シリーズ アプライアンス間のクライアント/サーバー トラフィックを WSAM

がセキュリティ保護する対象のサーバーを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > SAM > Applications を選択

します。

2. Add Server をクリックします。

3. サーバーの名前と説明（オプション）を入力します。

4. サーバーのホスト名（ワイルド カードの “∗” または “?” が利用可能）、あるいは IP/

ネットマスクの値を指定します。ホストに対して、別々のエントリとして、複数のポートを

指定します。

5. Save Changes または Save + New をクリックします。

6. SA シリーズ アプライアンスが、サーバー要求を送信できる企業リソースを（IP アドレス/

ポートの組み合わせに基づいて）指定するため、WSAM リソース ポリシーを設定します。

代わりに、SAM > Options タブで Auto allow application servers オプションを有効に

すると、SA シリーズ アプライアンスは、指定されたサーバーへのアクセスを許可する SAM

リソース ポリシーを自動的に作成します。このオプションは、アプリケーションまたはサー

バーを指定する前に有効にする必要があります。そうしない場合は、SAM リソース ポリシー

を作成する必要があります。

WSAM をバイパスする必要があるアプリケーションを指定する

WSAM クライアントでは、WSAM をバイパスする「データ転送」アプリケーションのリストがあ

らかじめ設定されています。WSAM クライアントは、これらのアプリケーションのトラフィック

についてはセキュリティを保護しません。これらのあらかじめ定義されたアプリケーションを
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バイパスするだけでなく、WSAM をバイパスする SA シリーズ アプライアンス上の他のアプリ

ケーションを指定することができます。

注: WSAM は、Pocket PC などの携帯端末のアプリケーションはバイパスしません。

WSAM がセキュリティを保護するアプリケーションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > SAM > Applications を選択

します。

2. Add Bypass Application をクリックします。New Bypass Application ページが表示されま

す。

3. アプリケーションの名前を指定し、説明（オプション）を入力します。

4. ファイル名を指定します（必須）。

5. アプリケーションへの絶対パスを入力します（オプション）。

6. Save Changes を選択して、バイパス アプリケーションをリストに追加するか、Save + New

を選択して、バイパス アプリケーションを保存して別のバイパス アプリケーションを作成

します。

デフォルトのバイパス アプリケーション

WSAM クライアントは、以下のアプリケーションについて WSAM をバイパスするようにあらかじ

め設定されています。

• apache.exe

• apache∗

• licadmin.exe

• vni.exe

• lmgrd.exe

• TNSLSNR.EXE

• ORACLE.EXE

• Agntsrvc.exe

• ONRSD.EXE

• Pagntsrv.exe

• ENCSVC.EXE

• Agntsvc.exe

• sqlplus.exe

• sqlplusw.exe

• EiSQLW.exe

• Sqlservr.exe
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• Sqlmangr.exe

• inetinfo.EXE

• svchost.exe

• LSASS.EXE

• CSRSS.EXE

• WINLOGON.EXE

• SERVICES.EXE

• spoolsv.exe

• hostex32.exe

• xstart.exe

• idsd.exe

• dsTermServ.exe

• dsCitrixProxy.exe

• dsNcService.exe

• dsNetworkConnect.exe

ロール レベルの WSAM オプションを指定する

WSAM オプションをロール レベルで指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > SAM > Options を選択しま

す。

2. まだ有効になっていない場合には、ページ最上部の Windows SAM オプションを選択します。

3. Secure Application Manager オプションで、次のオプションを設定します。

• Auto launch Secure Application Manager － このオプションを選択すると、ユーザー

がサインインした際、SA シリーズ アプライアンスは、自動的にセキュア アプリケーショ

ン マネジャーを起動します。このオプションを選択しない場合、ユーザーは、SA シリー

ズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページの Client Applications Sessions セ

クションから、手動でセキュア アプリケーション マネジャーを起動する必要がありま

す。

ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにサインインするとき、セキュア アプリケー

ション マネジャーが自動的に起動するよう設定している場合でも、ユーザーは、SA シ

リーズ アプライアンスのエンドユーザー コンソールの Preferences > Applications

ページでこの設定を上書きできます。WSAM の自動起動を無効にしている場合、ユーザー

は SA シリーズ アプライアンス ホームページのリンクをクリックして、セキュア アプ

リケーション マネジャーを手動で起動する必要があります。

• Auto allow application servers － このオプションを選択すると、SA シリーズ アプ

ライアンスは、WSAM アプリケーションおよびサーバー リストで指定されたサーバーへの

アクセスを許可する SAM リソース ポリシーを自動的に作成します。
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Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理者がオプション

を非表示にしている場合は、表示されません。

4. Windows SAM オプションで、次のオプションを設定します。

• Auto uninstall Secure Application Manager － このオプションを選択すると、ユー

ザーがサインオフした後、SA シリーズ アプライアンスによって自動的にセキュア アプ

リケーション マネジャーがアンインストールされます。

• Prompt for username and password for intranet sites － このオプションを選択する

と、SA シリーズ アプライアンスは、内部ネットワーク上のサイトに接続する前にサイン

イン資格情報を入力するようユーザーに要求します。このオプションは、ユーザーがイン

トラネット サイトにアクセスする際 Internet Explorer がネットワーク サインイン資

格情報の入力を要求するよう、Internet Explorer のイントラネット ゾーンの設定を変

更します。

• Auto upgrade Secure Application Manager － このオプションを選択すると、SA シリー

ズ アプライアンスは、SA シリーズ アプライアンス上のセキュア アプリケーション マ

ネジャーのバージョンが、クライアント上にインストールされているバージョンより新し

い場合には、クライアント マシンにセキュア アプリケーション マネジャーを自動的に

ダウンロードします。このオプションを有効にする場合、次の点に留意します。

• SA シリーズ アプライアンスが、クライアントにセキュア アプリケーション マネジャー

を自動インストールするには、ユーザーが管理者権限を持っている必要があります。

• ユーザーがセキュア アプリケーション マネジャーをアンインストールし、その後

Auto upgrade Secure Application Manager オプションが有効になっていない SA シ

リーズ アプライアンスにサインインした場合、そのユーザーは、セキュア アプリケー

ション マネジャーにアクセスできません。

• Session start script and Session end script － WSAM セッションの開始または終了時

にバッチ ファイル、アプリケーション ファイル、または Win32 サービス ファイルを実

行するには、ファイルの名前とパスを入力します。たとえば、アプリケーションを終了し

てから再起動する場合には、PSKILL.exe（ローカル システムまたはリモート システムの

プロセスを終了するサードパーティのユーティリティ）を使用することができます。

Session start script オプションまたは Session end script オプションを選択すると

きには、次の点に注意します。

• エンドユーザーのコンピュータ上にある指定されたファイルをインストールするか、ア

クセス可能なネットワーク ディレクトリ上のパスを指定する必要があります。

• SA シリーズ アプライアンスが、別のプラットフォームにあるファイルを検索できるよ

うにするには、%WINDIR%\system32\log などのパスのように Windows 変数を使用しま

す。

• ファイルは、適切なコマンドライン オプションを使用して WSAM ランチャを呼び出す

必要があります。

5. Save Changes をクリックします。
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ユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定する

このセクションの情報は、下位互換性のために提供されています。より簡単でより統一された

設定方法を提供する WSAM リソース プロファイルを使って、トラフィックをセキュリティ保護

することをお勧めします。

ロールに対してセキュア アプリケーション マネジャー アクセス機能を有効にする場合には、

ユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定するリソース ポリシーを作成す

る必要があります。これらのポリシーは、セキュア アプリケーション マネジャーの Java バー

ジョンおよび Windows バージョン（JSAM と WSAM）の両方に適用されます。ユーザーからアプ

リケーション サーバーに要求が送信されると、SAM リソース ポリシーを評価します。ユーザー

の要求が SAM ポリシーに示されたリソースと一致すると、SA シリーズ アプライアンスは、リ

ソースに指定されたアクションを実行します。

SAM リソース ポリシーを作成する際、以下の情報を入力する必要があります。

• リソース － リソース ポリシーでは、ポリシーを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。SAM ポリシーを作成する際、ユーザーが接続できるアプリケーション サー

バーを指定する必要があります。

• ロール － リソース ポリシーでは、適用対象となるロールを指定する必要があります。ユー

ザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスは、そのロールに適用するポリシーを決

定し、要求に対応するポリシーを評価します。SAM リソース ポリシーは、JSAM または WSAM

を通じて送られたユーザー要求に適用されます。

• アクション － セキュア アプリケーション マネジャー リソース ポリシーは、アプリケー

ション サーバーに対するアクセスを許可または拒否します。

リソース ポリシーは、標準インターフェース（次のセクションで説明）あるいはリソース プ

ロファイル（推奨）から作成することができます。

SA シリーズ アプライアンスのエンジンがリソース ポリシーを評価する際、ポリシーの

Resources リスト内に表示されるリソースは標準書式に従っていなければなりません。

セキュア アプリケーション マネジャー リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行い

ます。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > SAM > Access を選択します。

2. Secure Application Manager Policies ページで New Policy をクリックします。

3. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するアプリケーション サーバーを指定しま

す。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － このポリシーをすべてのユーザーに適用するには、こ

のオプションを選択します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールにマップされた

ユーザーにのみ、このポリシーを適用するには、このオプションを選択します。Available

roles リストからこのリストにロールを追加してください。
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• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

するには、このオプションを選択します。Available roles リストからこのリストにロー

ルを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow socket access － Resources リストで指定したアプリケーション サーバーへのア

クセスを許可するには、このオプションを選択します。

• Deny socket access － Resources リストで指定したアプリケーション サーバーへのア

クセスを拒否するには、このオプションを選択します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに 1 つまたは複数の規則を指定するには、このオ

プションを選択します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Secure Application Manager Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリ

シー評価の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、

ユーザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内の

リソースとマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されま

す。

ロール レベルの WSAM オプションを指定する

Options タブを使用して、SAM リソース ポリシーでリソースとして指定されたホスト名に IP

アドレスが一致するように、SAM リソース オプションを指定します。このオプションを選択す

ると、SA シリーズ アプライアンスは、SAM リソース ポリシーで指定されたホスト名それぞれ

に対応する IP アドレスを参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定し

てサーバーにアクセスを試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内

の IP アドレスのリストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致

する IP が見つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定さ

れたアクションが適用されます。

このオプションを有効にすると、SAM リソース ポリシーごとに Resources フィールドに指定

されたホスト名のリストが作成されます。このホスト名のリスト全体に対してオプションが適

用されます。

注: このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適用

されません。

SAM リソース オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > SAM > Options を選択します。

2. IP based matching for Hostname based policy resources を選択します。このオプション

を選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、セキュア アプリケーション マネジャーの

リソース ポリシーに指定されたホスト名にそれぞれ対応する IP アドレスを参照します。

ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバーにアクセスを試みると、SA

シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アドレスのリストと照合して、
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ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が見つかった場合、ポリ

シーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたアクションが適用されま

す。

3. Save Changes をクリックします。

WSAM ランチャの使用

WSAM ランチャ（samlauncher.exe）は、ユーザーを SA シリーズ アプライアンスにサインイン

させ、WSAM をダウンロードおよび起動するツールです。このランチャは、スクリプトまたはア

プリケーションから呼び出すことのできるコマンドライン インターフェースを提供します。た

とえば、必要に応じて WSAM 実行形式ファイルを呼び出すアプリケーションを記述できます。

WSAM ランチャを使用するには、次の操作を行います。

1. コマンドライン引数を使用して WSAM ランチャーを呼び出すスクリプト、バッチ ファイル、

サービス、またはアプリケーションを記述します。このファイルを、必要とするクライアン

ト PC それぞれに配布する必要があります。

2. 管理者コンソールの Maintenance > System > Installers ページから WSAM ランチャをダ

ウンロードして、ユーザーに配布します。

次の表のコマンドライン引数を使用して、WSAM ランチャを呼び出します。

表28: WSAM コマンドライン引数

アクション引数

WSAM 接続を開始します。start

WSAM 接続を終了します。stop

WSAM 接続および SA シリーズ アプライアンス ユーザー セッションを終了します。signout

WSAM バージョン情報を表示し、終了します。version

使用可能な引数を表示します。help

WSAM ソフトウェアの自動アップグレードをキャンセルします。noupgrade

アップグレード終了後に指示された場合は、自動的に再起動します。再起動フラグが設定されていな

い場合、アップグレード時に WSAM は再起動せずに終了します。リモート PC 上で WSAM を自動実行

する場合は、必ず再起動フラグを設定してください。

reboot

ユーザー名を指定します。u username

認証用パスワードを指定します。p password

WSAM が起動したときに実行するスクリプト ファイルの場所と名前を指定します。このコマンドは、

Users > User Roles > ロール名 > SAM > Options ページで指定したスクリプト ファイルよりも優先

されます。

loginscript file
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表28: WSAM コマンドライン引数 （続き）

WSAM が終了したときに実行するスクリプト ファイルの場所と名前を指定します。このコマンドは、

Users > User Roles > ロール名 > SAM > Options ページで指定したスクリプト ファイルよりも優先

されます。

postscript file

ユーザーが認証用に提示する証明書を指定します。ユーザーがこのオプションを使えるのは、有効な

SSL 証明書が SA シリーズ アプライアンスにインストールされている場合のみです。SA シリーズ ア

プライアンスが自己署名証明書を使用する場合、ユーザーはブラウザにその証明書をインポートする

必要があります。

c certificateName

SA シリーズ アプライアンスのサインイン URL を指定します。u URL

SA シリーズ アプライアンスがユーザーの資格情報を送信する領域を指定します。r realm

ダイアログ ボックスに情報を入力するようユーザーに要求します。verbose

次の表は、WSAM ランチャが終了したときに返すコードの一覧です。

説明コード

成功0

無効な引数1

接続不可2

無効な資格情報3

ロールが指定されていない（資格情報が複数のロールにマップ）4

認証前エラー（ホストチェッカーまたはキャッシュクリーナーがロードされなかった）5

インストール失敗6

再起動が必要（“ reboot” が指定されていない場合）7

必要なソフトウェア アップグレードを行うことができない8

この機能をサポートしていない10

クライアント証明書の認証に失敗12

セキュア アプリケーション マネジャーを停止できない100

別の Layered Service Provider が原因のソフトウェアの競合により、セキュア アプリケーション マネジャー

を起動できない

101

手動でスクリプトを実行する
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WSAM セッションが開始または終了する際、ユーザーは、以下のコマンドライン引数を使用し

て、手動でスクリプトを実行するよう指定できます。

管理者コンソールの Users > User Roles > ロール名 > SAM > Options ページで、実行するス

クリプトを選択した場合、ユーザーがランチャを使用して手動で WSAM を呼び出し、別のスク

リプトを指定したときには、設定されたスクリプトは実行されません。

WSAM セッションの開始後にスクリプトを手動で起動するには、次の操作を行います。

• コマンド プロンプトで loginscript file と入力し、続いてシステム変数またはスクリプ

ト ファイルの名前と場所を入力します。

WSAM セッションの終了後にスクリプトを手動で起動するには、次の操作を行います。

• コマンド プロンプトで postscript file と入力し、続いてシステム変数またはスクリプ

ト ファイルの名前と場所を入力します。

システム変数、ファイル パス、およびファイル名は引用符で囲みます。システム変数の前後

には、パーセント記号（%）を付けます。

例：

loginscript file “%program files:%\Internet Explorer\IEXPLORER.EXE”

自動でスクリプトを実行する

管理者コンソールの Users > User Roles > ロール名 > SAM > Options ペー ジの Session

start script フィールドまたは Session end script フィールドでスクリプトのパスと名前を

入力して、WSAM が起動または停止したときにスクリプトを自動で実行することができますこの

セクションでは、自動的に起動することができるバッチ ファイルの例について説明していま

す。

次の例は、WSAM ランチャを使用して WSAM を呼び出す方法を示しています。このサンプル バッ

チ ファイルは、WSAM が起動したときに、次に示すエラー メッセージを生成します。

SamLauncher –start –url %1 –user %2 –password %3 –realm %4 if errorlevel 1 goto

error_invalid_args if errorlevel 2 goto error_connect if errorlevel 3 goto

error_credentials if errorlevel 4 goto error_role if errorlevel 5 goto error_preauth if

errorlevel 6 goto error_install if errorlevel 7 goto error_reboot

:error_invalid_args @echo invalid arguments goto done

:error_connect @echo could not connect goto done

:error_credentials @echo invalid credentials goto done

:error_role @echo invalid role goto done

:error_preauth @echo pre auth version checking goto done

:error_install @echo install failed goto done

:error_reboot @echo reboot required goto done

:error_success @echo Secure Application Manager has started goto done
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:done

Win32 API の例

CHAR szCmd = “SamLauncher.exe –stop”; DWORD dwExitCode = 0; STARTUPINFO si;

PROCESS_INFORMATION pi; ZeroMemory(&si, sizeof(si)); si.cb = sizeof(si); ZeroMemory(π,

sizeof(pi)); if (!CreateProcess(NULL, szCmd, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si,

π)) { printf( "CreateProcess(%s) failed %d", szCmd, GetLastError()); return 1; }

WaitForSingleObject(pi.hProcess, 20000); GetExitCodeProcess(&pi.hProcess,&dwExitCode);

CloseHandle(pi.hProcess); CloseHandle(pi.hThread); printf(“SamLauncher return %d\n”,

dwExitCode); return 0;

Windows Vista を使用している場合は、管理ユーザーとしてコマンド ウィンドウを開きます。

SamLauncher.exe からの標準の出力は、管理者権限がないユーザーによってコマンド ウィンド

ウが開かれる場合は、表示されません。

JSAM の概要

セキュア アプリケーション マネジャーの Java バージョンは、Microsoft MAPI、Lotus Notes、

Citrix NFuse の拡張サポートなど、静的な TCP ポートのクライアント/サーバー アプリケー

ションをサポートします。また、JSAM は、NetBIOS もサポートします。これにより、ユーザー

は、指定の保護対象リソースにドライブをマッピングできます。

JSAM は、複数のネットワーク構成で正常に機能しますが、動的な TCP ポートのクライアント/

サーバー アプリケーション、サーバーが開始した接続、または UDP トラフィックはサポート

しません。

注: 一部の JSAM 機能には regedit.exe が必要です。regedit.exe が無効な場合、

自動ホスト マッピングおよび NetBIOS と Outlook/Exchange アプリケーションは

適切に動作しません。

オペレーティング システム、Web ブラウザ、Juniper Networks が JSAM をサポートする JVM

については、Juniper Networks Customer Support Center にある Supported Platforms Guide

を参照してください。

タスク サマリー:JSAM の設定

このトピックでは、高度な JSAM 設定の手順を説明します。これらの手順では、SA シリーズ

アプライアンスのネットワーク ID の指定や、SA シリーズ アプライアンスへのユーザー ID

の追加など、前段階の SA シリーズ アプライアンス設定手順は説明していません。

JSAM を設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles> SAM ページの設定を使用して、クライア

ント/サーバー アプリケーションへのアクセスを可能にするリソース プロファイルを作成
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し、必要に応じて対応する自動ポリシーを作成し、ポリシーをユーザー ロールに割り当て

ます。

JSAM の設定（上記で説明）にはリソース プロファイルの使用を推奨します。しかし、リ

ソース プロファイルを使いたくない場合は、代わりに管理者コンソールの以下のページの

ロール ポリシーとリソース ポリシーの設定を使用して JSAM を設定することもできます。

a. 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ペー

ジの設定を使用して、ロール レベルにおける JSAM へのアクセスを可能にします。

b. 管理者コンソールの Users > User Roles > SAM > Applications ページの設定を使用し

て、JSAM が仲介を行うクライアント/サーバー アプリケーションを指定します。

c. 管理者コンソールの Users > Resource Policies > SAM > Access ページの設定を使用

して、JSAM を通じてユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定しま

す。

2. JSAM リソース プロファイル、あるいはロールとリソース ポリシーを使用して、クライア

ント/サーバー アプリケーションを有効にしたら、管理者コンソールの以下のページで、一

般的なロールとリソース オプションを変更することができます。

a. （オプション）管理者コンソールの Users > User Roles > SAM > Options ページの設

定を使用して、SA シリーズ アプライアンスが JSAM を自動的に起動するかどうかなど、

ロール レベルのオプションを設定します。

b. （オプション）管理者コンソールの Users > Resource Policies > SAM > Access ペー

ジの設定を使用して、リソース レベルで IP ベースのホスト名照合を制御します。

3. JSAM のクライアントサイド ロギングを有効または無効にするには、管理者コンソールの

System > Configuration > Security > Client タブから適切なオプションを設定します。

4. company a.com や company b.com など、複数の内部ドメインがある場合、

app1.company a.com や app2.company b.com などの名前が正しく解決するよう、管理者

コンソールの System > Network > Overview ページの設定を使用して、SA シリーズ アプ

ライアンスに DNS ドメインを追加します。

5. リモート ユーザーの PC が、Internet Explorer で Web プロキシを使用するよう設定され

ている際に、セキュア アプリケーション マネジャーに接続する必要があるアプリケーショ

ンをユーザーが起動した場合には、プロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント

マシンを設定します。

6. JSAM がユーザーのシステム上の hosts ファイルを編集できるようにするか、クライアント

アプリケーションのトラフィックを JSAM アプレットにルーティングする外部 DNS を作成

することによって、JSAM が IP ループバック アドレスを特定のポート上のアプリケーショ

ン サーバーに関連付けられるようにします。

クライアント/サーバーの通信に JSAM を使用する

JSAM は、クライアント アプリケーションのトラフィックをクライアント コンピュータ上で実

行する JSAM アプレットに送信することによって、セキュアなポート転送を提供します。ロー

カル コンピュータで実行しているクライアント アプリケーションには、JSAM はアプリケー

ション サーバーのように見えます。ネットワークにあるアプリケーション サーバーには、SA

シリーズ アプライアンスはクライアント アプリケーションのように見えます。
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以下の図は、SA シリーズ アプライアンスを経由したクライアント アプリケーションおよびそ

のサーバー間の対話を表しています。（この図では、ユーザーがサーバーとして localhost IP

アドレスをクライアント アプリケーションに指定したと仮定しています。）

図 11: Java セキュア アプリケーション マネージャ

1. ユーザーは、SA シリーズ アプライアンス エンドユーザー ホームページの Client

Application Sessions セクションに表示されたクライアント アプリケーションを開始しま

す。アプリケーションはリモート サーバーを localhost に解決します。

2. クライアント アプリケーションは、ユーザーのコンピュータで実行している JSAM に接続

し、リクエストの送信を開始します。

3. JSAM はすべてのクライアント要求をカプセル化し、SSL を経由して SA シリーズ アプライ

アンスに転送します。

4. SA シリーズ アプライアンスはクライアント データのカプセル化を解除し、指定されたア

プリケーション サーバーに転送します。

5. アプリケーション サーバーは SA シリーズ アプライアンスにデータを送信します。

6. SA シリーズ アプライアンスはアプリケーション サーバーからの応答をカプセル化し、SSL

を経由して JSAM に転送します。

7. JSAM はアプリケーション サーバー データの暗号化を解除し、クライアント アプリケー

ションに転送します。

JSAM ウィンドウ上のステータス インジケータが、JSAM の現在の状態を示します。緑の場合

は、JSAM が正しく動作しています。赤の場合は、JSAM は SA シリーズ アプライアンスとの要

求のやりとりを送受信できません。

トラフィックが JSAM を通過するときのみ、JSAM ウィンドウがステータス インジケータを更

新します。トラフィックが JSAM をまったく通過しない場合、ステータス インジケータは現在

の状態のままにとどまります。たとえば、ネットワークの停止やユーザーのセッションのタイ

ムアウトがある場合、ステータス インジケータは SA シリーズ アプライアンスとの要求のや

りとりを実行できなくても、緑のままにとどまります。
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以下にご注意ください。

• リモート ユーザーの PC が Web プロキシを使用するように Internet Explorer で設定され

ている場合、セキュア アプリケーション マネージャに接続する必要があるアプリケーショ

ンをユーザーが起動した場合にプロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント コン

ピュータを設定する必要があります。

• JSAM の実行時には 20 ～ 30 MB の RAM が割り当てられ（正確なメモリ量は使用する Java

Virtual Machine（JVM）によって異なります）、キャッシュが有効になっている場合は、ク

ライアント コンピュータに .jar ファイルが残ることがあります。JSAM がクライアント コ

ンピュータに残すファイルについての詳細は、Juniper Networks Customer Support Center

の Client side Changes Guide を参照してください。

• ユーザーが使用している Web ブラウザでポップアップ ブロッカが有効になっている場合に

は、セキュア アプリケーション マネージャが完全にロードされるまでの間に問題が発生す

る場合があります。この問題は、セキュア アプリケーション マネージャを承認するかどう

かをユーザーに警告するポップアップ ウィンドウが、ユーザーからは見えない背面（Web ブ

ラウザ ウィンドウの後ろ側）に表示されることがあるために発生します。

• アプリケーションを JSAM 経由で起動しているときは、Juniper Networks は、一意な IP/

ポートの組み合わせを Windows と Mac の場合は 1200、Linux の場合は 800 をサポートし

ます。この制限は IP/ポートの組み合わせによるもので、（複数の IP アドレスとポートを

リスンすることができる）アプリケーションによるものではありません。Juniper Networks

は、デフォルトの JRE メモリ設定を使用して Windows XP と Windows 2000 コンピュータ上

でテストを行うことにより、これらの数を決定します。

IP ループバック アドレスをサーバーに割り当てる

JSAM が機能するには、ネットワーク アプリケーション サーバーへのクライアント要求をルー

プバック アドレス上でリスンする必要があります。SA シリーズ アプライアンスは、特定の

ポートに指定したアプリケーション サーバーそれぞれに、これらの固有の IP ループバック

アドレスを割り当てます。たとえば、次のように指定した場合です。

app1.mycompany.com, app2.mycompany.com. app3.mycompany.com,...

単一ポートの場合、SA シリーズ アプライアンスは各アプリケーションに固有の IP ループバッ

ク アドレスを割り当てます。

127.0.1.10, 127.0.1.11, 127.0.1.12,...

SA シリーズ アプライアンスが JSAM をユーザーのコンピュータにインストールすると、JSAM

はネットワーク アプリケーション サーバーに対するクライアント 要求のために、ループバッ

ク アドレス（アプリケーション サーバーのために指定された対応するクライアント ポート）

で待ち受けを行います。動的にこれらのループバック アドレスを割り当てるように SA シリー

ズ アプライアンスを設定することができます。あるいは静的ループバック アドレスを管理者

コンソールで設定することもできます。

以下の 2 つの方法のいずれかで IP ループバック アドレスと特定のポート上のアプリケーショ

ン サーバー間でのこれらの関連付けを有効にする必要があります。

• SA シリーズ アプライアンスが IP ループバックを割り当てたクライアント システムのホス

ト ファイルを編集できるようにします。SA シリーズ アプライアンスは現行のホスト ファ

イルのコピーを作成し、次に IP ループバックを割り当てた新しいホスト ファイルを作成し
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ます。ユーザーがセッションを終了すると、SA シリーズ アプライアンスはこの新しいホス

ト ファイルを削除し元のホスト ファイルを復元します。

クライアント システムが予期せずシャットダウンした場合は、ホスト ファイルはクライア

ントを外部接続のループバック アドレスに指定したままになります。クライアント システ

ムが再起動されると、ホスト ファイルの設定は元の状態に戻されます。

SA シリーズ アプライアンスがホスト ファイルを編集するには、ユーザーが自らのコンピュー

タで適切な権限を持っている必要があります。

• クライアント アプリケーション トラフィックを JSAM アプレットにルーティングするよう、

外部 DNS を作成します。

静的ループバック アドレスを使用する

JSAM アプリケーション設定が変更される度に、動的なループバック アドレスのある外部 DNS

サーバーを使用するためには、管理者が DNS 設定を更新する必要があります。一方、静的ルー

プバック アドレスを使用する外部 DNS サーバーを構成すると、管理者は、最も高度な設定管

理が可能となります。たとえば、以下の IP ループバックの割り当てについて例を挙げます。

app1.mycompany.com 127.0.1.10

app2.mycompany.com 127.0.1.11

app3.mycompany.com 127.0.1.12

動的ループバック アドレスの割り当てを使用して外部 DNS サーバーを設定して、最初のアプ

リケーション サーバーを削除した場合、アドレスの割り当てが変わります。

app2.mycompany.com 127.0.1.10

app3.mycompany.com 127.0.1.11

静的 IP ループバック アドレスを外部 DNS に割り当て、最初のアプリケーション サーバーを

削除しても、残りのアプリケーション サーバーの IP ループバック割り当てには影響ありませ

ん。

app2.mycompany.com 127.0.1.11

app3.mycompany.com 127.0.1.12

管理者コンソールの Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications ページで JSAM

カスタム リソース プロファイルを作成しているとき、または管理者コンソールの Users >

User Roles > Select Role > SAM > Applications ページで JSAM アプリケーションを有効に

しているときには、静的な IP ループバック アドレスを割り当てることができます。

新規アプリケーションの作成中に、静的 IP ループバック アドレスを割り当てる場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、同じロールで別に設定したアプリケーションと競合しないかどう

か、アドレスを確認します。別のアプリケーションが同じアドレスを使用している場合、SA シ

リーズ アプライアンスは別の IP アドレスを入力するようにエラー メッセージを表示します。

注: 静的 IP ループバック アドレスは、管理者によって設定されたアプリケーショ

ン サーバーだけに適用されます。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー定義の

アプリケーション サーバーに対し、動的 IP ループバック アドレスを割り当てま

す。管理者が IP ループバック アドレスをアプリケーション サーバーに割り当て

ない場合、SA シリーズ アプライアンスは動的アドレスを割り当てます。
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ロールをマージする際の IP ループバック アドレスの留意点

ロールをマージする際の IP ループバック アドレスの留意点

• 2 つまたはそれ以上のロールが同じアプリケーションにマップし、それぞれのマップが異な

る静的 IP ループバック アドレスを含んでいる場合、すべての静的 IP ループバック アド

レスは変更されないままになります。

• 2 つ以上のロールが同じアプリケーションにマッピングし、そのうち 1 つだけが静的 IP

ループバック アドレスを使用する場合、JSAM は静的 IP ループバック アドレスのみを使用

し、クライアント上で静的に定義されたソケットを 1つ だけにバインドします。

• 2 つ以上のロールが動的 IP ループバック アドレスを使用する同じアプリケーションにマッ

プする場合、動的 IP ループバック アドレスが 1 つだけ使用されます。アプリケーション

リスナはクライアント上で動的に割り当てられたソケット 1 つだけにバインドします。

• 同じホスト名を複数のロールに使用する場合は、同じ静的 IP ループバック アドレスを使用

するか、すべてのアプリケーションに動的アドレスを使用します。

• 同じループバック アドレスとポートの組み合わせに異なるホスト名を関連付けて使用する

と、JSAM はバックエンドで 2 つの異なるホストを区別できず、そのため、これらのホスト

宛ての IP トラフィックを正確に送信することができまません。

ホスト名を localhost に解決する

JSAM がトラフィックの仲介を正しく行うには、ユーザーのコンピュータ上のクライアント ア

プリケーションが、アプリケーション サーバーをクライアントの localhost に解決する必要

があります。このプロセスによって、JSAM がデータをキャプチャして、SA シリーズ アプライ

アンスを介してアプリケーション サーバーに安全にポート転送することが可能になります。

JSAM は自動ホストマッピングを実行できます。この処理では、クライアントのホスト ファイ

ルを編集し、アプリケーション サーバーを localhost にマップします。（管理者コンソール

の Users > User Roles > Select Role > SAM > Options ページで、自動ホストマッピングを

有効にすることができます。）

JSAM によってユーザーのホスト ファイルを編集する場合、ユーザーはクライアント コンピュー

タで適切な特権を持っている必要があります。

• FAT ファイル システムを使用する Windows ユーザーは、どのユーザー グループにも所属で

きます。ただし、Exchange MAPI サポートの場合は、ユーザーはコンピュータ上で最低でも

パワー ユーザー権限を所持している必要があります。

• NTFS ファイル システムを使用する Windows ユーザーは自身のコンピュータで管理者権限を

所持している必要があります。

• Linux（RedHat）ユーザーは、ルートとして JSAM を起動するブラウザを起動する必要があり

ます。

• Macintosh ユーザーは、JSAM に要求された場合は、管理者パスワードを入力する必要があり

ます。

ユーザーがコンピュータ上で適切な権限を所持していない場合は、JSAM は自動的にホスト ファ

イルを編集することができません。したがって、ホスト名を localhost に解決できません。
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適切な権限を所持しないユーザーは、代わりに以下の手順を行います。

• アプリケーション サーバーを localhost に解決するように、外部 DNS サーバーを設定しま

す。アプリケーション サーバーのホスト名の代わりに localhost アドレスを使用するよう

に外部 DNS サーバーを設定する場合、リモート ユーザーは、コンピュータが企業 DNS から

DNS サーバーを検索するように順番を設定する必要があります。

• etc ディレクトリおよび etc\hosts ファイルでアクセス制限を緩和して、JSAM が必要な修

正を実行できるようにします。

• SA シリーズ アプライアンスが割り当てた localhost アドレスを使用するように、ユーザー

はクライアント アプリケーションを設定できます。この場合、一般的に、アプリケーション

サーバーのホスト名をクライアント アプリケーションに指定します。

プロキシ Web サーバー経由で SA シリーズ アプライアンスに接続する PC を設定する

リモート ユーザーの PC が Web プロキシを使用するよう Internet Explorer で設定されてい

る場合、プロキシ サーバーをバイパスしてセキュア アプリケーション マネジャーに接続する

よう、クライアント マシンを設定する必要があります。

Internet Explorer で Web プロキシを経由して SA シリーズ アプライアンスに接続する PC

を設定するには、次の操作を行います。

1. Internet Explorer のツール メニューから、インターネット オプション を選択します。

2. 接続タブで、LAN の設定 ボタンをクリックします。

3. プロキシ サーバーで 詳細設定 ボタンをクリックします。

4. 例外で、プロキシ サーバーを使用したくないアドレスを入力します。セキュア アプリケー

ション マネジャーによる接続時にクライアント アプリケーションが使用するすべてのアド

レス（ホスト名と localhost）を入力します。例：

アプリケーション サーバーが app1.company.com である場合、次のように例外を入力しま

す。

app1;app1.company.com;127.0.0.1

Exchange Server が exchange.company.com である場合、次のように例外を入力します。

exchange;exchange.company.com;127.0.0.1
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注: SA シリーズ アプライアンス クライアントは Internet Explorer の静的な

プロキシ例外リストを解析します。Juniper では、Internet Explorer がサポー

トするほとんどの例外をサポートしていますが、以下の制約があります。

• IP アドレス例外については、n.∗.∗.∗、n.n.∗.∗、n.n.n.∗ をサポートしてい

ます。たとえば、10.∗.∗.∗、10.10.∗.∗、10.10.10.∗、10.10.10.10 です。

Internet Explorer は 10∗ や 10.∗.10.∗ をサポートしていますが、Juniper

ではサポートしていません。

• 文字列式については、my.company.net といった具体的な文字列や、文字列の

前にワイルドカードのある形式（∗.my.company.net や ∗.company.net など）

をサポートしています。∗.company.∗、∗.company∗、∗.company.∗.com、∗.net、

∗.com などはサポートしていません。

クライアント/サーバーの通信に JSAM を使用する

JSAM は、クライアント アプリケーションのトラフィックをクライアント コンピュータ上で実

行する JSAM アプレットに送信することによって、セキュアなポート転送を提供します。ロー

カル コンピュータで実行しているクライアント アプリケーションには、JSAM はアプリケー

ション サーバーのように見えます。ネットワークにあるアプリケーション サーバーには、SA

シリーズ アプライアンスはクライアント アプリケーションのように見えます。

以下の図は、SA シリーズ アプライアンスを経由したクライアント アプリケーションおよびそ

のサーバー間の対話を表しています。（この図では、ユーザーがサーバーとして localhost IP

アドレスをクライアント アプリケーションに指定したと仮定しています。）

図 12: Java セキュア アプリケーション マネージャ

1. ユーザーは、SA シリーズ アプライアンス エンドユーザー ホームページの Client

Application Sessions セクションに表示されたクライアント アプリケーションを開始しま

す。アプリケーションはリモート サーバーを localhost に解決します。

2. クライアント アプリケーションは、ユーザーのコンピュータで実行している JSAM に接続

し、リクエストの送信を開始します。
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3. JSAM はすべてのクライアント要求をカプセル化し、SSL を経由して SA シリーズ アプライ

アンスに転送します。

4. SA シリーズ アプライアンスはクライアント データのカプセル化を解除し、指定されたア

プリケーション サーバーに転送します。

5. アプリケーション サーバーは SA シリーズ アプライアンスにデータを送信します。

6. SA シリーズ アプライアンスはアプリケーション サーバーからの応答をカプセル化し、SSL

を経由して JSAM に転送します。

7. JSAM はアプリケーション サーバー データの暗号化を解除し、クライアント アプリケー

ションに転送します。

JSAM ウィンドウ上のステータス インジケータが、JSAM の現在の状態を示します。緑の場合

は、JSAM が正しく動作しています。赤の場合は、JSAM は SA シリーズ アプライアンスとの要

求のやりとりを送受信できません。

トラフィックが JSAM を通過するときのみ、JSAM ウィンドウがステータス インジケータを更

新します。トラフィックが JSAM をまったく通過しない場合、ステータス インジケータは現在

の状態のままにとどまります。たとえば、ネットワークの停止やユーザーのセッションのタイ

ムアウトがある場合、ステータス インジケータは SA シリーズ アプライアンスとの要求のや

りとりを実行できなくても、緑のままにとどまります。

以下にご注意ください。

• リモート ユーザーの PC が Web プロキシを使用するように Internet Explorer で設定され

ている場合、セキュア アプリケーション マネージャに接続する必要があるアプリケーショ

ンをユーザーが起動した場合にプロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント コン

ピュータを設定する必要があります。

• JSAM の実行時には 20 ～ 30 MB の RAM が割り当てられ（正確なメモリ量は使用する Java

Virtual Machine（JVM）によって異なります）、キャッシュが有効になっている場合は、ク

ライアント コンピュータに .jar ファイルが残ることがあります。JSAM がクライアント コ

ンピュータに残すファイルについての詳細は、Juniper Networks Customer Support Center

の Client side Changes Guide を参照してください。

• ユーザーが使用している Web ブラウザでポップアップ ブロッカが有効になっている場合に

は、セキュア アプリケーション マネージャが完全にロードされるまでの間に問題が発生す

る場合があります。この問題は、セキュア アプリケーション マネージャを承認するかどう

かをユーザーに警告するポップアップ ウィンドウが、ユーザーからは見えない背面（Web ブ

ラウザ ウィンドウの後ろ側）に表示されることがあるために発生します。

• アプリケーションを JSAM 経由で起動しているときは、Juniper Networks は、一意な IP/

ポートの組み合わせを Windows と Mac の場合は 1200、Linux の場合は 800 をサポートし

ます。この制限は IP/ポートの組み合わせによるもので、（複数の IP アドレスとポートを

リスンすることができる）アプリケーションによるものではありません。Juniper Networks

は、デフォルトの JRE メモリ設定を使用して Windows XP と Windows 2000 コンピュータ上

でテストを行うことにより、これらの数を決定します。

IP ループバック アドレスをサーバーに割り当てる

JSAM が機能するには、ネットワーク アプリケーション サーバーへのクライアント要求をルー

プバック アドレス上でリスンする必要があります。SA シリーズ アプライアンスは、特定の
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ポートに指定したアプリケーション サーバーそれぞれに、これらの固有の IP ループバック

アドレスを割り当てます。たとえば、次のように指定した場合です。

app1.mycompany.com, app2.mycompany.com. app3.mycompany.com,...

単一ポートの場合、SA シリーズ アプライアンスは各アプリケーションに固有の IP ループバッ

ク アドレスを割り当てます。

127.0.1.10, 127.0.1.11, 127.0.1.12,...

SA シリーズ アプライアンスが JSAM をユーザーのコンピュータにインストールすると、JSAM

はネットワーク アプリケーション サーバーに対するクライアント 要求のために、ループバッ

ク アドレス（アプリケーション サーバーのために指定された対応するクライアント ポート）

で待ち受けを行います。動的にこれらのループバック アドレスを割り当てるように SA シリー

ズ アプライアンスを設定することができます。あるいは静的ループバック アドレスを管理者

コンソールで設定することもできます。

以下の 2 つの方法のいずれかで IP ループバック アドレスと特定のポート上のアプリケーショ

ン サーバー間でのこれらの関連付けを有効にする必要があります。

• SA シリーズ アプライアンスが IP ループバックを割り当てたクライアント システムのホス

ト ファイルを編集できるようにします。SA シリーズ アプライアンスは現行のホスト ファ

イルのコピーを作成し、次に IP ループバックを割り当てた新しいホスト ファイルを作成し

ます。ユーザーがセッションを終了すると、SA シリーズ アプライアンスはこの新しいホス

ト ファイルを削除し元のホスト ファイルを復元します。

クライアント システムが予期せずシャットダウンした場合は、ホスト ファイルはクライア

ントを外部接続のループバック アドレスに指定したままになります。クライアント システ

ムが再起動されると、ホスト ファイルの設定は元の状態に戻されます。

SA シリーズ アプライアンスがホスト ファイルを編集するには、ユーザーが自らのコンピュー

タで適切な権限を持っている必要があります。

• クライアント アプリケーション トラフィックを JSAM アプレットにルーティングするよう、

外部 DNS を作成します。

静的ループバック アドレスを使用する

JSAM アプリケーション設定が変更される度に、動的なループバック アドレスのある外部 DNS

サーバーを使用するためには、管理者が DNS 設定を更新する必要があります。一方、静的ルー

プバック アドレスを使用する外部 DNS サーバーを構成すると、管理者は、最も高度な設定管

理が可能となります。たとえば、以下の IP ループバックの割り当てについて例を挙げます。

app1.mycompany.com 127.0.1.10

app2.mycompany.com 127.0.1.11

app3.mycompany.com 127.0.1.12

動的ループバック アドレスの割り当てを使用して外部 DNS サーバーを設定して、最初のアプ

リケーション サーバーを削除した場合、アドレスの割り当てが変わります。

app2.mycompany.com 127.0.1.10

app3.mycompany.com 127.0.1.11
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静的 IP ループバック アドレスを外部 DNS に割り当て、最初のアプリケーション サーバーを

削除しても、残りのアプリケーション サーバーの IP ループバック割り当てには影響ありませ

ん。

app2.mycompany.com 127.0.1.11

app3.mycompany.com 127.0.1.12

管理者コンソールの Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications ページで JSAM

カスタム リソース プロファイルを作成しているとき、または管理者コンソールの Users >

User Roles > Select Role > SAM > Applications ページで JSAM アプリケーションを有効に

しているときには、静的な IP ループバック アドレスを割り当てることができます。

新規アプリケーションの作成中に、静的 IP ループバック アドレスを割り当てる場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、同じロールで別に設定したアプリケーションと競合しないかどう

か、アドレスを確認します。別のアプリケーションが同じアドレスを使用している場合、SA シ

リーズ アプライアンスは別の IP アドレスを入力するようにエラー メッセージを表示します。

注: 静的 IP ループバック アドレスは、管理者によって設定されたアプリケーショ

ン サーバーだけに適用されます。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー定義の

アプリケーション サーバーに対し、動的 IP ループバック アドレスを割り当てま

す。管理者が IP ループバック アドレスをアプリケーション サーバーに割り当て

ない場合、SA シリーズ アプライアンスは動的アドレスを割り当てます。

ロールをマージする際の IP ループバック アドレスの留意点

ロールをマージする際の IP ループバック アドレスの留意点

• 2 つまたはそれ以上のロールが同じアプリケーションにマップし、それぞれのマップが異な

る静的 IP ループバック アドレスを含んでいる場合、すべての静的 IP ループバック アド

レスは変更されないままになります。

• 2 つ以上のロールが同じアプリケーションにマッピングし、そのうち 1 つだけが静的 IP

ループバック アドレスを使用する場合、JSAM は静的 IP ループバック アドレスのみを使用

し、クライアント上で静的に定義されたソケットを 1つ だけにバインドします。

• 2 つ以上のロールが動的 IP ループバック アドレスを使用する同じアプリケーションにマッ

プする場合、動的 IP ループバック アドレスが 1 つだけ使用されます。アプリケーション

リスナはクライアント上で動的に割り当てられたソケット 1 つだけにバインドします。

• 同じホスト名を複数のロールに使用する場合は、同じ静的 IP ループバック アドレスを使用

するか、すべてのアプリケーションに動的アドレスを使用します。

• 同じループバック アドレスとポートの組み合わせに異なるホスト名を関連付けて使用する

と、JSAM はバックエンドで 2 つの異なるホストを区別できず、そのため、これらのホスト

宛ての IP トラフィックを正確に送信することができまません。

ホスト名を localhost に解決する

JSAM がトラフィックの仲介を正しく行うには、ユーザーのコンピュータ上のクライアント ア

プリケーションが、アプリケーション サーバーをクライアントの localhost に解決する必要

があります。このプロセスによって、JSAM がデータをキャプチャして、SA シリーズ アプライ
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アンスを介してアプリケーション サーバーに安全にポート転送することが可能になります。

JSAM は自動ホストマッピングを実行できます。この処理では、クライアントのホスト ファイ

ルを編集し、アプリケーション サーバーを localhost にマップします。（管理者コンソール

の Users > User Roles > Select Role > SAM > Options ページで、自動ホストマッピングを

有効にすることができます。）

JSAM によってユーザーのホスト ファイルを編集する場合、ユーザーはクライアント コンピュー

タで適切な特権を持っている必要があります。

• FAT ファイル システムを使用する Windows ユーザーは、どのユーザー グループにも所属で

きます。ただし、Exchange MAPI サポートの場合は、ユーザーはコンピュータ上で最低でも

パワー ユーザー権限を所持している必要があります。

• NTFS ファイル システムを使用する Windows ユーザーは自身のコンピュータで管理者権限を

所持している必要があります。

• Linux（RedHat）ユーザーは、ルートとして JSAM を起動するブラウザを起動する必要があり

ます。

• Macintosh ユーザーは、JSAM に要求された場合は、管理者パスワードを入力する必要があり

ます。

ユーザーがコンピュータ上で適切な権限を所持していない場合は、JSAM は自動的にホスト ファ

イルを編集することができません。したがって、ホスト名を localhost に解決できません。

適切な権限を所持しないユーザーは、代わりに以下の手順を行います。

• アプリケーション サーバーを localhost に解決するように、外部 DNS サーバーを設定しま

す。アプリケーション サーバーのホスト名の代わりに localhost アドレスを使用するよう

に外部 DNS サーバーを設定する場合、リモート ユーザーは、コンピュータが企業 DNS から

DNS サーバーを検索するように順番を設定する必要があります。

• etc ディレクトリおよび etc\hosts ファイルでアクセス制限を緩和して、JSAM が必要な修

正を実行できるようにします。

• SA シリーズ アプライアンスが割り当てた localhost アドレスを使用するように、ユーザー

はクライアント アプリケーションを設定できます。この場合、一般的に、アプリケーション

サーバーのホスト名をクライアント アプリケーションに指定します。

SA シリーズ アプライアンスが割り当てたループバック アドレスを確認する

ポート転送用に追加するアプリケーションに対して、ユーザーは企業 DNS サーバーを変更でき

ません。ユーザーが JSAM のアプリケーションをプロキシに指定できるようにしている場合は、

ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスが割り当てた localhost アドレスを使用するよう、

クライアント アプリケーションを設定する必要があります。ここでは通常、サーバーのホスト

名を入力します。

JSAM ブラウザ ウィンドウの Details ペインには、SA シリーズ アプライアンスが割り当てた

ループバック IP アドレスとユーザーが指定したポートが表示されます。Client Applications

ページで指定したアプリケーションに対して SA シリーズ アプライアンスが割り当てた IP ア

ドレスを確認するには、アプリケーションを追加した後で、セキュア アプリケーション マネ

ジャーを再起動する必要があります。アプリケーションに割り当てられたループバック アドレ
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スは、セキュア アプリケーション マネジャーのブラウザ ウィンドウの Details ペインに表

示されます。

クライアント アプリケーションでは、ユーザーは SA シリーズ アプライアンスが割り当てた

ループバック アドレスをアプリケーション サーバーとして入力する必要があります。たとえ

ば、ユーザーが社内ファイア ウォールの内側にある telnet サーバーにアクセスしたい場合、

次の手順に従う必要があります。

1. SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページの Client Application Sessions

セクションで Item Properties アイコンをクリックし、続いて Add Application をクリッ

クします。

2. Add Application ページで、次を指定します。

• Remote Server フィールドに、terminalserver.juniper.com など、サーバーの完全修飾

ドメイン名または IP アドレスを入力します。

• Client Port フィールドに、3389 など、JSAM がサーバーへのクライアント トラフィッ

クをリッスンする必要のあるポートを入力します。

• Server Port フィールドに、3389 など、リモート サーバーがクライアント アプリケー

ション（JSAM）からのトラフィックをリッスンする必要のあるポートを入力します。

3. Add をクリックして設定を保存します。

4. Secure Application Manager ブラウザ ウィンドウを閉じます。

5. SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページの Client Application Sessions

セクションで、Start をクリックして、セキュア アプリケーション マネジャーを再起動し

ます。

6. Secure Application Manager ブラウザ ウィンドウで、Details をクリックします。

7. Details タブで、127.0.1.18 など、SA シリーズ アプライアンスがリモート サーバーに割

り当てたループバック アドレスを確認します。

8. Remote Desktop Connection などのクライアント アプリケーションで、サーバーの設定

フィールドにループバック アドレスを指定します。このフィールドが表示される場所は、

アプリケーションによって異なります。ユーザーは、セットアップ ウィザードなどの設定

ダイアログで、この情報を入力できます。

クライアント/サーバーの通信に JSAM を使用する

JSAM は、クライアント アプリケーションのトラフィックをクライアント コンピュータ上で実

行する JSAM アプレットに送信することによって、セキュアなポート転送を提供します。ロー

カル コンピュータで実行しているクライアント アプリケーションには、JSAM はアプリケー

ション サーバーのように見えます。ネットワークにあるアプリケーション サーバーには、SA

シリーズ アプライアンスはクライアント アプリケーションのように見えます。

以下の図は、SA シリーズ アプライアンスを経由したクライアント アプリケーションおよびそ

のサーバー間の対話を表しています。（この図では、ユーザーがサーバーとして localhost IP

アドレスをクライアント アプリケーションに指定したと仮定しています。）
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図 13: Java セキュア アプリケーション マネージャ

1. ユーザーは、SA シリーズ アプライアンス エンドユーザー ホームページの Client

Application Sessions セクションに表示されたクライアント アプリケーションを開始しま

す。アプリケーションはリモート サーバーを localhost に解決します。

2. クライアント アプリケーションは、ユーザーのコンピュータで実行している JSAM に接続

し、リクエストの送信を開始します。

3. JSAM はすべてのクライアント要求をカプセル化し、SSL を経由して SA シリーズ アプライ

アンスに転送します。

4. SA シリーズ アプライアンスはクライアント データのカプセル化を解除し、指定されたア

プリケーション サーバーに転送します。

5. アプリケーション サーバーは SA シリーズ アプライアンスにデータを送信します。

6. SA シリーズ アプライアンスはアプリケーション サーバーからの応答をカプセル化し、SSL

を経由して JSAM に転送します。

7. JSAM はアプリケーション サーバー データの暗号化を解除し、クライアント アプリケー

ションに転送します。

JSAM ウィンドウ上のステータス インジケータが、JSAM の現在の状態を示します。緑の場合

は、JSAM が正しく動作しています。赤の場合は、JSAM は SA シリーズ アプライアンスとの要

求のやりとりを送受信できません。

トラフィックが JSAM を通過するときのみ、JSAM ウィンドウがステータス インジケータを更

新します。トラフィックが JSAM をまったく通過しない場合、ステータス インジケータは現在

の状態のままにとどまります。たとえば、ネットワークの停止やユーザーのセッションのタイ

ムアウトがある場合、ステータス インジケータは SA シリーズ アプライアンスとの要求のや

りとりを実行できなくても、緑のままにとどまります。
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以下にご注意ください。

• リモート ユーザーの PC が Web プロキシを使用するように Internet Explorer で設定され

ている場合、セキュア アプリケーション マネージャに接続する必要があるアプリケーショ

ンをユーザーが起動した場合にプロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント コン

ピュータを設定する必要があります。

• JSAM の実行時には 20 ～ 30 MB の RAM が割り当てられ（正確なメモリ量は使用する Java

Virtual Machine（JVM）によって異なります）、キャッシュが有効になっている場合は、ク

ライアント コンピュータに .jar ファイルが残ることがあります。JSAM がクライアント コ

ンピュータに残すファイルについての詳細は、Juniper Networks Customer Support Center

の Client side Changes Guide を参照してください。

• ユーザーが使用している Web ブラウザでポップアップ ブロッカが有効になっている場合に

は、セキュア アプリケーション マネージャが完全にロードされるまでの間に問題が発生す

る場合があります。この問題は、セキュア アプリケーション マネージャを承認するかどう

かをユーザーに警告するポップアップ ウィンドウが、ユーザーからは見えない背面（Web ブ

ラウザ ウィンドウの後ろ側）に表示されることがあるために発生します。

• アプリケーションを JSAM 経由で起動しているときは、Juniper Networks は、一意な IP/

ポートの組み合わせを Windows と Mac の場合は 1200、Linux の場合は 800 をサポートし

ます。この制限は IP/ポートの組み合わせによるもので、（複数の IP アドレスとポートを

リスンすることができる）アプリケーションによるものではありません。Juniper Networks

は、デフォルトの JRE メモリ設定を使用して Windows XP と Windows 2000 コンピュータ上

でテストを行うことにより、これらの数を決定します。

IP ループバック アドレスをサーバーに割り当てる

JSAM が機能するには、ネットワーク アプリケーション サーバーへのクライアント要求をルー

プバック アドレス上でリスンする必要があります。SA シリーズ アプライアンスは、特定の

ポートに指定したアプリケーション サーバーそれぞれに、これらの固有の IP ループバック

アドレスを割り当てます。たとえば、次のように指定した場合です。

app1.mycompany.com, app2.mycompany.com. app3.mycompany.com,...

単一ポートの場合、SA シリーズ アプライアンスは各アプリケーションに固有の IP ループバッ

ク アドレスを割り当てます。

127.0.1.10, 127.0.1.11, 127.0.1.12,...

SA シリーズ アプライアンスが JSAM をユーザーのコンピュータにインストールすると、JSAM

はネットワーク アプリケーション サーバーに対するクライアント 要求のために、ループバッ

ク アドレス（アプリケーション サーバーのために指定された対応するクライアント ポート）

で待ち受けを行います。動的にこれらのループバック アドレスを割り当てるように SA シリー

ズ アプライアンスを設定することができます。あるいは静的ループバック アドレスを管理者

コンソールで設定することもできます。

以下の 2 つの方法のいずれかで IP ループバック アドレスと特定のポート上のアプリケーショ

ン サーバー間でのこれらの関連付けを有効にする必要があります。

• SA シリーズ アプライアンスが IP ループバックを割り当てたクライアント システムのホス

ト ファイルを編集できるようにします。SA シリーズ アプライアンスは現行のホスト ファ

イルのコピーを作成し、次に IP ループバックを割り当てた新しいホスト ファイルを作成し
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ます。ユーザーがセッションを終了すると、SA シリーズ アプライアンスはこの新しいホス

ト ファイルを削除し元のホスト ファイルを復元します。

クライアント システムが予期せずシャットダウンした場合は、ホスト ファイルはクライア

ントを外部接続のループバック アドレスに指定したままになります。クライアント システ

ムが再起動されると、ホスト ファイルの設定は元の状態に戻されます。

SA シリーズ アプライアンスがホスト ファイルを編集するには、ユーザーが自らのコンピュー

タで適切な権限を持っている必要があります。

• クライアント アプリケーション トラフィックを JSAM アプレットにルーティングするよう、

外部 DNS を作成します。

静的ループバック アドレスを使用する

JSAM アプリケーション設定が変更される度に、動的なループバック アドレスのある外部 DNS

サーバーを使用するためには、管理者が DNS 設定を更新する必要があります。一方、静的ルー

プバック アドレスを使用する外部 DNS サーバーを構成すると、管理者は、最も高度な設定管

理が可能となります。たとえば、以下の IP ループバックの割り当てについて例を挙げます。

app1.mycompany.com 127.0.1.10

app2.mycompany.com 127.0.1.11

app3.mycompany.com 127.0.1.12

動的ループバック アドレスの割り当てを使用して外部 DNS サーバーを設定して、最初のアプ

リケーション サーバーを削除した場合、アドレスの割り当てが変わります。

app2.mycompany.com 127.0.1.10

app3.mycompany.com 127.0.1.11

静的 IP ループバック アドレスを外部 DNS に割り当て、最初のアプリケーション サーバーを

削除しても、残りのアプリケーション サーバーの IP ループバック割り当てには影響ありませ

ん。

app2.mycompany.com 127.0.1.11

app3.mycompany.com 127.0.1.12

管理者コンソールの Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications ページで JSAM

カスタム リソース プロファイルを作成しているとき、または管理者コンソールの Users >

User Roles > Select Role > SAM > Applications ページで JSAM アプリケーションを有効に

しているときには、静的な IP ループバック アドレスを割り当てることができます。

新規アプリケーションの作成中に、静的 IP ループバック アドレスを割り当てる場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、同じロールで別に設定したアプリケーションと競合しないかどう

か、アドレスを確認します。別のアプリケーションが同じアドレスを使用している場合、SA シ

リーズ アプライアンスは別の IP アドレスを入力するようにエラー メッセージを表示します。

注: 静的 IP ループバック アドレスは、管理者によって設定されたアプリケーショ

ン サーバーだけに適用されます。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー定義の

アプリケーション サーバーに対し、動的 IP ループバック アドレスを割り当てま

す。管理者が IP ループバック アドレスをアプリケーション サーバーに割り当て

ない場合、SA シリーズ アプライアンスは動的アドレスを割り当てます。
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ロールをマージする際の IP ループバック アドレスの留意点

ロールをマージする際の IP ループバック アドレスの留意点

• 2 つまたはそれ以上のロールが同じアプリケーションにマップし、それぞれのマップが異な

る静的 IP ループバック アドレスを含んでいる場合、すべての静的 IP ループバック アド

レスは変更されないままになります。

• 2 つ以上のロールが同じアプリケーションにマッピングし、そのうち 1 つだけが静的 IP

ループバック アドレスを使用する場合、JSAM は静的 IP ループバック アドレスのみを使用

し、クライアント上で静的に定義されたソケットを 1つ だけにバインドします。

• 2 つ以上のロールが動的 IP ループバック アドレスを使用する同じアプリケーションにマッ

プする場合、動的 IP ループバック アドレスが 1 つだけ使用されます。アプリケーション

リスナはクライアント上で動的に割り当てられたソケット 1 つだけにバインドします。

• 同じホスト名を複数のロールに使用する場合は、同じ静的 IP ループバック アドレスを使用

するか、すべてのアプリケーションに動的アドレスを使用します。

• 同じループバック アドレスとポートの組み合わせに異なるホスト名を関連付けて使用する

と、JSAM はバックエンドで 2 つの異なるホストを区別できず、そのため、これらのホスト

宛ての IP トラフィックを正確に送信することができまません。

ホスト名を localhost に解決する

JSAM がトラフィックの仲介を正しく行うには、ユーザーのコンピュータ上のクライアント ア

プリケーションが、アプリケーション サーバーをクライアントの localhost に解決する必要

があります。このプロセスによって、JSAM がデータをキャプチャして、SA シリーズ アプライ

アンスを介してアプリケーション サーバーに安全にポート転送することが可能になります。

JSAM は自動ホストマッピングを実行できます。この処理では、クライアントのホスト ファイ

ルを編集し、アプリケーション サーバーを localhost にマップします。（管理者コンソール

の Users > User Roles > Select Role > SAM > Options ページで、自動ホストマッピングを

有効にすることができます。）

JSAM によってユーザーのホスト ファイルを編集する場合、ユーザーはクライアント コンピュー

タで適切な特権を持っている必要があります。

• FAT ファイル システムを使用する Windows ユーザーは、どのユーザー グループにも所属で

きます。ただし、Exchange MAPI サポートの場合は、ユーザーはコンピュータ上で最低でも

パワー ユーザー権限を所持している必要があります。

• NTFS ファイル システムを使用する Windows ユーザーは自身のコンピュータで管理者権限を

所持している必要があります。

• Linux（RedHat）ユーザーは、ルートとして JSAM を起動するブラウザを起動する必要があり

ます。

• Macintosh ユーザーは、JSAM に要求された場合は、管理者パスワードを入力する必要があり

ます。

ユーザーがコンピュータ上で適切な権限を所持していない場合は、JSAM は自動的にホスト ファ

イルを編集することができません。したがって、ホスト名を localhost に解決できません。
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適切な権限を所持しないユーザーは、代わりに以下の手順を行います。

• アプリケーション サーバーを localhost に解決するように、外部 DNS サーバーを設定しま

す。アプリケーション サーバーのホスト名の代わりに localhost アドレスを使用するよう

に外部 DNS サーバーを設定する場合、リモート ユーザーは、コンピュータが企業 DNS から

DNS サーバーを検索するように順番を設定する必要があります。

• etc ディレクトリおよび etc\hosts ファイルでアクセス制限を緩和して、JSAM が必要な修

正を実行できるようにします。

• SA シリーズ アプライアンスが割り当てた localhost アドレスを使用するように、ユーザー

はクライアント アプリケーションを設定できます。この場合、一般的に、アプリケーション

サーバーのホスト名をクライアント アプリケーションに指定します。

外部 DNS サーバーとユーザー マシンの設定

クライアント アプリケーションは、サーバー ホスト名を JSAM に解決する必要があります。

JSAM は、クライアントとサーバー間でデータのプロキシを実行します。Windows PC の場合、

サーバー ホスト名は hosts ファイルに保存されます。JSAM を使用してデータをインターセプ

トする場合、SA シリーズ アプライアンスがトラフィックを仲介できるよう、hosts ファイル

内のサーバー名を、ローカル マシン（localhost）に解決する必要があります。アプリケーショ

ン サーバーをユーザーのローカル PC にマップする方法として、自動ホストマッピング オプ

ションを有効にすることをお勧めします。この機能を使用すると、SA シリーズ アプライアン

スは、自動的に PC の hosts ファイルを変更して、セキュアなポート転送のため、アプリケー

ション サーバーを PC の localhost に関連付けることができます。

ただし、SA シリーズ アプライアンスが自動ホストマッピングを実行するには、PC ユーザー

は、マシン上で適切な権限を持っている必要があります。PC ユーザーがこれらの権限を持って

いない場合、インターネットに直面する外部 DNS サーバーにエントリを追加して、内部アプリ

ケーション サーバーの名前が PC の localhost に外的に解決されるように設定する必要があ

ります。

127.0.0.1 app1.company a.com

127.0.0.1 app2.company b.com

127.0.0.1 exchange1.company a.com

127.0.0.1 exchange1.company b.com

クライアント アプリケーションがアプリケーション サーバーに対して非修飾名を使用する場

合、ユーザーは、PC が名前解決用にサフィックスを追加して外部 DNS サーバーにアクセスで

きるよう、DNS サフィックスを指定する必要があります。たとえば、通常、MS Outlook クライ

アントは、MS Exchange サーバーに対して非修飾名を使用します。修飾名を 127.0.0.1 に解決

する場合、ユーザーは適切な DNS サフィックスを PC 上で指定する必要があります。ドメイン

名を追加しても、企業内でのクライアント アプリケーションの使用など、PC 上の他の処理に

は影響が及びません。

ユーザー PC に DNS サフィックスを設定するには、次の操作を行います（Windows 2000 の場

合）。

1. Windows の スタート メニューから 設定 > ネットワークおよびダイヤルアップ接続 > ロー

カル エリア接続 を選択して、プロパティ を選択します。

2. インターネット プロトコル (TCP/IP) を選択して、プロパティ をクリックします。
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3. 詳細設定 をクリックして、次に DNS タブをクリックします。

4. 以下の DNS サフィックスを順に追加する をクリックして、追加 をクリックします。

5. 追加の DNS サフィックスとして、企業の内部ドメインを追加します。

JSAM Linux および Macintosh のサポート

Linux ユーザーは、コンピュータにルートとしてサインインしていない限り、1024 より下の

ポートにはアクセスできません。Macintosh ユーザーは、JSAM に要求されたときに管理者パス

ワードを入力しない限り、1024 より下のポートにアクセスできません。telnet アプリケーショ

ンなど、権限ポート（1024 より下のポート）で実行するアプリケーションをサポートするに

は、次の操作を行います。

• ユーザーはルートとして JSAM を起動するブラウザを起動できます。

• 管理者またはユーザーは、クライアント アプリケーションを有効にする際、クライアント

ポート番号を 1024 あるいはそれ以上の番号に指定できます。

たとえば telnet アプリケーションのクライアント ポート に 2041、そしてサーバー ポー

トには 23 を指定した場合、アプリケーションを実行するコマンドは、次のようになります。

telnet loopbackIP 2041

loopbackIP は、SA シリーズ アプライアンスがアプリケーション サーバーに割り当てたルー

プバック IP アドレスです。JSAM は telnet アプリケーションからのトラフィックをポート

2041 でリスンし、これを SA シリーズ アプライアンスに転送します。次に、SA シリーズ

アプライアンスは宛先サーバーのポート 23 にこのトラフィックを転送します。

注: Sun JVM コードの設計上、Macintosh ユーザーは同じ Safari ユーザー セッ

ション内で JSAM を再起動することはできません。JSAM を再起動するには、ユー

ザーは Safari を終了し、その後 JSAM を再起動する必要があります。

標準のアプリケーション サポート:MS Outlook

リモート ユーザーは、各自の PC の Microsoft Outlook クライアントを使用して、SA シリー

ズ アプライアンスによる E メールやカレンダ、その他の Outlook 機能を使用できます。現在

サポートされている MS Outlook のバージョンは、MS Outlook 2000 と MS Outlook 2002 で

す。この機能の使用には、Outlook クライアントを変更する必要がなく、VPN などのネットワー

ク レイヤも必要ありません。

オペレーティング システムのサポートと依存性については、Juniper Networks Customer Support

Center の Supported Platforms Document を参照してください。JSAM が行うレジストリ変更

についての詳細は、Client side Changes Guide を参照してください。

また、SA シリーズ アプライアンスは SVW による Outlook のサポートは行っていません。

Outlook アプリケーションは HKLM レジストリ キーの変更を必要とするためです。

リモート ユーザーがこの機能を使用するには、ユーザー PC のネットワーク設定によって、

ローカル PC（127.0.0.1、デフォルトの localhost IP アドレス）に Outlook クライアントに
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組み込まれた Exchange Server の名前を解決する必要があります。自動ホスト マッピング オ

プションを使用して、クライアント コンピュータ上の hosts ファイルを一時的に更新するこ

とで、Exchange Server のホスト名を自動的に localhost に解決ように SA シリーズ アプラ

イアンスを設定することを推奨します。

JSAM を使用したクライアント/サーバーの通信

以下の図は、SA シリーズ アプライアンスを経由した Outlook クライアントと Exchange Server

間の通信を表しています。この図では、SA シリーズ アプライアンスが自動ホストマッピング

を実行するよう設定されていると仮定しています。

図 14: Java セキュア アプリケーション マネージャおよび強化された MS
Exchange のサポート

この図には、MS Outlook クライアントのために自動ホストマッピングを使用するように設定さ

れた SA シリーズ アプライアンスを示します。

1. ユーザーは、MS Outlook クライアントを起動します。Outlook は、Exchange Server

exchange1.yourcompany.com との接続を試行します。SA シリーズ アプライアンスは、hosts

ファイルの一時的な変更によって、Exchange Server のホスト名を 127.0.0.1（localhost）

に解決します。

2. Outlook はユーザーの PC で実行しているセキュア アプリケーション マネージャに接続し

て、E メールの要求の送信を開始します。

3. セキュア アプリケーション マネージャは Outlook クライアントからのすべての要求をカ

プセル化し、SSL を使用して SA シリーズ アプライアンスに転送します。

4. SA シリーズ アプライアンスがクライアント データのカプセル化を解除し、MAPI 要求から

送信先 Exchange Server サーバーを読み取ります。次に、要求が送信先サーバーに転送さ

れます。

5. MAPI プロトコルの要求には、各要求に対する送信先サーバーがエンコードされています。

MAPI リクエストをセキュア アプリケーション マネージャから受信すると、SA シリーズ
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アプライアンスは各リクエストを確認して、適切な送信先サーバーに振り分けます。複数の

Exchange Server が存在する場合でも、このプロセスは透過的に実行されます。

6. Exchange サーバーは、E メール データで SA シリーズ アプライアンスに応答します。

7. SA シリーズ アプライアンスは Exchange Server からの応答をカプセル化し、SSL 経由で

セキュア アプリケーション マネージャに転送します。

8. セキュア アプリケーション マネージャは SA シリーズ アプライアンスから送信された情

報のカプセル化を解除し、Exchange Server から Outlook クライアントへ通常の MAPI 応

答を転送します。

標準のアプリケーション サポート:Lotus Notes

リモート ユーザーは、各自の PC の Lotus Notes クライアントを使用して、SA シリーズ ア

プライアンス経由で E メールや予定表などの機能へのアクセスすることができます。この機能

は、VPN などのネットワーク レイヤ接続を必要としません。

オペレーティング システムのサポートと依存性については、Juniper Networks Customer Support

Center の Supported Platforms Document を参照してください。

JSAM を使用したクライアント/サーバーの通信

リモート ユーザーがこの機能を使用できるようにするには、Lotus Notes クライアントが

「localhost」をローカル設定（すなわち Home Location、Remote Location、または Travel

Location 設定）として使用するように設定する必要があります。この設定によって、Lotus

Notes クライアントからの接続要求がセキュア アプリケーション マネージャによって認識さ

れます。以下の図表は、SA シリーズ アプライアンスを経由した Lotus Notes クライアントと

Lotus Notes サーバー間の通信を表しています。

図 15: Java セキュア アプリケーション マネージャおよび Lotus Notes のサ
ポートの強化
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上の図は、localhost に設定する必要がある Lotus Notes のクライアントのロケーション値を

示しています。

1. ユーザーは、ロケーション設定で Lotus Notes クライアントを起動します。クライアント

は、ロケーションの設定に HTTP トンネル プロキシ設定を使用します。HTTP トンネル プ

ロキシ設定は、localhost（または 127.0.0.1）をプロキシのアドレスとして使用し、そし

て 1352 をプロキシ ポートとして使用する必要があります。

2. Lotus Notes クライアントがセキュア アプリケーション マネージャに接続し、E メール要

求の送信を開始します。

3. セキュア アプリケーション マネージャは Lotus Notes クライアントからの要求をカプセ

ル化し、SSL を使用して SA シリーズ アプライアンスに転送します。

4. SA シリーズ アプライアンスがクライアント データのカプセル化を解除し、Lotus Notes

の要求から送信先 Lotus Notes サーバーを読み取ります。次に、要求が送信先サーバーに

転送されます。

Lotus Notes プロトコルの要求には、各要求に対する送信先サーバーがエンコードされてい

ます。Lotus Notes の要求がアプリケーション プロキシから受信されると、SA シリーズ

アプライアンスはその要求から送信先サーバーの情報を取得して、その要求を適切な送信先

サーバーに振り分けます。1 人のユーザーによってアクセスされる Lotus Notes サーバー

が複数存在する場合でも、この機能はユーザーが気が付くことなく実行されます。これらの

ターゲット サーバーへのアクセスを有効にする SA シリーズ アプライアンス上に、JSAM

ACL を作成する必要があります。

5. Lotus Notes サーバーは、E メール データで SA シリーズ アプライアンスに応答します。

6. SA シリーズ アプライアンスは Lotus Notes サーバーからの応答をカプセル化し、SSL を

介してセキュア アプリケーション マネージャに転送します。

7. セキュア アプリケーション マネージャは SA シリーズ アプライアンスから送信された情

報のカプセル化を解除し、Lotus Notes サーバーからの通常の応答を Lotus Notes クライ

アントに転送します。

Lotus Notes クライアントの設定

リモート ユーザーが SA シリーズ アプライアンスを経由して Lotus Notes から Lotus Notes

サーバーにアクセスするには、Lotus Notes クライアントを編集し、Location ドキュメントの

Proxy フィールドを PC のローカルホスト ポートに設定する必要があります。この場合には、

Remote Location や Travel Location など、リモート アクセスに使用する Location ドキュ

メントを編集します。Proxy フィールドを PC のローカルホスト ポートに設定すると、SA シ

リーズ アプライアンスは、パススルー サーバーとして設定されたサーバーを含め、複数の

Lotus Notes サーバーに接続することが可能になります。

これらの場合には以下の設定を使用します。

• Lotus Notes を標準のアプリケーションとして使用するように JSAM を設定します。

• Lotus Notes クライアントが複数の Lotus Notes サーバーに接続できるようにします。
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SA シリーズ アプライアンスと使用できるように Lotus Notes クライアントを設定するには、

次の操作を行います。

1. Lotus Notes クライアントから、File > Mobile > Locations を選択します。

2. リモート アクセスに使用するロケーションを選択し、Edit Location をクリックします。

3. Basics タブを選択して、Proxy アイコンをクリックします。

4. Proxy Server Configuration ボックスで、HTTP Tunnel フィールドに 127.0.0.1:1352 を

入力します。

5. OK をクリックします。

標準のアプリケーション サポート:Citrix Web Interface for MetaFrame (NFuse Classic)

リモート ユーザーは、Citrix Web Interface for MetaFrame サーバーを使用すると、SA シ

リーズ アプライアンスを介してさまざまなアプリケーションにアクセスできます。このプロセ

スには、クライアント上のユーザー権限を変更する必要はありません。

ユーザーが Citrix Web Interface for MetaFrame サーバーを参照してアプリケーションを選

択すると、このサーバーがクライアントに ICA ファイルを送信します。SA シリーズ アプライ

アンスは ICA ファイルを再書き込みし、ホスト名と IP アドレスを事前設定されたループバッ

ク IP アドレスに置き換えます。次に ICA クライアントは、アプリケーション要求をループ

バック IP アドレスの 1 つに送信します。セキュア アプリケーション マネージャはデータを

カプセル化し、SA シリーズ アプライアンスに送信します。SA シリーズ アプライアンスはデー

タのカプセル化を解除して、クライアントに応じてポート 1494 または 2598 を使用して適切

な MetaFrame サーバーに送信します。

以下にご注意ください。

• SA シリーズ アプライアンスは、ターミナルサービス、JSAM、WSAM、ネットワークコネクト、

ホスティッド Java アプレット機能などのクライアントと Citrix サーバー間のトラフィッ

クを仲介する数種類のメカニズムをサポートします。

• Citrix Web Interface for MetaFrame コンソールで Embedded Applications を「Auto」に

設定すると、JSAM は自動的に起動しません。このような場合は、ユーザーが SA シリーズ

アプライアンスにサインインした後で、JSAM が自動的に起動するように設定することをお勧

めします。この設定を行わなかった場合、エンドユーザーは、Citrix Web Interface for

MetaFrame を使用する前に手動で JSAM を起動する必要があります。

• ユーザーがサーバー検出機能の使用を試み、続いてアプリケーション検出の使用を試みると、

アプリケーション検出処理は失敗します。この問題を解決するには、Citrix Program

neighborhood をシャットダウンし、再起動します。

• SA シリーズ アプライアンスは、Citrix Secure Gateway（CSG）の構成の代わりの役割を果

たします。
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• Java クライアントのアプレット モードを使用する場合は、管理者コンソールの Users >

User Roles > Role Name > Web > Options ページで、Java アプレットのサポートを必ず有

効にしてください。

• Citrix Program Neighborhood クライアントでネットワーク プロトコルを TCP/IP に設定し

た場合、SA シリーズ アプライアンスは JSAM によるアプリケーションのサポートを行いま

せん。TCP/IP 設定では UDP トラフィックを生成するためです。

Citrix ネイティブ クライアントで Citrix 発行アプリケーションを有効化する

SA シリーズ アプライアンスから Citrix ネイティブ クライアント上で Citrix 発行アプリ

ケーションを有効化するときは、以下の手順を完了する必要があります。

1. JSAM 上のカスタム アプリケーションにポート転送を設定する

2. 発行アプリケーション用に Citrix Metaframe サーバーを設定する

3. 発行アプリケーションのために Citrix クライアントを設定する

以下に注意してください。

• これらの手順は、Citrix Web Interface for Citrix Presentation Server（従来 Nfuse サー

バーと呼ばれていたもの）を使用していない状態を想定しています。

• これらの手順では、標準的な Citrix アプリケーションのオプションの設定方法は説明して

いません。（標準 Citrix アプリケーションの手順では、管理者コンソールの Users >

Resource Profiles > Web > Web Applications/Pages ページの設定を使用します。）標準の

Citrix アプリケーションとカスタムの Citrix アプリケーションの両方を有効にすることが

できます。これらの設定は、互いに影響を与えることはありません。

• SA シリーズ アプライアンスは、ターミナルサービス、JSAM、WSAM、ネットワークコネクト、

ホステッド Java アプレット機能など、Citrix サーバーとクライアントとの間のトラフィッ

クを仲介する、数種類のメカニズムをサポートします。

JSAM 上のカスタム アプリケーションにポート転送を設定する

JSAM が発行アプリケーションと連携するように設定するときは、ポート 80 と 1494 の 2 つ

のポートを開く必要があります。開かれたそれぞれのポートは、JSAM を通じて Citrix Metaframe

サーバーへの接続を作成します。
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JSAM 用の発行アプリケーションにポート転送を設定するには、次の操作を行います。

1. JSAM からカスタム アプリケーションを追加します。カスタム アプリケーションを追加す

るときには、以下の設定に注意してください。

• サーバー名 － 発行アプリケーションの場合、Metaframe サーバーの IP アドレスではな

く完全修飾 DNS 名を入力する必要があります。

• サーバー ポート － 発行アプリケーションの場合、80 と 1494 を入力します。（ポート

80 にエントリを 1 つ作成し、ポート 1494 には別のエントリを作成します。）複数の

Metaframe サーバーがある場合には、同じポートにこれらすべてを設定する必要がありま

す。

• クライアント ポート － 発行アプリケーションの場合、80 と 1494 を入力します。（ポー

ト 80 にエントリを 1 つ作成し、ポート 1494 には別のエントリを作成します。）

2. company a.com や company b.com など、複数の内部ドメインがある場合、

app1.company a.com や app2.company b.com などの名前が正しく解決するよう、管理者

コンソールの System > Network > Overview ページの設定を使用して、SA シリーズ アプ

ライアンスに DNS ドメインを追加します。

3. リモート ユーザーの PC が、Internet Explorer で Web プロキシを使用するよう設定され

ている際に、セキュア アプリケーション マネジャーに接続する必要があるアプリケーショ

ンをユーザーが起動した場合には、プロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント

マシンを設定します。

4. JSAM がユーザーのシステム上の hosts ファイルを編集できるようにするか、クライアント

アプリケーションのトラフィックを JSAM アプレットにルーティングする外部 DNS を作成

することによって、JSAM が IP ループバック アドレスを特定のポート上のアプリケーショ

ン サーバーに関連付けられるようにします。

5.

発行アプリケーション用に Citrix Metaframe サーバーを設定する

Citrix 発行アプリケーションを SA シリーズ アプライアンスから有効にするには、Metaframe

サーバー上で XML サービス DNS アドレス解決を有効にする必要があります。以下の手順は、

Metaframe XP 上での方法を説明しています。

SA シリーズ アプライアンスと連携するよう Citrix Metaframe サーバーを設定するには、次

の操作を行います。

1. Citrix Management Console を開きます。

2. サーバー ファームの名前を右クリックし、Properties をクリックします。

3. MetaFrame Settings タブを選択します。

4. Enable XML Service DNS address resolution チェックボックスを選択します。

5. OK をクリックします。

発行アプリケーション用に Citrix クライアントを設定する

SA シリーズ アプライアンスを通じて Citrix 発行アプリケーションを有効にする場合、これ

以降の説明に従って各 Citrix クライアント上で ICA 接続を確立する必要があります。
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SA シリーズ アプライアンスと連携するよう Citrix クライアントを設定するには、次の操作

を行います。

1. Citrix Program Neighborhood を開いて、Add ICA Connection オプションを選択します。

2. Add New ICA Connection ウィザードで、コンピュータ上で通信に使用する接続の種類を選

択します。

3. 次の画面では、以下の操作を実行します。

a. 新規の ICA 接続について説明を入力します。

b. ネットワーク プロトコルとして、TCP/IP + HTTP を選択します。

c. Published Application を選択します。

d. Server Location をクリックして、次の操作を行います。

i. Use Default チェックボックスの選択を解除します。

ii. Locate Server or Published Application ダイアログ ボックスで Add をクリック

します。

iii.Network Protocol リストから HTTP/HTTPS が選択されていることを確認します。

iv. Add Server Location Address ダイアログ ボックスに Metaframe サーバー DNS を

入力します。

v. ポート フィールドに 80 を入力します。

vi. Add Server Location Address ダイアログ ボックスと Locate Server or Published

Application ダイアログ ボックスで OK をクリックします。

e. Published Application リストからアプリケーションを選択します。

4. これ以降のウィザード画面で、指示に従って値を入力します。
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Citrix セキュア ゲートウェイの有効化

Citrix セキュア ゲートウェイ（CSG）を SA シリーズ アプライアンスで有効にするには、次

の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Web > Web Applications/Pages ページ

で、Citrix NFuse を標準アプリケーションから外します。

注: 同じ SA シリーズ アプライアンス上の JSAM を通じて、Citrix NFuse 標準

アプリケーションと Citrix Secure Gateway（CSG）カスタム アプリケーション

を有効にすることはできません。

SA シリーズ アプライアンスは、ターミナルサービス、JSAM、WSAM、ネットワー

クコネクト、ホステッド Java アプレット機能など、Citrix サーバーとクライ

アントとの間のトラフィックを仲介する、数種類のメカニズムをサポートしま

す。

2. JSAM からカスタム アプリケーションを追加して、JSAM でポート転送を行うアプリケーショ

ンを指定します。カスタム アプリケーションを追加するときには、以下の設定に注意して

ください。

• サーバー名 － CSG の場合、IP アドレスではなく Citrix セキュア ゲートウェイ サー

バーの完全修飾 DNS 名を入力する必要があります。

• サーバー ポート － CSG の場合、443 を入力します。複数の Citrix セキュア ゲート

ウェイ サーバーがある場合には、それらをすべて同じポート上に設定する必要がありま

す。

• クライアント ポート － CSG の場合、443 を入力します。（ポート 80 にエントリを 1

つ作成し、ポート 443 には別のエントリを作成します。）

3. company a.com や company b.com など、複数の内部ドメインがある場合、

app1.company a.com や app2.company b.com などの名前が正しく解決するよう、管理者

コンソールの System > Network > Overview ページの設定を使用して、SA シリーズ アプ

ライアンスに DNS ドメインを追加します。

4. リモート ユーザーの PC が、Internet Explorer で Web プロキシを使用するよう設定され

ている際に、セキュア アプリケーション マネジャーに接続する必要があるアプリケーショ

ンをユーザーが起動した場合には、プロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント

マシンを設定します。

5. JSAM がユーザーのシステム上の hosts ファイルを編集できるようにするか、クライアント

アプリケーションのトラフィックを JSAM アプレットにルーティングする外部 DNS を作成

することによって、JSAM が IP ループバック アドレスを特定のポート上のアプリケーショ

ン サーバーに関連付けられるようにします。

6. Citrix Secure Gateway を設定して、デスクトップで機能するか確認します。

7. エンドユーザーのホームページに、Citrix セキュア ゲートウェイ サーバーのリストをポ

イントするブックマークを追加し、SA シリーズ アプライアンスの選択的な再書き込み機能

を使用して、この URL の再書き込みをオフに設定します。
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あるいは、SA シリーズ アプライアンスでブックマークを作成したくない場合は、SA シリー

ズ アプライアンスのアドレス バーではなく、Web ブラウザのアドレス バーで URL にアク

セスするようにユーザーに指示します。

JSAM アプリケーション リソース プロファイルの作成

JSAM リソース プロファイルは、JSAM を、クライアント/サーバー アプリケーションへのトラ

フィックをセキュリティ保護するよう設定します。JSAM アプリケーション リソース プロファ

イルを作成すると、JSAM クライアントは、指定したクライアント アプリケーションによって

生成されたネットワーク トラフィックを、内部ネットワークのサーバーにトンネルします。

JSAM リソース プロファイルを作成する際、リソース プロファイルにはブックマークが含まれ

ない点に注意してください。したがって、エンドユーザーには、エンドユーザー インターフェー

スで構成されたアプリケーションへのリンクが表示されません。JSAM が仲介するアプリケー

ションやサーバーにアクセスするには、ユーザーは、まず JSAM を起動して、次に一般的な方

法（Windows の Start メニューあるいはデスクトップ アイコンなど）でアプリケーションを

起動します。

また、Web リソース プロファイルの自動ポリシー再書き込みで JSAM あるいは WSAM を有効化

する場合、SA シリーズ アプライアンスが、自動的に JSAM あるいは WSAM の自動ポリシーを

作成します。これらの SAM ポリシーは、管理者コンソールの SAM リソース プロファイル ペー

ジではなく、該当する Web リソース プロファイルからのみ見ることができます。

JSAM アプリケーション リソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications を選択し

ます。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストで、JSAM を選択します。

4. Application リストで、次のオプションのいずれかを選択します。
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• Custom － トラフィックをカスタム アプリケーションに仲介するには、このオプション

を選択します。次に以下の操作を行います。

a. Server name フィールドに、リモート サーバーの名前または IP アドレスを入力しま

す。自動ホスト マッピングを使用している場合、アプリケーションに認識されるよう

にサーバーを入力します。IP アドレスを入力した場合、エンドユーザーは、指定の

サーバーに接続するのにその IP アドレスを使って JSAM に接続する必要があります。

b. Server Port フィールドに、リモート サーバーがクライアントの接続をリッスンする

ポートを入力します。たとえば、リモート マシンから受信した Telnet トラフィック

を転送するには、クライアント ポート（JSAM がリッスンするポート）とサーバー

ポート（Telnet サーバーがリッスンするポート）の両方にポート 23 を指定します。

JSAM が加えたレジストリの変更を無効にして etc/hosts ファイルのオリジナルのコ

ピーを復元する場合、ユーザーは、エンドユーザー コンソールの Preferences >

Applications ページの設定を使用して、JSAM クライアントをアンインストールする

必要があります。変更を再び有効にするには、コンピュータを再起動する必要があり

ます。

システム設定の復元スクリプトも使用できます。ただし、JSAM を最初に起動したユー

ザーとは異なるユーザーとしてログインすると、システム設定の復元スクリプトは、

hosts ファイルを正常に復元できません。

c. Client Loopback IP フィールドに、静的ループバック アドレスを入力します。静的

な IP ループバック アドレスを割り当てないと、SA シリーズ アプライアンスは動的

にアドレスを割り当てます。

外部 DNS を設定する際、127.0.2.x の範囲の IP ループバック アドレスを使用しな

いでください。この範囲のアドレスは、SA シリーズ アプライアンスによって Citrix

NFuse との使用に予約されています。

複数のポートに設定された JSAM アプリケーション サーバーに対する静的なループ

バック アドレスを変更するには、このアプリケーション サーバーを参照しているす

べてのアプリケーションを削除して、これらのアプリケーションを新しい静的ループ

バック アドレスで再入力します。

d. Client Port フィールドに、JSAM がクライアント アプリケーションの接続をリッス

ンするポートを入力します。ローカル ポート値は、サーバー ポートと同じ値になり

ます。通常、ローカル ポート値が異なるのは、Linux または Macintosh の非ルート

ユーザーが、ポート転送用に 1024 より下のポートを使用するアプリケーションを追

加する場合だけです。

app1.mycompany.com、app2.mycompany.com、app3.mycompany.com など、1 つのポート

に複数のアプリケーションを設定できます。各アプリケーションには、静的ループバッ

ク アドレスを割り当てるか、SA シリーズ アプライアンスが各アプリケーションに動

的ループバック アドレス（127.0.1.10、127.0.1.11、127.0.1.12）を割り当てます。

JSAM は、これら複数のループバック アドレスを指定されたポートでリッスンします。

たとえば、指定されたポートで 127.0.1.12 のトラフィックがあった場合、SA シリー

ズ アプライアンスは、送信先ホストの app3.mycompany.com にこのトラフィックを転

送します。

e. Add をクリックします。
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f. JSAM が同じポートで複数ホストをリッスンしており、さらに、管理者が指定したクラ

イアント ポートが使用中の場合に利用できるポートを JSAM に選択させたい場合、

Allow JSAM to dynamically select an available port if the specified client

port is in use チェックボックスを選択します。このオプションを使用する場合、ク

ライアント アプリケーションで接続用のポート番号を指定できる必要があります。

g. Create an access control policy allowing SAM access to these servers チェック

ボックスを選択して、Server 列で指定したリストのサーバーへのアクセスを有効にし

ます（デフォルトで有効に設定されています）。

• Lotus Notes － Lotus Notes FAT クライアント アプリケーションからのトラフィックを

仲介するには、このオプションを選択します。次に Autopolicy: SAM Access Control セ

クションで、Lotus Notes サーバーへのアクセスをユーザーに許可あるいは拒否するポリ

シーを作成します。

a. まだ有効にされてない場合は、Autopolicy: SAM Access Control チェックボックスを

選択します。

b. Resource フィールドで、このポリシーを適用するアプリケーション サーバーを指定

します。サーバーは、完全修飾ホスト名あるいは IP/ネットマスクで指定できます。

たとえば、完全修飾ホスト名が notes1.yourcompany.com の場合、

notes1.yourcompany.com および notes1 を Resource フィールドに追加します。

c. Action リストで、指定のサーバーへのアクセスを許可するには Allow を、指定のサー

バーへのアクセスをブロックするには Deny を選択します。

d. Add をクリックします。

注: Lotus Notes オプションを選択した場合、または Lotus Notes クライ

アントを複数の Lotus Notes サーバーに接続するように設定した場合は、

Lotus Notes クライアントが SA シリーズ アプライアンスで適切に動作す

るように設定します。

JSAM を使って、Lotus Notes アプリケーションへのアクセスを、ユーザー

ロールごとに 1 度のみ指定できます。

• Microsoft Outlook － Microsoft Outlook アプリケーションからのトラフィックを仲介

するには、このオプションを選択します。次に以下の操作を行います。

a. 各 MS Exchange サーバーのホスト名を Servers フィールドに入力します。たとえば、

完全修飾ホスト名が exchange1.yourcompany.com の場合、exchange1.yourcompany.com

を Servers フィールドに追加します。このフィールドで使用できるシステム変数と属

性については、1069 ページの「領域、ロール、リソース ポリシーでシステム変数を

使用する」を参照してください。

SA シリーズ アプライアンスは、ここで入力するサーバーと etc/hosts ファイルの

IP アドレス間で、一対一の直接マッピングを作成するため、このフィールドには完全

なサーバー名を入力する必要があります。JSAM が加えたレジストリの変更についての

詳細は、Juniper Networks Customer Support Center の Client side Changes Guide

を参照してください。
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SA シリーズ アプライアンスは、SVW による Outlook のサポートは行っていません。

Outlook アプリケーションは HKLM レジストリ キーの変更を必要とするためです。

b. Create an access control policy allowing SAM access to this server チェック

ボックスを選択して、前の手順で指定したサーバーへのアクセスを可能にします（デ

フォルトで有効に設定されています）。

注: JSAM を使って、Microsoft Outlook アプリケーションへのアクセス

を、ユーザー ロールごとに 1 度のみ指定できます。

• NetBIOS file browsing － NetBIOS トラフィックを JSAM 経由でトンネルするには、こ

のオプションを選択します。次に以下の操作を行います。

a. Servers フィールドで、アプリケーション サーバーの完全修飾ホスト名を入力しま

す。

SA シリーズ アプライアンスは、ここで入力するサーバーと etc/hosts ファイルの

IP アドレス間で、一対一の直接マッピングを作成するため、このフィールドには完全

なサーバー名を入力する必要があります。JSAM が加えたレジストリの変更についての

詳細は、Juniper Networks Customer Support Center の Client side Changes Guide

を参照してください。

Windows クライアント マシン上でドライブ マッピングを有効にするには、標準の

NetBIOS ファイル参照オプションを使用します。有効にした場合、JSAM は自動的にレ

ジストリを変更して Windows XP マシンのポート 45 を無効にし、Windows XP がドラ

イブマッピングにポート 137、138、または 139 を使用するように強制します。Windows

XP ユーザーは、レジストリの変更を有効にするために一度再起動する必要がありま

す。

b. Create an access control policy allowing SAM access to this server チェック

ボックスを選択して、前の手順で指定したサーバーへのアクセスを可能にします（デ

フォルトで有効に設定されています）。

注: JSAM を使って、NetBIOS ファイル参照を、ユーザー ロールごとに 1

度のみ指定できます。

SA シリーズ アプライアンスは、SVW による NetBIOS ファイル参照のサ

ポートは行っていません。NetBIOS は HKLM レジストリ キーの変更を必要

とするためです。

5. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。この情報

は、SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページにある Client Application

Sessions セクションに表示されます。

6. Save and Continue をクリックします。

7. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択されたロールは、リソース プロファイルで作成された自動ポリシーを継承します。ま

だ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管理者コンソールの Users
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> User Roles > ロール名 > General > Overview ページにある、SAM オプションも自動的

に有効化されます。

8. Save Changes をクリックします。

JSAM でセキュリティを保護するアプリケーションを指定する

このセクションでは、後方互換性についての情報を提供しています。しかしながら、より簡単

でより統一された設定方法を提供する JSAM リソース プロファイルを使ってトラフィックをセ

キュリティ保護することをお勧めします。

JSAM でセキュリティを保護するアプリケーションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > SAM > Applications を選択

します。

2. Add Application を選択します。

3. アプリケーションの名前と、オプションで説明を入力します。この情報は、SA シリーズ ア

プライアンスのエンドユーザー ホームページにある Client Application Sessions セク

ションに表示されます。

4. 以下のいずれかを選択します。

• Standard application － Citrix NFuse、Lotus Notes、あるいは Microsoft

Outlook/Exchange を選択します。

SA シリーズ アプライアンスは、SVW による標準の JSAM アプリケーション、Outlook と

NetBios ファイル参照はサポートしていません。これらのアプリケーションではレジスト

リ キーの変更を必要とするためです。ただし、SA シリーズ アプライアンスは、SVW に

よる Citrix と Lotus Notes JSAM 標準アプリケーションについてはサポートしていま

す。

Lotus Notes オプションを選択した場合、または Lotus Notes クライアントを複数の

Lotus Notes サーバーに接続するように設定した場合は、Lotus Notes クライアントが

SA シリーズ アプライアンスで適切に動作するように設定します。

SA シリーズ アプライアンスは、Lotus Notes、Microsoft Outlook、Citrix アプリケー

ションへのトラフィックの仲介を行う、いくつかのメカニズムをサポートします。

• Custom application

a. Server name フィールドに、サーバーの DNS 名またはサーバー IP アドレスを入力し

ます。DNS 名を入力した場合、自動ホスト マッピングを使用するときには、アプリ

ケーションに認識されるリモート サーバー名を入力します。

b. サーバー名を入力します。

c. Server Port フィールドに、リモート サーバーがクライアントの接続をリッスンする

ポートを入力します。

たとえば、リモート マシンから受信した Telnet トラフィックを転送するには、クラ

イアント ポート（JSAM がリッスンするポート）とサーバー ポート（Telnet サーバー

がリッスンするポート）の両方にポート 23 を指定します。
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JSAM が加えたレジストリの変更を無効にして etc/hosts ファイルのオリジナルのコ

ピーを復元する場合、ユーザーは、エンドユーザー コンソールの Preferences >

Applications ページの設定を使用して、JSAM クライアントをアンインストールする

必要があります。変更を再び有効にするには、コンピュータを再起動する必要があり

ます。

システム設定の復元スクリプトも使用できます。ただし、JSAM を最初に起動したユー

ザーとは異なるユーザーとしてログインすると、システム設定の復元スクリプトは、

hosts ファイルを正常に復元できません。

d. Client Loopback IP フィールドに、静的ループバック アドレスを入力します。静的

な IP ループバック アドレスを割り当てないと、SA シリーズ アプライアンスは動的

にアドレスを割り当てます。

外部 DNS を設定する際、127.0.2.x の範囲の IP ループバック アドレスを使用しな

いでください。この範囲のアドレスは、SA シリーズ アプライアンスによって Citrix

NFuse との使用に予約されています。

複数のポートに設定された JSAM アプリケーション サーバーに対する静的なループ

バック アドレスを変更するには、このアプリケーション サーバーを参照しているす

べてのアプリケーションを削除して、これらのアプリケーションを新しい静的ループ

バック アドレスで再入力します。

e. Client Port フィールドに、JSAM がクライアント アプリケーションの接続をリッス

ンするポートを入力します。

ローカル ポート値は、サーバー ポートと同じ値になります。通常、ローカル ポート

値が異なるのは、Linux または Macintosh の非ルート ユーザーが、ポート転送用に

1024 より下のポートを使用するアプリケーションを追加する場合だけです。

app1.mycompany.com、app2.mycompany.com、app3.mycompany.com など、1 つのポート

に複数のアプリケーションを設定できます。各アプリケーションには、静的ループバッ

ク アドレスを割り当てるか、SA シリーズ アプライアンスが各アプリケーションに動

的ループバック アドレス（127.0.1.10、127.0.1.11、127.0.1.12）を割り当てます。

JSAM は、これら複数のループバック アドレスを指定されたポートでリッスンします。

たとえば、指定されたポートで 127.0.1.12 のトラフィックがあった場合、SA シリー

ズ アプライアンスは、送信先ホストの app3.mycompany.com にこのトラフィックを転

送します。

f. JSAM が同じポートで複数ホストをリッスンしており、さらに、管理者が指定したクラ

イアント ポートが使用中の場合に利用できるポートを JSAM に選択させたい場合、

Allow Secure Application Manager to dynamically select an available port ...

チェックボックスを選択します。このオプションを使用する場合、クライアント アプ

リケーションで接続用のポート番号を指定できる必要があります。

g. Add をクリックします。

5. リモート ユーザーの PC が、Internet Explorer で Web プロキシを使用するよう設定され

ている場合、セキュア アプリケーション マネジャーに接続する必要があるアプリケーショ
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ンをユーザーが起動した場合には、プロキシ サーバーをバイパスするよう、クライアント

マシンを設定します。

6. company a.com や company b.com など、複数の内部ドメインがある場合、

app1.company a.com および app2.company b.com のような名前を正常に解決できるよう

に、次の操作により SA シリーズ アプライアンスに DNS ドメインを追加します。

a. 管理者コンソールで、System > Network > Overview を選択します。

b. DNS Name Resolution で、カンマ区切りのドメイン リストを DNS Domains フィールド

に追加します。

c. Save Changes をクリックします。

ロール レベルの JSAM オプションを指定する

JSAM オプションをロール レベルで指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > SAM > Options を選択しま

す。

2. Secure Application Manager オプションで、ユーザーに対して有効にするオプションを選

択します。

• Auto launch Secure Application Manager － このオプションを選択した場合、ユーザー

がサインインすると、SA シリーズ アプライアンスは、自動的にセキュア アプリケーショ

ン マネジャーを起動します。このオプションを選択しない場合、ユーザーは、SA シリー

ズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページの Client Applications Sessions セ

クションから、手動でセキュア アプリケーション マネジャーを起動する必要がありま

す。

ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにサインインするとき、セキュア アプリケー

ション マネジャーが自動的に起動するよう設定している場合でも、ユーザーは、SA シ

リーズ アプライアンスのエンドユーザー コンソールの Preferences > Applications

ページでこの設定を上書きできます。自動起動を無効にしている場合、ユーザーは SA シ

リーズ アプライアンスのホームページのリンクをクリックして、セキュア アプリケー

ション マネジャーを手動で起動する必要があります。

• Auto uninstall Secure Application Manager － このオプションを選択すると、ユー

ザーがサインオフした後、SA シリーズ アプライアンスによって自動的にセキュア アプ

リケーション マネジャーがアンインストールされます。

• Auto allow application servers － 有効にすると、SA シリーズ アプライアンスによっ

て自動的に SAM リソース ポリシーが作成されます。このポリシーは、WSAM のアプリケー

ション リストやサーバー リスト、および JSAM のアプリケーション リストに指定され

たサーバーへのアクセスを許可します。

Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理者がオプション

を非表示にしている場合は、表示されません。

3. Java SAM Options で、ユーザーに有効にするオプションを選択します。
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• User can add applications － このオプションを選択すると、ユーザーはアプリケーショ

ンを追加することができます。ユーザーがアプリケーションを追加するには、アプリケー

ション サーバーの DNS 名とクライアント/サーバー ポートを知っている必要がありま

す。

このオプションを選択すると、ユーザーは、企業内のあらゆるホストあるいはポートへの

ポート転送を設定できます。ユーザーにアプリケーションの追加機能を提供する前に、こ

の機能がセキュリティ設定と矛盾しないか確認してください。ユーザーがアプリケーショ

ンを追加し、その後でこの機能を無効にした場合でも、ユーザーは続いてアプリケーショ

ンを利用できます。

• Automatic host mapping － このオプションを選択すると、セキュア アプリケーション

マネジャーは、Windows PC の hosts ファイルを編集して、Windows アプリケーション

サーバーのエントリを localhost に置き換えます。ユーザーがセキュア アプリケーショ

ン マネジャーを終了すると、これらのエントリは元のデータに戻されます。

セキュア アプリケーション マネジャーの Java バージョンが機能するには、セキュア

アプリケーション マネジャーがアプリケーション サーバーとして稼動しているローカル

PC に、クライアント アプリケーションで接続する必要があります。アプリケーション

サーバーをユーザーのローカル PC にマップする方法として、自動ホストマッピング オ

プションを有効にすることをお勧めします。この機能を使用すると、SA シリーズ アプラ

イアンスは、自動的に PC の hosts ファイルを変更して、セキュアなポート転送用にア

プリケーション サーバーを PC の localhost に関連付けることができます。または代わ

りに、外部 DNS サーバーを設定できます。

• Skip web proxy registry check — このオプションを選択すると、JSAM は、Web プロキ

シについてユーザーのレジストリをチェックしません。一部のユーザーには、レジストリ

を参照する権限がありません。したがって、JSAM がレジストリを参照しようとすると、

ユーザーには権限がないことを通知するエラー メッセージが表示されます。このオプショ

ンを選択すると、このメッセージが表示されなくなります。

• Auto close JSAM window on sign out － このオプションを選択すると、ユーザーが

SA シリーズ アプライアンスのブラウザ ウィンドウで Sign Out をクリックして SA シ

リーズ アプライアンスからサインアウトすると、JSAM が自動的に終了します。ユーザー

がブラウザのウィンドウを閉じただけの場合には、JSAM は実行を続けます。

4. Save Changes をクリックします。

JSAM を自動的に起動する

Launch JSAM タブを使用して、SA シリーズ アプライアンスが自動的にクライアント上の JSAM

を起動する URL を指定する、Web リソース ポリシーを作成します。SA シリーズ アプライア

ンスは、次の 2 つの状況で JSAM を起動します。

• SA シリーズ アプライアンスのホームページの Address フィールドに、ユーザーが URL を

入力した場合

• SA シリーズ アプライアンスのホームページで（管理者によって設定された）URL への Web

ブックマークをユーザーがクリックした場合

JSAM を必要とするアプリケーションを有効にしているが、必要がないのにユーザーに JSAM の

実行を要求するのを避けたい場合に、この機能は便利です。ただし、この機能を使用するには、
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ユーザーが SA シリーズ アプライアンスのホームページから URL にアクセスする必要があり

ます。ユーザーがブラウザの Address フィールドに URL を入力しても、SA シリーズ アプラ

イアンスは要求を処理しません。

SA シリーズ アプライアンスは Citrix と強固に統合されています。標準の JSAM アプリケー

ションとして Citrix を指定した場合、URL がリソース ポリシーとして設定されていなくて

も、ユーザーが ICA ファイルを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは自動的に JSAM を

起動します。

Launch JSAM リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 管理者ビューを JSAM 起動ポリシーを表示するように設定していない場合には、以下の修正

を行います。

a. ページ右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Launch JSAM チェックボックスを選択します。

c. OK をクリックします。

3. Launch JSAM タブを選択します。

4. JSAM Autolaunch Policies ページで New Policy をクリックします。

5. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

6. Resources セクションで、このポリシーを適用する URL を指定します。

7. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － このポリシーをすべてのユーザーに適用するには、こ

のオプションを選択します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールにマップされた

ユーザーにのみ、このポリシーを適用するには、このオプションを選択します。Available

roles リストからこのリストにロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

するには、このオプションを選択します。Available roles リストからこのリストにロー

ルを追加してください。

8. Action セクションで、以下を指定します。

• Launch JSAM for this URL － SA シリーズ アプライアンスは、Java セキュア アプリ

ケーション マネジャーをクライアントにダウンロードしてから、要求された URL を処理

します。

ユーザーが指定された URL を入力するか、SA シリーズ アプライアンスのホームページ

（Browsing > Bookmarks）で指定された URL へのブックマークを選択した場合にのみ、

JSAM が自動的に起動します。ブックマークは JSAM から設定されたアプリケーションを

起動しませんが、JSAM 自体は起動します。

• Don't Launch JSAM for this URL － SA シリーズ アプライアンスは、要求された URL

に対し、Java セキュア アプリケーション マネジャーをクライアントにダウンロードし
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ません。このオプションは、指定された URL について JSAM の自動起動を一時的に無効

にする場合に便利です。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

9. Save Changes をクリックします。

ユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定する

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。しかしながら、よ

り簡単でより統一された設定方法を提供する JSAM リソース プロファイルを使ってトラフィッ

クをセキュリティ保護することをお勧めします。

ロールに対してセキュア アプリケーション マネジャー アクセス機能を有効にする場合には、

ユーザーがアクセスできるアプリケーション サーバーを指定するリソース ポリシーを作成す

る必要があります。これらのポリシーは、セキュア アプリケーション マネジャーの Java バー

ジョンおよび Windows バージョン（JSAM と WSAM）の両方に適用されます。ユーザーからアプ

リケーション サーバーに要求が送信されると、SA シリーズ アプライアンスは、SAM リソース

ポリシーを評価します。ユーザーの要求が SAM ポリシーに示されたリソースと一致すると、SA

シリーズ アプライアンスは、リソースに指定されたアクションを実行します。

SAM リソース ポリシーを作成する際、以下の情報を入力する必要があります。

• リソース － リソース ポリシーでは、ポリシーを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。SAM ポリシーを作成する際、ユーザーが接続できるアプリケーション サー

バーを指定する必要があります。

• ロール － リソース ポリシーでは、適用対象となるロールを指定する必要があります。ユー

ザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスは、そのロールに適用するポリシーを決

定し、要求に対応するポリシーを評価します。SAM リソース ポリシーは、JSAM または WSAM

を通じて送られたユーザー要求に適用されます。

• アクション － セキュア アプリケーション マネジャー リソース ポリシーは、アプリケー

ション サーバーに対するアクセスを許可または拒否します。

リソース ポリシーは、標準インターフェース（次のセクションで説明）あるいはリソース プ

ロファイル（推奨）から作成することができます。

SA シリーズ アプライアンスのエンジンがリソース ポリシーを評価する際、ポリシーの

Resources リスト内に表示されるリソースは標準書式に従っていなければなりません。

セキュア アプリケーション マネジャー リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行い

ます。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > SAM > Access を選択します。

2. Secure Application Manager Policies ページで New Policy をクリックします。

3. このポリシーに付ける名前（必須）とポリシーの説明（オプション）を入力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するアプリケーション サーバーを指定しま

す。

5. Roles セクションで、以下を指定します。
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• Policy applies to ALL roles － このポリシーをすべてのユーザーに適用するには、こ

のオプションを選択します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールにマップされた

ユーザーにのみ、このポリシーを適用するには、このオプションを選択します。Available

roles リストからこのリストにロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

するには、このオプションを選択します。Available roles リストからこのリストにロー

ルを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow socket access － Resources リストで指定したアプリケーション サーバーへのア

クセスを許可するには、このオプションを選択します。

• Deny socket access － Resources リストで指定したアプリケーション サーバーへのア

クセスを拒否するには、このオプションを選択します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに 1 つまたは複数の規則を指定するには、このオ

プションを選択します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Secure Application Manager Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリ

シー評価の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、

ユーザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内の

リソースとマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されま

す。

リソース レベルの JSAM オプションを指定する

Options タブを使用して、SAM リソース ポリシーでリソースとして指定されたホスト名に IP

アドレスが一致するように、SAM リソース オプションを指定します。このオプションを選択す

ると、SA シリーズ アプライアンスは、SAM リソース ポリシーで指定されたホスト名それぞれ

に対応する IP アドレスを参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定し

てサーバーにアクセスを試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内

の IP アドレスのリストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致

する IP が見つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定さ

れたアクションが適用されます。

このオプションを有効にすると、SAM リソース ポリシーごとに Resources フィールドに指定

されたホスト名のリストが作成されます。このホスト名のリスト全体に対してオプションが適

用されます。

注: このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適用

されません。
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SAM リソース オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > SAM > Options を選択します。

2. IP based matching for Hostname based policy resources を選択します。このオプション

を選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、セキュア アプリケーション マネジャーの

リソース ポリシーに指定されたホスト名にそれぞれ対応する IP アドレスを参照します。

ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバーにアクセスを試みると、SA

シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アドレスのリストと照合して、

ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が見つかった場合、ポリ

シーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたアクションが適用されま

す。

3. Save Changes をクリックします。
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第23章

Telnet/SSH

• Telnet/SSH について 513ページ

• タスク サマリー:Telnet/SSH 機能の設定 514ページ

• Telnet/SSH リソース プロファイルの作成 514ページ

• telnet/SSH リソース プロファイルにブックマークを関連付ける 515ページ

• 一般的な Telnet/SSH オプションの設定 519ページ

• Telnet/SSH リソース ポリシーの作成 519ページ

Telnet/SSH について

Telnet/SSH オプションを使用すれば、Telnet プロトコルを使用して内部サーバー ホストに接

続したり、Web ベースの端末セッション エミュレーションによって暗号化されたセキュア シェ

ル（SSH）セッションを介して通信することができます。この機能は、次のアプリケーションと

プロトコルをサポートします。

• ネットワーク プロトコル － Telnet や SSH などのネットワーク プロトコルをサポートし

ます。

• ターミナル設定 － VT100 や VT320、派生品、スクリーン バッファなどのターミナル設定を

サポートします。

• セキュリティ － SSL やホスト セキュリティ（要求された場合は SSH など）を使用する

Web/クライアント セキュリティなどのセキュリティ メカニズムをサポートします。

セキュア ターミナル セッション ブックマークを作成して、特定のロールにマップされたユー

ザーの Welcome ページに表示させることができます。ターミナル セッション ブックマーク

は、ユーザーが起動できる Telnet または SSH セッションのターミナル セッション情報を定

義します。これらのセッションを通じて、UNIX サーバーやネットワーク デバイス、ターミナ

ルサービスを使用するその他のレガシ アプリケーションなど、ユーザーは、さまざまなネット

ワーク デバイスにアクセスできます。SA シリーズ アプライアンスは、SSH バージョン V1 と

V2 をサポートしており、OpenSSH_2.9.9p1、SSH プロトコル 1.5/2.0、OpenSSL 0x0090607f の

SSH バージョンを使用しています。

暗号化されたセキュア シェル（SSH）セッションで通信を行うときは、Telnet/SSH 機能は ^J

の組み合わせ文字の使用をサポートしないことに注意してください。（一部のアプリケーショ

ンでは、この組み合わせ文字を行揃えに使用します。）この組み合わせ文字を使用する場合に

は、これをサポートする Java アプレットを使用して、そのアプレットをホステッド Java ア
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プレット機能を使用して SA シリーズ アプライアンスからアップロードすることをお勧めしま

す。

SA700 シリーズ アプライアンスを使用している場合、Telnet/SSH 機能にアクセスするために

は、Core Clientless Access のアップグレード ライセンスをインストールしなければなりま

せん。

タスク サマリー:Telnet/SSH 機能の設定

Telnet/SSH 機能を設定するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Telnet/SSH ページを使って、Telnet

と SSH サーバーへのアクセスを許可するリソース プロファイルを作成し、これらのサー

バーへリンクするブックマークを作成し、そのブックマークをユーザー ロールに割り当て

ます。

（上述の）Telnet/SSH の設定には、リソース プロファイルを使用することをお勧めしま

す。ただし、リソース プロファイルを使いたくない場合は、代わりに管理者コンソールの

以下のページのロール ポリシーとリソース ポリシーの設定を使用して、Telnet/SSH を設

定することもできます。

• Telnet および SSH サーバーへのアクセスを可能にするリソース ポリシーを作成するに

は、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Telnet/SSH > Sessions ページ

の設定を使用します。

• 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページ

から、仲介する Telnet および SSH サーバーにアクセスできるユーザー ロールを決定

し、これらのロールの Telnet/SSH アクセスを有効にします。

• 管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Telnet/SSH > Access ペー

ジの設定を使用して、Telnet および SSH サーバーへのブックマークを作成します。

2. リソース プロファイルやロール、リソースポリシーを使って、Telnet/SSH を設定した後

は、管理者コンソールの以下のページで、一般的なロールとリソース オプションを変更す

ることができます。

• （オプション）管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Telnet/SSH

> Options ページの設定を使用して、ユーザーが独自の Telnet と SSH セッションを作

成できるようにします。

• （オプション）SA シリーズ アプライアンスに IP アドレスとホスト名を照合させ、

auto allow ブックマーク オプションを無効にするには、管理者コンソールの Users >

Resource Policies> Telnet/SSH > Options ページの設定を使用します。

Telnet/SSH リソース プロファイルの作成

Telnet/SSH リソース プロファイルは、Telnet プロトコルを使用して内部サーバー ホストへ

の接続を可能にしたり、Web ベースのターミナル セッション エミュレーションによって、暗

号化されたセキュア シェル（SSH）セッションを介した通信を可能にするリソース プロファイ

ルです。
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Telnet/SSH リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Telnet/SSH を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから、このリソースに対するセッション タイプ（Telnet または SSH）を指定

します。

4. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。（この名

前がデフォルトのブックマーク名になります。）

5. Host フィールドで、このリソース プロファイルから接続するサーバーの名前または IP ア

ドレスを入力します。

6. Create an access control policy allowing Telnet/SSH access to this server チェック

ボックスを選択して、上記手順で指定したサーバーへのアクセスを有効にします（デフォル

トでは有効に設定されています）。

7. Port フィールドに、SA シリーズ アプライアンスからサーバーに接続するポートを入力し

ます。（デフォルトでは、Telnet を選択すると、SA シリーズ アプライアンスが、この

フィールドにポート番号 23 を入力し、SSH を選択するとポート番号 22 を入力します。）

8. ユーザーの資格情報をサーバーに渡したい場合、Username フィールドに、静的ユーザー名、

<username> 変数、あるいはその他の SA シリーズ アプライアンスで適切なセッション変数

を入力します。（SSH セッションでは必須。）

9. Save and Continue をクリックします。

10. Roles タブで、リソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択したロールは、リソース プロファイルが作成した自動ポリシーとブックマークを継承

します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管理者コンソー

ルの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにある、Telnet/SSH

オプションも自動的に有効化されます。

11. Save Changes をクリックします。

12.（オプション）Bookmarks タブで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルトの

ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。（デフォルトでは、SA シ

リーズ アプライアンスは、Host フィールドで定義したサーバーにブックマークを作成し、

Roles タブで指定したロールに割り当てられているすべてのユーザーに表示します。）

telnet/SSH リソース プロファイルにブックマークを関連付ける

Telnet/SSH リソース プロファイルを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、リソース

プロファイルで指定されたホストへリンクするブックマークを自動的に作成します。SA シリー

ズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ホストに追加のブックマークを

作成することが可能です。

Telnet/SSH セッション ブックマークの作成には次の 2 つの方法を使用できます。

• 既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する（推奨） － この方法を選択する

と、IVE は、リソース プロファイルで指定されている設定を使用して、ブックマークの主な

パラメータ（ホスト、ポート、ユーザー名、セッション タイプなど）を自動入力します。さ
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らに、関連するリソース プロファイルを作成する際に、IVE が、ブックマークへのアクセス

が可能になるよう、必要なポリシーの作成プロセスの手順をガイドします。

• 標準ブックマークを作成する － このオプションを選択した場合、設定ですべてのブックマー

ク パラメータを手動で入力する必要があります。また、Telnet/SSH 機能へのアクセスを有

効にし、ブックマークで定義されたサーバーへのアクセスを許可するリソース ポリシーを作

成しなければなりません。

既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する

ブックマークを設定する際に、次の点に注意してください。

• リソース プロファイルを介して作成された Telnet/SSH ブックマークのホスト、ポート、

ユーザー名を変更するには、リソース プロファイルの Resource タブ（Bookmark タブでは

ない）から値を編集しなければなりません。

• SA シリーズ アプライアンスで定義したロールすべてではなく、すでにリソース プロファイ

ルに関連付けたロールのみ、ブックマークに割り当てることができます。リソース プロファ

イルに関連付けたロール リストを変更するには、その Roles タブの設定を使用します。

• ブックマークは、SA シリーズ アプライアンスが、どのリンクをユーザーに表示するかをコ

ントロールするだけです。ユーザーがどのリソースにアクセスできるかをコントロールする

のではありません。たとえば、リソース プロファイルを使って Telnet サーバーへのアクセ

スを有効にしているにもかかわらず、そのサーバーへの対応するブックマークを作成してい

ない場合でも、ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスのホームページの Address フィー

ルドに入力すれば、そのサーバーにアクセスすることができます。

• Telnet/SSH ブックマークを定義するときには、入力するパラメータのセットは一意なものと

します。同じパラメータのセットを持つ 2 つのブックマークを作成すると、SA シリーズ ア

プライアンスは、いずれかのブックマークをエンドユーザーの表示から削除します。ただし、

管理者コンソールでは両方のブックマークを見ることができます。

ブックマークを Telnet/SSH リソース プロファイルに関連付けるには、次の操作を行います。

1. リソース プロファイルのブックマークを標準のリソース プロファイル ページで作成する

場合、次の操作を行います。

• Users > Resource Profiles > Telnet/SSH> リソース プロファイルを選択 > Bookmarks

を選択します。

• 既存のブックマークを変更する場合は、Bookmark コラムで該当するリンクをクリックし

ます。ブックマークを追加で作成するには、New Bookmark をクリックします。

リソース プロファイルのブックマークをユーザー ロール ページで作成する場合は、次の

操作を行います。

a. Users > User Roles > ロールを選択 > Telnet/SSH > Sessions を選択します。

b. Add Session をクリックします。

c. Type リストから、Telnet/SSH Resource Profile を選択します。（SA シリーズ アプラ

イアンスは、Telnet/SSH リソース プロファイルがまだ作成されていない場合には、こ

のオプションを表示しません。）
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d. 既存のリソース プロファイルを選択します。（SA シリーズ アプライアンスは、選択さ

れたリソース プロファイルの設定を使用して、Host フィールドと Port フィールドに

自動的に値を入力します。）

e. OK をクリックします。（選択したロールをリソース プロファイルに関連付けていない

場合、SA シリーズ アプライアンスが、自動的に関連付けを行います。SA シリーズ ア

プライアンスは、リソース プロファイルが必要とするロールに対する任意のアクセス

コントロール ポリシーも有効にします。）

f. ロールが、選択されたリソース プロファイルに関連付けられていない場合、SA シリー

ズ アプライアンスが、通知メッセージを表示します。このメッセージが表示されたら、

Save Changes をクリックします。このロールがリソース プロファイルのロール リスト

に追加され、必要に応じてプロファイルの自動ポリシーが更新されます。前の手順を繰

り返してブックマークを作成します。

注: リソース プロファイル ブックマークを、標準のリソース プロファイル

ページではなく、ユーザー ロール ページから作成した場合、SA シリーズ

アプライアンスは、生成されたブックマークを選択されたロールにのみ関連

付けます。SA シリーズ アプライアンスは、選択されたリソース プロファイ

ルに関連付けられたすべてのロールに、ブックマークを割り当てるわけでは

ありません。

2. オプションで、ブックマークの名前と説明を変更することができます。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、ブックマークの名前が付けられます。）

3. サーバーのディスプレイ ウィンドウのフォント サイズを変更したいときは、Font Size セ

クションで以下のオプションから 1 つを選択します。

• Fixed size of _ pixels －8 ～ 36 ピクセルの範囲でサイズを入力します。（デフォル

トでは、フォント サイズは 12 に設定されています。）

• Resize to fit window －ウィンドウ サイズに合わせてフォント サイズが動的に変わり

ます。このオプションには Internet Explorer が必要です。（デフォルトでは有効に設

定されています。）

4. サーバーのディスプレイ ウィンドウのサイズを変更したいときは、Screen Size ドロップ

ダウン リストからオプションを選択します。（デフォルトでは、ウィンドウ サイズは 80

文字 24 行に設定されています。）

5. サーバー ウィンドウがスクロール中に表示のため保持する行数を変更するには、Screen

Buffer フィールドの値を変更します。（デフォルトでは、100 行に設定されています。）

6. ブックマークをリソース プロファイル ページの Roles から設定する場合は、ブックマー

クを表示するロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているすべてのロールに

ブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。

• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールのサ

ブセットにブックマークを表示する場合に、このオプションを選択します。次に、ALL
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Selected Roles リストでロールを選択し、Add をクリックして Subset of selected roles

リストに移動させます。

7. Save Changes をクリックします。

標準ブックマークを作成する

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Telnet と SSH の

サーバーへのアクセスの設定には、この方法ではなく、リソース プロファイルを使用すること

をお勧めします。リソース プロファイルのほうが簡単で、かつ統合された設定方法であるため

です。

セキュア ターミナル セッションのブックマークを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > Telnet/SSH > Sessions を選

択します。

2. Add Session をクリックします。New Telnet/SSH Session ページが表示されます。

3. Type リストで Standard を選択します。（SA シリーズ アプライアンスは、Telnet/SSH リ

ソース プロファイルがすでに作成されている場合には、Type リストのみを表示します。）

4. 新規 Telnet/SSH セッションのブックマークの名前と説明を入力します（オプション）。

ブックマークの名前と説明を指定すると、Terminal Sessions ページにこの情報が表示され

ます。

5. Host フィールドに、このセッションのリモート ホストの名前または IP アドレスを入力し

ます。

6. Session Type で、Telnet または SSH Secure Shell のいずれかを選択し、ポートが事前入

力されたポートの割り当てと異なる場合は、ポートを指定します。

7. ユーザー名を入力するか、<username> またはその他の SA シリーズ アプライアンス対応の

セッション変数を使用します。

8. 次のいずれかを選択して、Font Size を指定します。

• Fixed size of _ pixels －8 ～ 36 ピクセルの範囲でサイズを入力します。

• Resize to fit window －ウィンドウ サイズに合わせてフォント サイズが動的に変わり

ます。このオプションには Internet Explorer が必要です。

9. ドロップダウン リストから Screen Size を選択します。

10. Screen Buffer サイズを指定します。

11. Save Changes または Save + New をクリックします。

セキュア ターミナル セッションのブックマークを作成することに加え、ロールの Telnet/SSH

セッションを許可するリソース ポリシーを作成します。または、Telnet/SSH > Options タブ

で Auto allow role Telnet/SSH sessions を有効にして、セッション ブックマークで定義さ

れたリソースに自動的にアクセスできるようにします。

Telnet/SSH ブックマークを定義するときには、入力するパラメータのセットは一意なものとし

ます。同じパラメータのセットを持つ 2 つのブックマークを作成すると、IVE は、いずれかの

ブックマークをエンドユーザーの表示から削除します。ただし、管理者コンソールでは両方の

ブックマークを見ることができます。
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一般的な Telnet/SSH オプションの設定

ユーザーが自分で Telnet/SSH ブックマークを作成したり、ターミナル セッションへブラウズ

し、SA シリーズ アプライアンスを設定してセッション ブックマークに指定されたサーバーへ

のアクセスを許可する Telnet/SSH リソース ポリシーを作成できるように許可することができ

ます。

ユーザーにターミナル セッションのブラウズを許可する場合、ユーザーは次の 2 つの方法を

使用できます。

• Use the SA Series Appliance homepage － ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスのホー

ムページの Address フィールドに、アクセスするサーバーとポートを入力できます。URL の

有効なフォーマットには、次のものがあります。

• Telnet://host:port

• SSH://host:port

例：Telnet://terminalserver.yourcompany.com:3389

• Use the Web browser’s address bar － ユーザーは各自の Web ブラウザのアドレス バー

に、標準の Web プロトコルを使用してアクセスするサーバーとポート（およびフォントや

ウィンドウ サイズなどのセッション パラメータ）を入力できます。例：

https://iveserver/dana/term/newlaunchterm.cgi?protocol=telnet&host=termsrv.yourcompany.com&port=23&username=jdoe&fontsize=12&buffer=800&size=80x25

一般的な Telnet/SSH オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > Telnet/SSH > Options を選

択します。

2. ユーザーが独自のセッション ブックマークを定義できるようにし、また telnet:// および

ssh:// 構文、ならびに /dana/term/newlaunchterm.cgi 構文を使用して、ターミナル セッ

ションのブラウズを可能にするために User can add sessions を有効にします。このオプ

ションを有効にした場合、次回にユーザーが SA シリーズ アプライアンス ユーザー コン

ソールを更新すると、Terminal Services ページに Add Terminal Services Session ボタ

ンが表示されます。

3. リソース ポリシーを作成するのではなく、セッション ブックマークに定義されたリソース

へのアクセスを自動的に許可するには、Auto allow role Telnet/SSH sessions を有効に

します。このオプションは、ユーザー ブックマークではなく、ロール ブックマークに適用

されます。

Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理者がオプションを

非表示にしている場合は、表示されません。

4. Save Changes をクリックします。

Telnet/SSH リソース ポリシーの作成

ロールに対して Telnet/SSH アクセス機能を有効にする場合には、ユーザーがアクセスできる

リモート サーバーを指定するリソース ポリシーを作成する必要があります。ユーザーの要求
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が Telnet/SSH ポリシーに示されたリソースと一致すると、SA シリーズ アプライアンスは、

リソースに指定されたアクションを実行します。

リソース ポリシーは、標準インターフェース（次のトピックで説明）あるいはリソース プロ

ファイル（推奨）から作成することができます。

Telnet/SSH リソース ポリシーを作成するときに、次の情報を入力する必要があります。

• リソース － リソース ポリシーでは、ポリシーを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。Telnet/SSH ポリシーの作成時には、ユーザーが接続できるリモート サー

バーを指定する必要があります。

• ロール － リソース ポリシーでは、適用対象となるロールを指定する必要があります。ユー

ザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスは、そのロールに適用するポリシーを決

定し、要求に対応するポリシーを評価します。

• アクション － Telnet/SSH リソース ポリシーは、サーバーに対するアクセスを許可または

拒否します。

SA シリーズ アプライアンスのエンジンがリソース ポリシーを評価する際、ポリシーの

Resources リスト内に表示されるリソースは標準書式に従っていなければなりません。

Telnet/SSH リソース ポリシーの作成

このセクションの情報は、後方互換性のために提供しています。Telnet と SSH のサーバーへ

のアクセスの設定には、この方法ではなく、リソース プロファイルを使用することをお勧めし

ます。リソース プロファイルのほうが簡単で、かつ統合された設定方法であるためです。

Telnet/SSH リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Telnet/SSH > Access を選択します。

2. Telnet/SSH Policies ページで New Policy をクリックします。

3. New Policy ページで、このポリシーに付ける名前およびオプションでポリシーの説明を入

力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するサーバーを指定します。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles －すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － このポリシーを Selected roles リストのロール

にマップされたユーザーのみに適用するには、このフィールドを使用しますAvailable

roles リストからこのリストにロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

するには、このフィールドを使用します。Available roles リストからこのリストにロー

ルを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow access － Resources リストで指定したリソースに対するアクセスを許可するに

は、このフィールドを使用します。
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• Deny access － Resources リストで指定したリソースに対するアクセスを拒否するには、

このフィールドを使用します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに 1 つまたは複数の規則を指定するには、この

フィールドを使用します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Telnet/SSH Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の順序に

従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーから要求

されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースとマッチ

すると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

IP アドレスとホスト名の照合

Telnet/SSH リソース ポリシーでリソースとして指定されたホスト名と IP アドレスを照合す

るよう、Telnet/SSH を設定することができます。このオプションを選択すると、SA シリーズ

アプライアンスは、Telnet/SSH リソース ポリシーで指定されたホスト名それぞれに対応する

IP アドレスを参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバーに

アクセスを試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アドレ

スのリストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が見

つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたアクショ

ンが適用されます。

このオプションを有効にすると、Telnet/SSH リソース ポリシーごとに Resources フィールド

に指定されたホスト名のリストが作成されます。このホスト名のリスト全体に対してオプショ

ンが適用されます。

このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適用されません。

Telnet/SSH リソース オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Telnet/SSH > Options を選択します。

2. IP based matching for Hostname based policy resources を選択します。

SA シリーズ アプライアンスは、Telnet/SSH リソース ポリシーで指定されたホスト名にそ

れぞれ対応する IP アドレスを参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを

指定してサーバーにアクセスを試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッ

シュ内の IP アドレスのリストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断しま

す。一致する IP が見つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリ

シーに指定されたアクションが適用されます。

3. Save Changes をクリックします。
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• カスタム ICA ファイルを使用する Citrix リソース プロファイルを作成する 546ページ

• カスタム ICA ファイルを使って Citrix プロファイルのブックマークを定義する 548ページ

• 公開アプリケーションの一覧を保持する Citrix プロファイルを作成する 549ページ

• アプリケーションのリストを保持する Citrix プロファイルへのブックマークを定義す

る 550ページ

• ターミナル サーバーのセッション ブックマークを作成する 552ページ

• 高度なターミナルサービス セッション ブックマークの作成 552ページ
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• 外部サイトからターミナルサービス セッション ブックマークへのリンクを作成する 559ページ

• 一般的なターミナルサービス オプションの指定 566ページ

• ターミナルサービス リソース ポリシーの設定 569ページ

• ターミナルサービス リソース オプションの指定 570ページ

• リモート デスクトップ ランチャの使用 571ページ

ターミナルサービスについて

Windows サーバー、Citrix NFuse または Citrix Metaframe サーバーのターミナル エミュレー

ション セッションを有効にするには、ターミナルサービス機能を使用します。この機能はま

た、SA シリーズ アプライアンスからのターミナルサービスの配信を可能にしますので、クラ

イアントのホストのために他の Web サーバーを使う必要がありません。

SA シリーズ アプライアンスは、ターミナルサービス、JSAM、WSAM、ネットワークコネクト、

ホステッド Java アプレット機能など、Citrix サーバーとクライアントとの間のトラフィック

を仲介する、数種類のメカニズムをサポートします。

ターミナルサービス機能（Windows ターミナルサービスおよび Citrix )は、SA700 シリーズ

アプライアンスでは利用できません。

ターミナルサービスのユーザー操作

エンドユーザーの側から見ると、セキュリティ保護されているターミナルサービス リソースに

SA シリーズ アプライアンスを経由してアクセスするのは簡単です。ターミナルサービス機能

を有効にしているときには、エンドユーザーが行うべきタスクは次のタスクだけです。

1. ユーザーがアクセスしたいリソースを指定する － ユーザーは、リンクをクリックするか

SA シリーズ ブラウザ バーにリソースを入力して、アクセスしたいリソースを指定するこ

とができます。あるいは、ブックマークの自動起動を有効にしている場合は、ユーザーが

SA シリーズ アプライアンスにサインインしたときに、SA シリーズ アプライアンスが自動

的にそのリソースを起動します。

2. リソースについての資格情報を入力する － ユーザーがアクセスにリソースするときに、SA

シリーズ アプライアンスがユーザーに対してユーザー名とパスワードの入力を求めます（リ

ソースが要求する場合）。SSO を有効にしている場合には、SA シリーズ アプライアンス

は、ユーザーに入力を求めることなく、自動的にこの情報をリソースに送信します。リソー

スが資格情報を検証すると、SA シリーズ アプライアンスがリソースを起動します。

ユーザーは、以下の方法を使用してターミナルサービス リソースにアクセスすることができま

す。

• セッション ブックマーク － セッション ブックマークは、ユーザーが接続できるサーバー、

ターミナル セッションのウィンドウ パラメータ、SA シリーズ アプライアンスが Windows

ターミナル サーバーまたは Metaframe サーバーに送信するユーザー名とパスワードなど、

さまざまな情報を定義します。1 つのロール用にセッション ブックマークを何種類でも作成

できるため、ユーザーは各々異なるセッション ブックマークを使用して、複数のサーバーに

アクセスすることができます。（ユーザーは同一または異なるターミナル サーバーに対し、

複数のセッションを同時に開くことができます。）

• 他の Web サイトからの URL － ほとんどの場合、ユーザーは SA シリーズ アプライアンス

のエンドユーザー コンソールからセッション ブックマークに直接アクセスします。ユーザー
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が SA シリーズ アプライアンス エンドユーザー コンソールにサインインしなくてもターミ

ナルサービス リンクを表示してアクセスできるようにする場合には、他の Web サイト上に、

SA シリーズ アプライアンスですでに作成されているセッション ブックマークをポイントす

る URL を作成することができます。あるいは、ホスト、ポート、ターミナル ウィンドウ パ

ラメータなど、ターミナルサービス プログラムに渡すすべてのパラメータを含む URL を作

成することができます。

注: SA シリーズ アプライアンス上のターミナルサービス ブックマークへのリン

クを外部サーバー上に作成し、複数のサインイン URL を使用する場合には、いく

つかの制限があります。

• SA シリーズ アプライアンス ブラウズ バー － ユーザーがブックマークと URL からターミ

ナルサービスにリンクできるようにすることに加えて、Windows システム上の SA シリーズ

アプライアンス ブラウズ バーからこれらのリソースにアクセスできるようにすることもで

きます。ブラウズ ボックスに ica://hostname を入力すると、Citrix Metaframe サーバー

または Nfuse サーバーにアクセスすることができます。あるいは、ブラウズ ボックスに

rdp://hostname を入力して、Microsoft ターミナルサービスまたはリモート デスクトップ

セッションにアクセスすることができます。

• サーバー アドレス － ユーザーは、ターミナル サーバーの IP アドレスまたはホスト名を

入力して、アクセス可能なサーバーへのリモート デスクトップ接続を開始できます。

タスク サマリー:ターミナルサービス機能の設定

ターミナルサービス機能を設定するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールの Users > Resource Profiles > Terminal Services ページの設定で、

Windows ターミナル サーバーまたは Citrix サーバーへのアクセスを許可するリソース プ

ロファイルを作成し、プロファイルには、これらのサーバーとリンクするセッション ブッ

クマークを組み込み、セッション ブックマークをユーザー ロールに割り当てます。

（上述の）ターミナルサービスの設定には、リソース プロファイルを使用することをお勧

めします。しかし、リソース プロファイルを使いたくない場合は、代わりに管理者コンソー

ルの以下のページのロール ポリシーとリソース ポリシーの設定を使用して、ターミナル

サービスを設定することもできます。

• 管理者コンソールの Users > Resource Policies > Terminal Services > Access ページ

の設定で、Windows ターミナル サーバーおよび Citirx サーバーへのアクセスを可能に

するリソース ポリシーを作成します。

• 仲介する Windows ターミナル サーバーおよび Citrix サーバーにアクセスできるユー

ザー ロールを決定し、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General

> Overview ページで、これらのロールのターミナルサービスへのアクセスを有効にしま

す。

• Windows ターミナル サーバーおよび Citrix サーバーへのブックマークを作成するには、

管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Terminal Services > Sessions

ページの設定を使用します。
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2. （オプション）リソース プロファイルまたはロールおよびリソース ポリシーを使って、

ターミナルサービス設定後に、一般的なロールおよびリソース オプションを変更します。

管理者コンソールの以下のページを使用します。

• （オプション）管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > Terminal

Services > Options ページの設定を使って、自分のターミナルサービス セッションを定

義し、接続できるローカル デバイスを指定し、表示オプションとパフォーマンス オプ

ションを設定します。ユーザーが自分のターミナルサービス セッションを定義できる選

択の場合、指定リソースのアクセスを有効にするために、対応リソース ポリシーまたは

リソース プロファイルも作成する必要があります。これについては、本セクションの最

初の説明を参照してください。

• （オプション）ユーザーが外部 Web サイトからアクセスできるよう、ターミナル セッ

ションへのリンクを SA シリーズ アプライアンス上に作成します。

• （オプション）管理者コンソールの Users > Resource Policies > Terminal Services >

Options ページの設定を使って、SA シリーズ アプライアンスで IP アドレスをホスト名

と一致させます。

3. （Citrix のみ）SA シリーズ アプライアンスがユーザーのシステムにアップロードする

Citrix クライアントを取得する場所を指定するには、管理者コンソールの Users > User

Roles > ロールを選択 > Terminal Services > Options ページの設定を使用します。

さらに、SA シリーズ アプライアンスが外部の Web サイトから Citrix クライアントを取

得するよう指定する場合は、次の操作を行います。

• 管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > Access > Web ACL ページの設

定で、Citrix クライアントのある Web サイトへのアクセスを可能にする Web アクセス

リソース ポリシーを作成します。

• ユーザーのブラウザで Citrix クライアントを配信できるよう、管理者コンソールの Users

> Resource Policies > Web > Caching ページの設定で、Web キャッシング リソース ポ

リシーを作成します。（Unchanged (do not add/modify caching headers) オプションを

選択しなければならないことに注意してください。）
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ターミナルサービスの実行

ユーザーがターミナルサービス リソースにアクセスしようとすると、SA シリーズ アプライア

ンスは、以下の手順でターミナルサービス セッションを開始し、仲介します。

1. SA シリーズ アプライアンスが Java クライアントを確認します。

ターミナルサービス セッションを有効にするには、システムに RDP クライアント（Windows

Terminal Server のアクセス用）か、ICA クライアント（Citrix Metaframe サーバーまた

はサーバー ファームのアクセス用）が必要です。サーバーでアプリケーションを実行でき

るよう、これらのクライアントは、Windows バージョンと Java バージョンのいずれにも組

み込まれていますが、それはネットワークでキーボード情報、マウス情報、表示情報を送信

するだけの機能になります。

SA シリーズ アプライアンスでは、（ロールではなく）ターミナルサービス リソース プロ

ファイルで RDP クライアントまたは ICA クライアントの Java バージョンをアップロード

できます。SA シリーズ アプライアンスにクライアントをアップロードしておき、ユーザー

のターミナル セッションを SA シリーズ アプライアンスで実行するよう指定しておくと、

SA シリーズ アプライアンスは、指定した Java クライアントを起動します。

2. （Citrix のみ）。必要な場合は SA シリーズ アプライアンスは Windows クライアントを

確認します。

SA シリーズ アプライアンスに Java クライアントをアップロードしていない場合、SA シ

リーズ アプライアンスは Windows バージョンの ICA クライアントの有無を確認します。

SA シリーズ アプライアンスの確認で、Windows ICA クライアントが見つからなければ、SA

シリーズ アプライアンス管理者コンソールの Users > User Roles > Role >Terminal

Services > Options ページで指定したバージョンをインストールします。

3. SA シリーズ アプライアンスはターミナルサービス プロキシの有無を確認します。

Windows セッションもしくは Citrix セッションを仲介するには、システムに Juniper

Windows ターミナルサービス プロキシまたは、Juniper Citrix ターミナル サービス プロ

キシが必要です。SA シリーズ アプライアンスはユーザーのコンピュータで適切なプロキシ

の有無を確認し、見つからない場合は、新しいプロキシをインストールします。ユーザーの

権限によって、SA シリーズ アプライアンスは、ActiveX コンポーネントまたは Java コン

ポーネントを使用してプロキシをインストールします。

4. プロキシは Windows クライアントを呼び出します。

ユーザーのコンピュータにプロキシがインストールされていることを SA シリーズ アプラ

イアンスが確認すると、プロキシは Windows RDP または ICA クライアントを呼び出しま

す。呼び出しに成功すると、クライアントはユーザーのターミナルサービス セッションを

開始し、プロキシはセッション トラフィックを仲介します。

5. プロキシは、Java クライアントを呼び出します。

Windows クライアントがユーザー コンピュータにないときに（削除されたか、インストー

ルする権限をユーザーが持っていない場合）、ターミナルサービス リソース プロファイル

で Windows クライアントを SA シリーズ アプライアンスにアップロードすると、SA シリー

ズ アプライアンスは、アップロードした Java アプレットでセッションを起動します。

インストールの過程で、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーに Java クライアントを

常時使用するのか、それとも現在のセッションだけに使用するのかを確認してきます。SA
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シリーズ アプライアンスは、ユーザーの意向を永続クッキーとして保存します。Java クラ

イアントのインストールが完了すると、クライアントはユーザーのターミナルサービス セッ

ションを開始し、プロキシはセッション トラフィックを仲介します。

ターミナルサービス機能を有効にしたときに SA シリーズ アプライアンスによってインストー

ルされる特定のファイルと、関連するクライアントのインストールと実行に必要な権限につい

ては、Juniper Networks Customer Support Center の Client side Changes Guide を参照し

てください。

Citrix で ICA ロード バランスを設定する

SA シリーズ アプライアンスのターミナルサービス機能は、発行アプリケーションが事前設定

されている Citrix サーバー ファーム（以下のトピックで説明します）への接続をサポートし

ています。SA シリーズ アプライアンスは、Nfuse サーバーが動的にサーバー ファーム内で

Citrix 発行アプリケーションのリストを取得する、ロード バランス設定はサポートしていま

せん。

Citrix ロード バランスの概要

SA シリーズ アプライアンスは、以下の Citrix ロード バランス シナリオをサポートしてい

ます。

1. ファーム内の複数の Citrix サーバーで発行アプリケーションを使用する場合、Citrix 管

理者は、カスタム ICA ファイルを生成します。生成された ICA ファイルには、マスター

ブラウザ（つまりロード バランスを実行するサーバー）の IP アドレスとポート番号を示

す HTTPBrowserAddress というパラメータが格納されています。

2. ICA クライアントは、ユーザーのコンピュータ上で発行アプリケーションを起動しようとす

るとき、HTTPBrowserAddress パラメータを使用してマスター ブラウザに接続します。

3. マスター ブラウザはファーム内のサーバーに ping を送信し、相対的な負荷を特定して最

もビジーでないサーバーの IP アドレスを ICA クライアントに送信します。

4. ICA クライアントは、マスター ブラウザが返した IP アドレスを使用して、適切なターミ

ナル サーバーに接続します。

Citrix ロード バランスを設定する

SA シリーズ アプライアンスを Citrix ファームと共に適切に動作させるために、Citrix ファー

ムと SA シリーズ アプライアンスを以下に説明する手順で設定する必要があります。これらの

手順は、Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 を使用する場合を元にしたものです。

1. Citrix サーバーで、ファーム内にあるサーバー（1 つまたは複数）をマスター ブラウザと

して有効にします。

a. Metaframe Farm でサーバーを右クリックし、Properties を選択します。

b. Metaframe Settings を選択します。
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c. Citrix XML サービスに TCP/IP ポートを入力します。

2. Citrix サーバーで、ファーム内の MetaFrame XP サーバーでホストされるアプリケーショ

ンを発行します。

a. Applications リンクを右クリックして、Publish applications を選択します。

b. 発行するデスクトップまたはアプリケーションを指定します。

c. ウィザードのプロンプトに従います。

d. 公開するアプリケーションをホストするサーバーのリストを指定し、Finish をクリック

します。

指定された発行アプリケーションがサーバー ファームに表示されます。

3. Citrix サーバーで、発行アプリケーションに対応する Citrix ICA ファイルを生成します。

a. ステップ 2 で公開したアプリケーションを選択し、Create ICA file を選択します。

b. ウィザードのプロンプトに従います。

c. TCP/IP + HTTP Server 画面で、HTTPBrowser サーバーの名前とポート番号を入力しま

す。（ポートは、ステップ 1 で設定した Citrix XML Service ポートに一致させます。）

d. ICA ファイルを保存します。

4. SA シリーズ アプライアンスで、管理者コンソールの以下のページのいずれかにある設定を

使用して、ICA ファイルをアップロードします。

• Users > User Roles > ロール > Terminal Services > Sessions

• Users > Resource Profiles > プロファイル

5. SA シリーズ アプライアンスで、ステップ 3 で入力した HTTPBrowser サーバーとポートに

対するリソース ポリシーを作成します。

6. SA シリーズ アプライアンスで、エンドユーザーとしてブックマークを起動して、設定をテ

ストします。

注: SA シリーズ アプライアンスではなく、ファーム内の Citrix サーバーの 1 つ

がロード バランスを実行します。ICA クライアントがユーザーのデスクトップにす

でにインストールされている場合は、管理者権限は必要ありません。

ターミナルサービス機能の利用に必要な権限の詳細については、Juniper Networks

Customer Support Center の Client Side Changes Guide を参照してください

マスター ブラウザからの XML 応答にホスト名が含まれる場合には、SA シリーズ

アプライアンスでは機能しません。応答をドット ポート（IP アドレス）形式にす

るには、ブラウザ サーバーの設定時に Enable XML service DNS address resolution

チェックボックスのチェックを外します。このオプションは、送信先の Citrix サー

バーがホスト名で表されるか IP アドレスで表されるかを制御します。
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ターミナルサービス リソース プロファイルについて

ターミナルサービス リソース プロファイルの設定方法は、アクセス先が Windows ターミナル

サーバー（RDP クライアントが必要）であるか、Citrix ターミナル サーバー（ICA クライア

ントが必要）であるかによって異なります。さらに、Citrix サーバーへのアクセスをカスタム

ICA ファイルを使用して設定する場合、ICA ファイル自体に多くの設定が含まれているため、

SA シリーズ アプライアンスから設定する必要はありません。ただし、Citrix サーバーへのア

クセスを、SA シリーズ アプライアンスのデフォルト ICA ファイルを使用して設定する場合

は、SA シリーズ アプライアンスで追加して設定する必要があります。

ターミナルサービス リソース プロファイルの設定方法は、アクセス先が Windows ターミナル

サーバー（RDP クライアントが必要）であるか、Citrix ターミナル サーバー（ICA クライア

ントが必要）であるかによって異なります。さらに、Citrix サーバーへのアクセスをカスタム

ICA ファイルを使用して設定する場合、ICA ファイル自体に多くの設定が含まれているため、

SA シリーズ アプライアンスから設定する必要はありません。ただし、Citrix サーバーへのア

クセスを、SA シリーズ アプライアンスのデフォルト ICA ファイルを使用して設定する場合

は、SA シリーズ アプライアンスで追加して設定する必要があります。

複数のアプリケーションに簡単にアクセスできるようにするために、同じターミナルサービス

リソースに対して複数のブックマークを作成する場合があります。たとえば、リソース プロ

ファイルで定義されているサーバーが、複数のアプリケーション（Siebel と Outlook など）

へのアクセスを提供する場合があります。これらの各アプリケーションに簡単にアクセスする

ために、それぞれに対してリソース プロファイル ブックマークを作成することができます。

あるいは、複数のブックマークを使用して、別々のアプリケーションではなく 1 つのアプリ

ケーションへのシングル サインオンを設定する場合もあります。

セッション ブックマークを設定する際には、次の点に注意してください。

• リソース プロファイルを介して作成されたターミナルサービス セッション ブックマークの

ホストやポートを変更するには、リソース プロファイルの Resource タブ（Bookmark タブ

ではなく）で値を編集しなければなりません。

• SA シリーズ アプライアンスで定義したロールすべてではなく、すでにリソース プロファイ

ルに関連付けたロールにのみ、セッション ブックマークを割り当てることができます。リ

ソース プロファイルに関連付けたロール リストを変更するには、その Roles タブの設定を

使用します。

• セッション ブックマークは、SA シリーズ アプライアンスが、どのリンクをユーザーに表示

するかをコントロールするだけです。ユーザーがどのリソースにアクセスできるかをコント

ロールするのではありません。たとえば、リソース プロファイルを使ってターミナル サー

バーへのアクセスを有効にしているにもかかわらず、そのサーバーへの対応するセッション

ブックマークを作成していない場合でも、ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスのホー

ムページの Address ボックスにそのブックマークを入力すると、そのサーバーにアクセスす

ることができます。

• ターミナルサービス ブックマークを定義するときには、入力するパラメータのセットは一意

なものとします。同じパラメータのセットを持つ 2 つのブックマークを作成すると、SA シ

リーズ アプライアンスは、いずれかのブックマークをエンドユーザーの表示から削除しま

す。ただし、管理者コンソールでは両方のブックマークを見ることができます。
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Windows ターミナルサービス リソース プロファイルの設定

このトピックでは、Windows ターミナル サーバーのアクセスを有効にするターミナルサービス

リソース プロファイルを RDP クライアントで設定する方法を説明します。

RDP7 クライアントが存在する場合、ユーザーは、Juniper Networks ターミナルサービスを介

して RDP7 機能を使用できます。ただし、RDP7 の True Multi monitor 機能と双方向音声機

能は、このリリースでサポートされません。

Windows ターミナルサービス リソース プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services を選択します。

2. New Profile をクリックします。または、リストから既存のプロファイルを選択します。

3. Type リストで、Windows Terminal Services を選択します。

4. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。（この名

前がデフォルトのセッション ブックマーク名になります。）

5. Host フィールドで、このリソース プロファイルから接続するサーバーおよびポートを指定

します。サーバーを入力する際、ホスト名または IP アドレスを入力することができます。

6. Server port ボックスにターミナルサーバーがリッスンするポートを入力します。（デフォ

ルトでこのボックスは、SA シリーズ アプライアンスによってポート番号 3389 が入力され

ます。）

7. Create an access control policy allowing Telnet/SSH access to this server チェック

ボックスを選択して、Server Port ボックスで指定したサーバーへのアクセスを有効にしま

す（デフォルトでは有効に設定されています）。

8. Java クライアントによる仲介を有効にする場合は、Enable Java support を選択し、SA シ

リーズ アプライアンスが使用する Java クライアントを指定します。

9. Save and Continue をクリックします。

10. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択したロールは、リソース プロファイルが作成した自動ポリシーとセッション ブック

マークを継承します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管

理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにあ

る、ターミナルサービス オプションも自動的に有効化されます。

11. Save Changes をクリックします。

12.（オプション）Bookmarks タブで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルトの

セッション ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。デフォルトで

は、SA シリーズ アプライアンスは、Host ボックスで定義したサーバーにセッション ブッ

クマークを作成し、Roles タブで指定したロールに割り当てられているすべてのユーザーに

表示します。

ホステッド Java アプレット自動ポリシーの定義

ホステッド Java アプレット自動ポリシーでは、ホストするために別の Web サーバーを使用し

なくても、ターミナルサービス Java クライアントを直接 SA シリーズ アプライアンスに保存
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できます。これらの Java アプレットは、リソース プロファイルに関連付けて、SA シリーズ

アプライアンスがトラフィックの仲介に常にこのアプレットを使用するよう指定できます。他

のターミナルサービス クライアントがユーザー システムで利用できない場合、SA シリーズ

アプライアンスはアプレットに戻るよう指定します。

SSO 対応リソース宛のトラフィックの仲介に Java アプレットを使用できますが、アプレット

にとってプレーン テキストのユーザー パスワードが必要な場合があるので、この方法はお奨

めできません。

デフォルトの HOB Juniper RDP Java アプレットが各 Secure Access デバイスに同梱されて

おり、これは削除できません。HOB アプレットは、New Terminal Services Resource Profile

ウィンドウおよび Users > User Roles > Users > Terminal Services > Options ウィンドウ

から利用できます。Juniper が提供する HOB アプレットを使用するには、Juniper Customer

Care に問い合わせ、サポートしたい同時ユーザー数を含むライセンスを購入する必要がありま

す。

注: HOB アプレットは RDP 接続向けであり、Windows ターミナルサービスについて

のみ表示されます。Citrix ターミナルサービス プロファイルには該当しません。

HOB から HOB アプレットを直接購入できます。ただし、Juniper Networks は、そのアップロー

ドの範囲までしか、それらをサポートしません。アプレットの設定や実行に問題がある場合に

は、HOB サポートにご連絡ください。

ホステッド Java アプレット自動ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス リソース プロファイルを作成します。

2. リソース プロファイル内で、Enable Java support を選択します。
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3. リソース プロファイルに関連付ける Java アプレットを、Applet to use リストから選択

します。使用するアプレットがリストにない場合、Edit Applet をクリックします。次に以

下の操作を行います。

a. New Applet をクリックして、アプレットをリストに追加します。あるいは、既存のアプ

レットを選択し、Replace（既存のアプレットを新しいアプレットに差し換える場合）

か、Delete（SA シリーズ アプライアンスからアプレットを削除する場合）をクリック

します。

注: 既存のアーカイブを差し替える場合は、アプレットを起動して実行する

ために必要なファイルが、新しいアプレット アーカイブにすべて含まれてい

ることを確認してください。アプレットの関連 HTML が、新しいアーカイブ

にないファイルを参照すると、アプレットは正常に機能しません。

SA シリーズ アプライアンスで削除できるのは、現在 Web やターミナルサー

ビス リソース プロファイルで使用していないアプレットだけです。

Enable Java support オプションを選択し、SA シリーズ アプライアンスに

アップロードしたカスタム ICA ファイルがある場合、HTML ファイルにはカ

スタム ICA ファイルの参照が自動的に入力されます。新たに HTML コードを

付け加える必要はありません。

b. アプレットを識別する名前を Name ボックスに入力します。（これは新しいアプレット

および置き換えられるアプレットのみに適用されます。）

c. SA シリーズ アプライアンスにアップロードするアプレットを参照します。アプレット

（.jar または.cab ファイル）またはアプレットとそのアプレットが必要とするすべて

のリソースを格納したアーカイブ（.zip、.jar、および .tar ファイル）をアップロー

ドできます。（これは新しいアプレットおよび置き換えられるアプレットのみに適用さ

れます。）

d. 選択したファイルがアプレットのあるアーカイブの場合、Uncompress jar/cab file

チェックボックスを選択します。（これは新しいアプレットおよび置き換えられるアプ

レットのみに適用されます。）

e. OK と Close Window をクリックします。
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注: ダイアログ ボックスで Java アプレットを選択すると、サードパーティ

製ソフトウェアを Juniper 製品にロードすることになります。OK をクリッ

クすると、お客様自身（装置の購入者として）または、Juniper 社製品を購

入した組織の代表として、規定通り、以下の条件に合意したことになります。

Juniper 社の製品にサード パーティーのソフトウェアを読み込むことによっ

て、それらのソフトウェアを Juniper 社の製品で、またはそれと一緒に使

用、コピー、または配布するのに必要なすべての権利を取得する責任を負う

ものとします。Juniper 社は、そのようなサード パーティーのソフトウェア

の使用から発生する責任を一切負いません。またそのようなソフトウェアの

サポートを提供いたしません。サード パーティーのソフトウェアの使用に

よって、Juniper Networks 社の製品や Juniper Networks ソフトウェアの正

しい操作が妨げられる場合があり、Juniper Networks 社製品またはソフト

ウェアの保証が無効になる可能性があります。

4. HTML ボックスで、ユーザーの Java アプレットへの参照を含む HTML ページを定義します。

指定できる HTML の最大サイズは 25k です。次に、必要な属性およびパラメータを入力し

ます。

SA シリーズ アプライアンスで生成した HTML を使用する場合、HTML コードで

「_PLEASE_SPECIFY__」を検索して、必要に応じてコードをアップデートしてください。

注: Applet to Use メニューから Hob Juniper RDP Applet を選択した場合、

Configure HTML for the default applet チェックボックスを選択して、HTML

を編集する必要があります。それ以外の場合には、デフォルトの HTML が使用さ

れます。デフォルトでは、プロキシ モードは HOb Juniper RDP アプレットで

は無効になります。

プロキシ モードを有効にするには、以下を追加します。

<parameter name="proxymode" value="http">

プロキシが認証を必要とする場合、Hob Juniper RDP アプレットに以下を追加

します。

<parameter name="proxyuser" value="<username>”> <parameter

name="proxypassword" value="<password>">

この Web ページ定義に、別の HTML や JavaScript を追加することも可能です。SA シリー

ズ アプライアンスは、このボックスに入力するコードをすべて書き換えます。

このボックスには、一意な HTML を入力します。同じ HTML コードで 2 つのブックマーク

を作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、いずれかのブックマークをエンドユーザー

の表示から削除します。ただし、管理者コンソールでは両方のブックマークを見ることがで

きます。

5. Use this Java applet as a fallback mechanism を選択すると、Windows クライアントが

起動できなかったときにだけ、このアプレットを使用します。Always use this Java applet
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を選択すると、Windows クライアントが起動するしないに関わらず、このアプレットを使用

します。

6. Save Changes をクリックします。

Windows ターミナルサービス プロファイルのブックマークを定義する

ターミナルサービス リソース プロファイルを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、

リソース プロファイルで指定したターミナル サーバーにリンクするブックマークを自動的に

作成します。SA シリーズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ターミ

ナル サーバーに追加のブックマークを作成することが可能です。

Windows ターミナルサービスのリソース プロファイル ブックマークを設定するには、次の操

作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services> リソース プロ

ファイル名 > Bookmarks を選択します。

2. 既存のセッション ブックマークを修正したい場合は、Bookmark コラムの適切なリンクをク

リックします。追加のセッション ブックマークを作成するには New Bookmark をクリック

します。

通常、リソース プロファイル セッション ブックマークはリソース プロファイル設定ペー

ジで作成するのが最も簡単ですが、ユーザー ロール ページで作成することもできます。

3. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、セッション ブックマークの名前が付けられます。）

4. ターミナル セッション中のターミナル エミュレーション ウィンドウの表示方法を指定す

るには、ブックマーク設定ページの Settings エリアのオプションを設定します。

5. ユーザーが手動で資格情報を入力する必要なくターミナル サーバーにサインインできるよ

うに、SA シリーズ アプライアンスからターミナル サーバーにユーザー資格情報を渡しま

す。これを行うには、ブックマーク設定ページの Session エリアのオプションを設定しま

す。

6. ブックマーク設定ページの Start Application エリアのオプションを設定することで、ユー

ザーはターミナル サーバー上の特定のアプリケーションにアクセスできます。このエリア

の設定では、自動起動オプションとセッション信頼性オプションも定義できます。

7. ブックマーク設定ページの Connect Devices エリアのオプションを設定することで、ユー

ザーは、ターミナル セッションを通じて、プリンタやドライブといったローカル リソース

にアクセスできます。

8. ターミナル セッション中のターミナル エミュレーション ウィンドウの表示方法を指定す

るには、Desktop Settings エリアのオプションを設定します。

9. リソース プロファイル ページからセッション ブックマークを設定している場合、Roles

で、セッション ブックマークを表示したいロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられている全ロールにセッショ

ン ブックマークを表示します。

• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールの一

部にセッション ブックマークを表示します。次に、ALL Selected Roles リストでロール
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を選択し、Add をクリックして Subset of selected roles リストにそれらを移動しま

す。

10. Save Changes をクリックします。

ユーザー ロール ページで Windows ターミナルサービス ブックマークを作成する

通常、ターミナルサービスのブックマークは、リソース プロファイル設定ページで作成するの

が最も簡単です。ただし、リソース プロファイル セッション ブックマークは、以下の方法で

ユーザー ロール ページから作成することもできます。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > Terminal Services > Sessions

を選択します。

2. Add Session をクリックします。

3. Type リストで、Terminal Services Resource Profile を選択します。（SA シリーズ アプ

ライアンスは、ターミナルサービス リソース プロファイルがまだ作成されていない場合に

は、このオプションを表示しません。）

4. SA シリーズ アプライアンスの Windows ターミナル サーバーに接続する、既存のリソース

プロファイルを選択します。（SA シリーズ アプライアンスは、選択されたリソース プロ

ファイルの設定を使用して、Host ボックスと Server Port ボックスに自動的に値を入力し

ます。）

5. OK をクリックします。（選択したロールをリソース プロファイルに関連付けていない場

合、SA シリーズ アプライアンスが、自動的に関連付けを行います。SA シリーズ アプライ

アンスは、リソース プロファイルが必要とする、ロールに対する任意のアクセス コント

ロール ポリシーも有効にします。）

6. ロールが、選択されたリソース プロファイルに関連付けられていない場合、SA シリーズ

アプライアンスが、通知メッセージを表示します。このメッセージが表示されたら Save

Changes をクリックします。このロールがリソース プロファイルのロール リストに追加さ

れ、必要に応じてプロファイルの自動ポリシーが更新されます。前の手順を繰り返してセッ

ション ブックマークを作成します。

リソース プロファイル セッション ブックマークを、標準のリソース プロファイル ペー

ジではなく、ユーザー ロール ページから作成した場合、SA シリーズ アプライアンスは、

生成されたセッション ブックマークを、選択されたロールだけに関連付けます。SA シリー

ズ アプライアンスは、選択されたリソース プロファイルに関連付けられたすべてのロール

に、セッション ブックマークを割り当てるわけではありません。

7. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、セッション ブックマークの名前が付けられます。）

8. ブックマークを設定します。

Windows ターミナルサービス セッションの表示オプションを定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ターミナル セッション中のターミナル エ

ミュレーション ウィンドウの表示方法を指定できます。
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表示オプションと自動起動オプションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Settings エリアまでスクロールします。

3. ユーザーのワークステーションのターミナルサービス ウィンドウのサイズを変更したいと

きは、Screen Size ドロップダウン リストからオプションを選択します。（デフォルトで

は、ウィンドウ サイズは全画面表示に設定されています。）

注: Full Screen オプションを選択して、Windows ターミナル サーバーに接続

している場合、ターミナルサービス ウィンドウに正しいホスト名を表示するた

めに、SA シリーズ アプライアンスはユーザーの hosts ファイルを変更する必

要があります。ユーザーに hosts ファイルを変更する適切な権限がない場合に

は、SA シリーズ アプライアンスは、代わりにループバック アドレスを表示し

ます。

さらに、hosts ファイルを元の状態に復元するには、ターミナルサービス ウィ

ンドウを実行した後で、ユーザーはアプリケーションを正しく終了する必要があ

ります。正しく終了しなかった場合、hosts ファイルを使用している他のアプリ

ケーション（JSAM やホストチェッカーなど）が正しく実行されない可能性があ

ります。hosts ファイルを元の状態に戻すには、ユーザーはシステムを再起動す

るか、バックアップ hosts ファイル（hosts_ive.bak）の名前を変更することも

できます。

4. ターミナル セッション データの色深度を変更したい場合、Color Depth リストの 8 bit、

15 bit、16 bit、24 bit、または 32 bit 色のいずれかを選択します。（デフォルト

で、SA シリーズ アプライアンスは、色深度を 8 ビットに設定します。）

5. Save Changes をクリックします。

Windows ターミナルサービス セッションの SSO オプションを定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、SA シリーズ アプライアンスからターミナ

ル サーバーにユーザー資格情報を渡すように SA シリーズ アプライアンスを設定できます。

こうしておくと、ユーザーがユーザー名とパスワードを手動で入力しなくてもすみます。ユー

ザーがセッション ブックマークをクリックすると、SA シリーズ アプライアンスは、指定した

資格情報を渡します。これらの資格情報による認証に失敗すると、サーバーは、ユーザーにユー

ザー名とパスワードを手動で入力するよう要求メッセージを表示します。

シングル サインオン オプションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Authentication エリアまでスクロールします。

3. SA シリーズ アプライアンスがターミナル サーバーに渡すユーザー名を指定します。入力

できるのは、静的ユーザー名または変数です。SA シリーズ アプライアンスの 1 次認証サー

バーに保存されているユーザー名を渡すには、<username> 変数を入力します。2 次認証サー

バーのユーザー名を発行するには、<username@SecondaryServerName> または <username[2]>

という構文を使用します。
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4. 静的パスワードを指定するには、Password を選択します。SA シリーズ アプライアンスの

1 次認証サーバーに保存されているパスワードを使用するには、Variable Password を選択

します。1 次認証サーバーのパスワードを使用するには、<password> 変数を入力します。2

次認証サーバーのパスワードを発行するには、<Password@SecondaryServerName> または

<Password[2]> という構文を使用します。

5. Save Changes をクリックします。

Windows ターミナルサービス セッションのアプリケーション設定を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ユーザーのアクセス権限をターミナル サー

バーの特定のアプリケーションだけに限定することができます。

ユーザーがアクセスできるアプリケーションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Start Application エリアまでスクロールします。

3. Windows アプリケーション サーバーにアプリケーションの表示を管理させるには、Launch

seamless window チェックボックスを選択します。これにより、ユーザーのデスクトップ環

境に関係なく、アプリケーション ウィンドウは、Windows アプリケーション サーバーで実

行されるアプリケーションと同じように表示されます。

注: SSO が設定されていない場合、シームレス ウィンドウは Remote Desktop

Protocol (RDP) 6.0 以降についてのみサポートされます。

Launch seamless window チェックボックスは、Windows 2008 以降を実行する

サーバーでのみ利用できます。

Alias name ボックスにサーバー エイリアス名（Windows 2008 以降で実行されるサーバー

にのみ適用）を入力します。

4. Path to application ボックス（Launch seamless window の選択を外している場合にのみ

表示されます）に、ターミナル サーバーに置きたいアプリケーションの実行ファイルを指

定します。たとえば、Microsoft Word アプリケーションについては、次のようなディレク

トリを入力します。

C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\WinWord.exe

5. Working directory ボックスに、ターミナル サーバーがアプリケーションの作業ファイル

を格納する場所を指定します。たとえば、Microsoft Word の場合は、デフォルトで次のディ

レクトリにファイルが保存されます。

C:\Documents and Settings\username\My Documents

注: Path to application ボックスや Working directory ボックスでは、

<username> や <password> などのセッション変数を使用できます。たとえば、

アプリケーション パスを指定するときに、<username> 変数を入れて、場所をカ

スタマイズしたい場合があります。例：C:\Documents and Settings\<username>\My

Documents
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6. SA シリーズ アプライアンスにサインインしたときに現在のターミナルサービス セッショ

ン ブックマークを自動的に起動するには、Auto launch チェックボックスを選択します。

このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが SA シリーズ

アプライアンスにサインインしたときとは別のウィンドウでターミナルサービス アプリケー

ションを起動します。

7. Save Changes をクリックします。

Windows ターミナルサービス セッションのアプリケーション設定を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ユーザーのアクセス権限をターミナル サー

バーの特定のアプリケーションだけに限定することができます。

ユーザーがアクセスできるアプリケーションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Start Application エリアまでスクロールします。

3. Windows アプリケーション サーバーにアプリケーションの表示を管理させるには、Launch

seamless window チェックボックスを選択します。これにより、ユーザーのデスクトップ環

境に関係なく、アプリケーション ウィンドウは、Windows アプリケーション サーバーで実

行されるアプリケーションと同じように表示されます。

注: SSO が設定されていない場合、シームレス ウィンドウは Remote Desktop

Protocol (RDP) 6.0 以降についてのみサポートされます。

Launch seamless window チェックボックスは、Windows 2008 以降を実行する

サーバーでのみ利用できます。

Alias name ボックスにサーバー エイリアス名（Windows 2008 以降で実行されるサーバー

にのみ適用）を入力します。

4. Path to application ボックス（Launch seamless window の選択を外している場合にのみ

表示されます）に、ターミナル サーバーに置きたいアプリケーションの実行ファイルを指

定します。たとえば、Microsoft Word アプリケーションについては、次のようなディレク

トリを入力します。

C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\WinWord.exe

5. Working directory ボックスに、ターミナル サーバーがアプリケーションの作業ファイル

を格納する場所を指定します。たとえば、Microsoft Word の場合は、デフォルトで次のディ

レクトリにファイルが保存されます。

C:\Documents and Settings\username\My Documents

注: Path to application ボックスや Working directory ボックスでは、

<username> や <password> などのセッション変数を使用できます。たとえば、

アプリケーション パスを指定するときに、<username> 変数を入れて、場所をカ

スタマイズしたい場合があります。例：C:\Documents and Settings\<username>\My

Documents
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6. SA シリーズ アプライアンスにサインインしたときに現在のターミナルサービス セッショ

ン ブックマークを自動的に起動するには、Auto launch チェックボックスを選択します。

このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが SA シリーズ

アプライアンスにサインインしたときとは別のウィンドウでターミナルサービス アプリケー

ションを起動します。

7. Save Changes をクリックします。

Windows ターミナルサービス セッションのデスクトップ設定を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ターミナル セッション中のターミナル エ

ミュレーション ウィンドウの表示方法を指定できます。

注: このトピックのオプションは、Windows ターミナルサービス ブックマークだけ

に適用します。

ユーザー セッションの表示設定を定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Display Settings エリアまでスクロールします。

3. 壁紙の背景を表示するには、Desktop background を選択します。このオプションを選択し

なければ、背景は空白になります。

4. デスクトップのウィンドウをユーザーが移動したときに Windows エクスプローラ ウィンド

ウの内容を表示する場合は、Show contents of window while dragging を選択します。

5. ウィンドウ、メニュー、リストの動作をアニメーションにする場合は、Menu and window

animation を選択します。

6. ユーザーにターミナル サーバー ウィンドウで Windows テーマの設定を許可する場合は、

Themes を選択します。

7. 接続で渡す表示情報の量を最小限に止めて、パフォーマンスを強化する場合は、Bitmap

Caching を選択します。

8. テキストをスムーズに読みやすくするには、Font Smoothing（RDP 6.0 onwards） を選択し

ます。このオプションは、6.0 以降のバージョンの RDP を実行している Windows Vista コ

ンピュータ以外では機能しません。

9. ユーザーにデスクトップ コンポジションを許可する場合は、Desktop Composition（RDP 6.0

onwards） を選択します。デスクトップ コンポジションでは、個々のウィンドウは画面に

直接描画されなくなります。描画はビデオ メモリにリダイレクトされ、デスクトップ イ

メージに描画されて、表示されます。

10. Save Changes をクリックします。
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デフォルトの ICA 設定を使用して、Citrix ターミナルサービス リソース プロファイルを作成
する

このセクションでは、デフォルトの ICA 設定ファイルを使用する Citrix Metaframe サーバー

のアクセス設定方法を説明します。

デフォルトの ICA 設定を使用する Citrix ターミナルサービス リソース プロファイルを作成

するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services を選択します。

2. New Profile をクリックします。または、リストから既存のプロファイルを選択します。

3. Type リストから Citrix using default ICA を選択します。

4. （既存のリソース プロファイルのみ）SA シリーズ アプライアンスに付属のデフォルト ICA

ファイルをカスタマイズするには、Open リンクをクリックし、ファイルをカスタマイズし

て、SA シリーズ アプライアンスにアップロードします。

5. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。（この名

前がデフォルトのセッション ブックマーク名になります。）

6. Host ボックスで、このリソース プロファイルから接続するサーバーおよびポートを指定し

ます。サーバーを入力する際には、ホスト名か IP アドレスを入力することができます。

7. Server Port フィールドにターミナル サーバーがリッスンするポートを入力します。（デ

フォルトで、このフィールドには、SA シリーズ アプライアンスによって Citrix のポート

番号 1494 が入力されます。）

8. Create an access control policy allowing Telnet/SSH access to this server チェック

ボックスを選択して、Server Port ボックスで指定したサーバーへのアクセスを有効にしま

す（デフォルトでは有効に設定されています）。

9. Java クライアントによる仲介を有効にする場合は、Enable Java support を選択し、SA シ

リーズ アプライアンスが使用する Java クライアントを指定します。

10. Save and Continue をクリックします。

11. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択したロールは、リソース プロファイルが作成した自動ポリシーとセッション ブック

マークを継承します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管

理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにあ

る、ターミナルサービス オプションも自動的に有効化されます。

12. Save Changes をクリックします。

13.（オプション）Bookmarks タブで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルトの

セッション ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。（デフォルト

では、SA シリーズ アプライアンスは、Host ボックスで定義したサーバーにセッション

ブックマークを作成し、Roles タブで指定したロールに割り当てられているすべてのユー

ザーに表示します。）
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デフォルトの ICA 設定を使用して Citrix プロファイルのブックマークを定義する

ターミナルサービス リソース プロファイルを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、

リソース プロファイルで指定したターミナル サーバーにリンクするブックマークを自動的に

作成します。SA シリーズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ターミ

ナル サーバーに追加のブックマークを作成することが可能です。

デフォルトの ICA 設定を使用する Citrix ターミナルサービスのリソース プロファイル ブッ

クマークを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services> リソース プロ

ファイルを選択 > Bookmarks を選択します。

2. 既存のセッション ブックマークを修正したい場合は、Bookmark コラムの適切なリンクをク

リックします。追加のセッション ブックマークを作成するには New Bookmark をクリック

します。

注: 通常、リソース プロファイル セッション ブックマークはリソース プロ

ファイル設定ページで作成するのが最も簡単ですが、ユーザー ロール ページで

作成することもできます。

3. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、セッション ブックマークの名前が付けられます。）

4. ターミナル セッション中のターミナル エミュレーション ウィンドウのユーザーへの表示

方法を指定するには、ブックマーク設定ページの Settings エリアの設定オプションを設定

します。

5. ユーザーが手動で資格情報を入力する必要なくターミナル サーバーにサインインできるよ

うに、SA シリーズ アプライアンスからターミナル サーバーにユーザー資格情報を渡しま

す。これには、ブックマーク設定ページの Session エリアの設定オプションを使用します。

6. ブックマーク設定ページの Start Application エリアの設定オプションを設定することで、

ユーザーはターミナル サーバー上の特定のアプリケーションにアクセスできます。このセ

クションの設定では、自動起動オプションとセッション信頼性オプションも定義できます。

7. ブックマーク設定ページの Connect Devices セクションの設定オプションを設定すること

で、ユーザーは、ターミナル セッションを通じて、プリンタやドライブといったローカル

リソースにアクセスできます。

8. リソース プロファイル ページからセッション ブックマークを設定している場合、Roles

で、セッション ブックマークを表示したいロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられている全ロールにセッショ

ン ブックマークを表示します。

• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールの一

部にセッション ブックマークを表示します。次に、ALL Selected Roles リストでロール

を選択し、Add をクリックして Subset of selected roles リストに移動させます。

9. Save Changes をクリックします。
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ユーザー ロール ページで Windows ターミナルサービス ブックマークを作成する

先にも述べたように、通常、ターミナルサービスのブックマークは、リソース プロファイル設

定ページで作成するのが最も簡単です。ただし、リソース プロファイル セッション ブック

マークは、以下の方法でユーザー ロール ページから作成することもできます。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > Terminal Services > Sessions

を選択します。

2. Add Session をクリックします。

3. Type リストで、Terminal Services Resource Profile を選択します。（SA シリーズ アプ

ライアンスは、ターミナルサービス リソース プロファイルがまだ作成されていない場合に

は、このオプションを表示しません。）

4. SA シリーズ アプライアンスでデフォルト ICA ファイルを使用する Citrix サーバーに接

続する、既存のリソース プロファイルを選択します。（SA シリーズ アプライアンスは、

選択されたリソース プロファイルの設定を使用して、Host フィールドと Server Port

フィールドに自動的に値を入力します。）

5. OK をクリックします。（選択したロールをリソース プロファイルに関連付けていない場

合、SA シリーズ アプライアンスが、自動的に関連付けを行います。SA シリーズ アプライ

アンスは、リソース プロファイルが必要とする、ロールに対する任意のアクセス コント

ロール ポリシーも有効にします。）

6. ロールが、選択されたリソース プロファイルに関連付けられていない場合、SA シリーズ

アプライアンスが、通知メッセージを表示します。このメッセージが表示されたら Save

Changes をクリックします。このロールがリソース プロファイルのロール リストに追加さ

れ、必要に応じてプロファイルの自動ポリシーが更新されます。前の手順を繰り返してセッ

ション ブックマークを作成します。

注: リソース プロファイル セッション ブックマークを、標準のリソース プロ

ファイル ページではなく、ユーザー ロール ページから作成した場合、SA シ

リーズ アプライアンスは、生成されたセッション ブックマークを、選択された

ロールだけに関連付けます。SA シリーズ アプライアンスは、選択されたリソー

ス プロファイルに関連付けられたすべてのロールに、セッション ブックマーク

を割り当てるわけではありません。

7. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、セッション ブックマークの名前が付けられます。）

8. ブックマークを設定します。

Citrix ターミナルサービス セッションの表示オプションを定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ターミナル セッション中のターミナル エ

ミュレーション ウィンドウの表示方法を指定できます。
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表示オプション、自動起動オプション、セッション信頼性オプションを定義するには、次の操

作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Settings エリアまでスクロールします。

3. ユーザーのワークステーションのターミナルサービス ウィンドウのサイズを変更したいと

きは、Screen Size ドロップダウン リストからオプションを選択します。（デフォルトで

は、ウィンドウ サイズは全画面表示に設定されています。）

4. ターミナル セッション データの色深度を変更したい場合、Color Depth リストの 8 bit、

15 bit、16 bit、24 bit、または 32 bit 色のいずれかを選択します。（デフォルト

で、8 bit が、色深度を 8 ビットに設定します。）

注: Citrix セッション ブックマークを設定するときには、ここで選択した設定

とユーザーのローカル デスクトップ設定の両方がクライアントの色深度表示に

影響することに注意してください。これらの設定が一致していない場合、ユー

ザーに対してはセッション中いずれか低い方の色深度が表示されます。たとえ

ば、SA シリーズ アプライアンスの設定で 16 ビットの色深度を選択し、ユー

ザーのローカル デスクトップが 8 ビットに設定されている場合、ユーザーには

セッション中は 8 ビットの色深度で表示されます。

5. Save Changes をクリックします。

Citrix ターミナルサービス セッションの SSO オプションを定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、SA シリーズ アプライアンスからターミナ

ル サーバーにユーザー資格情報を渡すように SA シリーズ アプライアンスを設定できます。

こうしておくと、ユーザーがユーザー名とパスワードを手動で入力しなくてもすみます。ユー

ザーがセッション ブックマークをクリックすると、SA シリーズ アプライアンスは、指定した

資格情報を渡します。これらの資格情報による認証に失敗すると、サーバーは、ユーザーにユー

ザー名とパスワードを手動で入力するよう要求メッセージを表示します。

シングル サインオン オプションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Authentication エリアまでスクロールします。

3. Username フィールドに、SA シリーズ アプライアンスがターミナル サーバーに渡すユー

ザー名を指定します。入力できるのは、静的ユーザー名または変数です。SA シリーズ アプ

ライアンスの 1 次認証サーバーに保存されているユーザー名を渡すには、<username> 変数

を入力します。2 次認証サーバーのユーザー名を発行するには、

<username@SecondaryServerName> または <username[2]> という構文を使用します。

4. 静的パスワードを指定するには、Password を選択します。SA シリーズ アプライアンスの

1 次認証サーバーに保存されているパスワードを使用するには、Variable Password を選択

します。1 次認証サーバーのパスワードを使用するには、<password> 変数を入力します。2

次認証サーバーのパスワードを発行するには、<Password@SecondaryServerName> または

<Password[2]> という構文を使用します。
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5. （デフォルトの ICA ファイルおよびリスト アプリケーションのみ。）Citrix Metaframe

サーバーに、ユーザーのキャッシュされたドメイン資格情報を渡すには、Use domain

credentials を選択します（別名、データ転送認証）。このオプションを選択すると、SA

シリーズ アプライアンスは、Citrix Program Neighborhood クライアントで Citrix ター

ミナル セッションを仲介します。

注: Program Neighborhood クライアントをダウンロードしたい場合、管理者コ

ンソールで Users > User Roles > ロールを選択 > Terminal Services > Options

を選択し、Download from URL ボックスに URL を入力します。最新の Program

Neighborhood クライアント cab ファイルの場所については、Citrix Web サイ

トを参照してください。

Use domain credentials オプションを選択したときは、ユーザーの設定ファイル

（appsrv.ini）で SSO も有効にしてください。キャッシュされたドメイン資格情報で

Metaframe サーバーへのサインインが済んでいる場合は、この設定はすでに有効になってい

るはずです。それ以外は、次の操作を行います。

• appsrv.ini で EnableSSOnThruICAFile=On を設定します。appsrv.ini

は、%HOMEPATH%\Application Data\ICAClient ディレクトリにあります。

• ICA ファイルで UseLocalUserAndPassword=On を設定します。

INI ファイルで SSO を有効にしていない場合、SA シリーズ アプライアンスで Metaframe

サーバーにアクセスするときに、ユーザー資格情報の手動入力が求められます。

6. Save Changes をクリックします。

Citrix ターミナルサービス セッションのアプリケーション設定、自動起動設定、セッション信
頼性設定を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ユーザーのアクセス権限をターミナル サー

バーの特定のアプリケーションだけに限定することができます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Citrix ターミナルサービス セッションのデバイス接続を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ユーザーがターミナル セッションでアク

セスできるローカル リソースを指定できます。
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Connect Devices 設定を有効にするには、Metaframe サーバーで設定を有効にしておく必要が

あります。たとえば、Connect Drives を SA シリーズ アプライアンスで有効にし、Metaframe

サーバーで無効にすると、Metaframe サーバーはローカル ドライブのアクセスをブロックしま

す。Configure access to local resources チェックボックスのチェックを外すと、Metaframe

サーバーの設定が有効になります。

ユーザーがアクセスできるローカル リソースを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス ブックマークを作成するか、既存のブックマークを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Connect Devices エリアまでスクロールします。

3. Connect local drivers を選択して、ユーザーのローカル ドライブをターミナル サーバー

に接続します。これにより、ターミナル サーバーからローカル クライアント ディレクト

リにデータをコピーできるようになります。

4. Connect local printers を選択して、ユーザーのローカル プリンタをターミナル サーバー

に接続します。これにより、ターミナル サーバーからローカル プリンタでデータを出力で

きるようになります。

5. Connect COM Ports を選択して、ユーザーの COM ポートをターミナル サーバーに接続し、

ターミナル サーバーとシリアル ポートのデバイス間で通信できるようにします。

ターミナル サーバーを通じてローカル リソースを有効にした場合、各ユーザーがアクセス

できるのは自分のローカル リソースだけです。たとえば、ユーザー 1 はユーザー 2 のロー

カル ディレクトリを表示することはできません。

6. Save Changes をクリックします。

カスタム ICA ファイルを使用する Citrix リソース プロファイルを作成する

このタイプのリソース プロファイルを使用すると、カスタム ICA ファイルで指定した設定を

使用して、Citrix Metaframe サーバーへのターミナル セッションが可能になります。Citrix

Metaframe サーバーまたは Citrix サーバーファームを支配する NFuse サーバーへのターミナ

ル セッションを有効にするには（つまり負荷を分散するには）、カスタム ICA ファイルを使

用します。また必要に応じて、カスタム ICA ファイルを単一のサーバーへのリンクに使用する

こともできます。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、指定したカ

スタム ICA ファイルで定義されたセッション パラメータを使用します。

SA シリーズ アプライアンスと Citrix サーバー ファーム間の接続を有効にするには、ブラウ

ジングに TCP/IP+HTTP プロトコルを使用し、Citrix Metaframe サーバーまたは NFuse サー

バーのポートと IP アドレスを指定する必要があります。SA シリーズ アプライアンスは UDP

ポート転送をサポートしません。

カスタム ICA ファイルを使ってリソース プロファイルを作成するには、以下の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services を選択します。

2. New Profile をクリックします。または、リストから既存のプロファイルを選択します。

3. Type リストから Citrix using custom ICA file を選択します。
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4. 使用したいセッション パラメーターを含む ICA ファイルを、Custom ICA File ボックスで

指定します。SA シリーズ アプライアンスから以下の ICA ファイルをダウンロードしてカ

スタマイズすることができます。

• SA シリーズ アプライアンスに付属の ICA ファイル — このファイルをカスタマイズする

には、Open リンクをクリックし、ファイルをローカル マシンに保存してから、必要に応

じてカスタマイズします。終わったら、Browse オプションで SA シリーズ アプライアン

スにアップロードします。カスタマイズする場合は、default.ica ファイルでパラメータ

<CITRIX_CLIENT_NAME>、<APPDATA>、および <TARGET_SERVER> を変更する必要がありま

す。

• すでにリソース プロファイルと関連付けられている ICA ファイル － このファイルをカ

スタマイズするには、Current ICA File リンクをクリックし、ローカル マシンに保存し

てから、必要に応じてカスタマイズします。変更が終わったら、Browse オプションを使

用して改訂バージョンを SA シリーズ アプライアンスにアップロードしてください。

ICA ファイルをアップロードする前に、Citrix セッションを適切に開始できるか確認す

るためにテストを行います。テストを行うには、ICA ファイルを作成して直接アクセスし

ます。ファイルが Citrix セッションを適切に表示したら、SA シリーズ アプライアンス

でも動作するはずです。

カスタム ICA ブックマークで SSO を設定した場合、シームレス モードは無視され、ア

プリケーションは非シームレス モードで起動されます。

Java 再書き込みテクノロジを利用して、Citrix JICA アプレットを SA シリーズ アプラ

イアンスからトンネル処理するとき、ICA ファイルの proxyType パラメータを None に

設定してください（クライアント側プロキシがブラウザで設定済みの場合も含む）。

5. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。（この名

前がデフォルトのセッション ブックマーク名になります。）

6. カスタム ICA ファイルで指定したサーバーへのアクセスを有効化します。

a. Autopolicy: Terminal Services Access Control チェックボックスを選択します。

b. Resource フィールドで、アクセスを有効にしたい Metaframe サーバーを指定します。

c. Action リストから、Allow を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスが許可され、

Deny を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスがブロックされます。

d. Add をクリックします。

7. Enable Java support を選択して、Java クライアントを使用した仲介を有効にします。

Enable Java support オプションを選択し、SA シリーズ アプライアンスにアップロードし

たカスタム ICA ファイルがある場合、HTML ファイルにはカスタム ICA ファイルの参照が

自動的に入力されます。新たに HTML コードを付け加える必要はありません。

8. Save and Continue をクリックします。

9. Roles ボックスでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックしま

す。

選択したロールは、リソース プロファイルが作成した自動ポリシーとセッション ブック

マークを継承します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管
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理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにあ

る、ターミナルサービス オプションも自動的に有効化されます。

10. Save Changes をクリックします。

11.（オプション）Bookmarks タブで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルトの

セッション ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。（デフォルト

では、SA シリーズ アプライアンスは、カスタム ICA ファイルで定義されたサーバーへの

セッション ブックマークを作成し、Roles タブで指定されたロールに割り当てられている

すべてのユーザーに対してこれを表示します。）

カスタム ICA ファイルを使って Citrix プロファイルのブックマークを定義する

ターミナルサービス リソース プロファイルを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、

リソース プロファイルで指定したターミナル サーバーにリンクするブックマークを自動的に

作成します。SA シリーズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ターミ

ナル サーバーに追加のブックマークを作成することが可能です。

Citrix ターミナルサービスのリソース プロファイル ブックマークを、カスタム ICA 設定で

設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services> リソース プロ

ファイルを選択 > Bookmarks を選択します。

既存のセッション ブックマークを修正したい場合は、Bookmark コラムの適切なリンクをク

リックします。追加のセッション ブックマークを作成するには New Bookmark をクリック

します。

通常、リソース プロファイル セッション ブックマークはリソース プロファイル設定ペー

ジで作成するのが最も簡単ですが、ユーザー ロール ページで作成することもできます。

2. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、セッション ブックマークの名前が付けられます。）

3. ユーザーが手動で資格情報を入力する必要なくターミナル サーバーにサインインできるよ

うに、SA シリーズ アプライアンスからターミナル サーバーにユーザー資格情報を渡しま

す。これを行うには、ブックマーク設定ページの Session エリアのオプションを設定しま

す。

4. ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにサインインしたときに自動的にこのターミナル

サービス セッション ブックマークを起動するには、Auto launch チェックボックスを選

択します。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが SA

シリーズ アプライアンスにサインインしたときとは別のウィンドウでターミナルサービス

アプリケーションを起動します。

5. Roles で、セッション ブックマークを表示させたいロールを指定します。

• ALL selected roles － リソース プロファイルに関連付けられている全ロールにセッショ

ン ブックマークを表示します。
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• Subset of selected roles － リソース プロファイルに関連付けられているロールの一

部にセッション ブックマークを表示します。次に、ALL Selected Roles リストでロール

を選択し、Add をクリックして Subset of selected roles リストに移動させます。

6. Save Changes をクリックします。

公開アプリケーションの一覧を保持する Citrix プロファイルを作成する

Citrix はセキュリティのニーズに答えるため、発行アプリケーションを作成しました。サー

バー上で実行ファイルを実行させるのは危険です。発行アプリケーションでは、実行を許可さ

れたアプリケーションだけが発行されます。

SA シリーズ アプライアンスでは、これらの発行アプリケーションは SA シリーズ アプライア

ンスのインデックス ページにターミナルサービス ブックマークとして表示されます。

発行アプリケーションのリストを保持する Citrix プロファイルを作成するには、次の操作を

行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. Type リストから Citrix Listed Applications を選択します。

4. リソース プロファイルに一意の名前を指定し、オプションで説明を入力します。この名前

がデフォルトのセッション ブックマーク名になります。

5. XML サービスが実行されている Citrix MetaFrame サーバーの IP アドレスとポートを入力

します。

デフォルト値を使う場合は、ポート番号を入力する必要はありません。デフォルト ポート

は 80 です（SSL が選択されている場合は、デフォルト ポートは 443 です）。

2 つ以上のサーバーを入力することができます。1 つのサーバーで接続が失敗すると、リス

ト内の次のサーバーが使用されます。

6. クリアテキストではなく SSL 経由でパスワードを送信するには、Use SSL for connecting

to Citrix XML Service チェックボックスをクリックします。

注: クリアテキストもサポートしていますが、セキュリティ問題を避けるため、

常に SSL を使用することをお勧めします。

7. XML サービスが実行されている Citrix Metaframe サーバーへの接続用のユーザー名、パス

ワード、ドメイン名を入力します。

<USERNAME> や <PASSWORD> などの変数資格情報を入力することができます。変数資格情報

を使用する場合、Bookmarks ウィンドウの Subset of selected Applications オプション

は無効化されます。

ユーザーがアプリケーション リストにアクセスすると、これらの資格情報が Citrix XML

サービスに送信され、セッション コンテキスト変数 <USERNAME> および <PASSWORD> が送

信されます。ユーザーの特定のアプリケーションのみ（Citrix 管理者が決定）が返されま

す。
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8. カスタム ICA ファイルで指定したサーバーへのアクセスを有効化します。

a. Autopolicy: Terminal Services Access Control チェックボックスを選択します。

b. Resource フィールドで、アクセスを有効にしたい Metaframe サーバーを指定します。

c. Action リストから、Allow を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスが許可され、

Deny を選ぶと、指定されたリソースへのアクセスがブロックされます。

d. Add をクリックします。

9. Java クライアントによる仲介を有効にする場合は、Enable Java support を選択し、SA シ

リーズ アプライアンスが使用する Java クライアントを指定します。

10. Save and Continue をクリックします。

11. Roles タブでリソース プロファイルを適用するロールを選択し、Add をクリックします。

選択したロールは、リソース プロファイルが作成した自動ポリシーとセッション ブック

マークを継承します。まだ有効化されていない場合は、選択したロールすべてに対して、管

理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General > Overview ページにあ

る、ターミナルサービス オプションも自動的に有効化されます。

12. Save Changes をクリックします。

13.（オプション）Bookmarks ボックスで、SA シリーズ アプライアンスが作成したデフォルト

のセッション ブックマークを修正するか、新しいブックマークを作成します。

アプリケーションのリストを保持する Citrix プロファイルへのブックマークを定義する

ターミナルサービス リソース プロファイルを作成すると、SA シリーズ アプライアンスは、

リソース プロファイルで指定したターミナル サーバーにリンクするブックマークを自動的に

作成します。SA シリーズ アプライアンスでは、このブックマークを変更したり、同一ターミ

ナル サーバーに追加のブックマークを作成することが可能です。

Citrix ターミナルサービスのリスト アプリケーションへのリソース プロファイル ブックマー

クを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Profiles > Terminal Services> リソース プロ

ファイル > Bookmarks を選択します。

既存のセッション ブックマークを修正したい場合は、Bookmark コラムの適切なリンクをク

リックします。追加のセッション ブックマークを作成するには New Bookmark をクリック

します。

通常、リソース プロファイル セッション ブックマークはリソース プロファイル設定ペー

ジで作成するのが最も簡単ですが、ユーザー ロール ページで作成することもできます。

2. （オプション）セッション ブックマークの名前と説明を変更します。（デフォルトでは、

リソース プロファイル名を使って、セッション ブックマークの名前が付けられます。）

3. Applications で、エンドユーザーに提供したいアプリケーションを選択します。

• ALL Applications － サーバー上の全ての実行ファイルをエンドユーザーに提供します。
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• Subset of selected applications － Available リストから実行ファイルを選択し、Add

をクリックして、選択したアプリケーションのみの実行を許可します。Available リスト

は Metaframe サーバーから自動的に入力されます。

このオプションは、リソース プロファイルの定義の際に <USERNAME> や <PASSWORD> な

どの変数資格情報を入力した場合は、無効になります。

4. Settings で、ターミナル セッション中のターミナル エミュレーション ウィンドウのユー

ザーへの表示方法を指定します。

注: 仲介に使用する XML サービスまたは Java クライアントへの接続用の IP

アドレスや XML サービス実行ポートは変更できません。

• ユーザーのワークステーションのターミナルサービス ウィンドウのサイズを変更したい

ときは、Screen Size ドロップダウン リストからオプションを選択します。

• （オプション）ターミナル セッション データの色深度を変更したい場合、Color Depth

リストの 8 bit、15 bit、16 bit、24 bit、または 32 bit 色のいずれかを選択し

ます。

5. SA シリーズ アプライアンスからターミナル サーバーにユーザー資格情報を渡すように、

Session で SA シリーズ アプライアンスを設定できます。こうしておくと、ユーザーがユー

ザー名とパスワードを手動で入力しなくてもすみます。

• Username ボックスに、SA シリーズ アプライアンスがターミナル サーバーに渡すユー

ザー名を指定します。入力できるのは、静的ユーザー名または変数です。

• 静的パスワードを指定するには、Password を選択します。SA シリーズ アプライアンス

の 1 次認証サーバーに保存されているパスワードを使用するには、Variable Password

を選択します。

• Citrix Metaframe サーバーに、ユーザーのキャッシュされたドメイン資格情報を渡すに

は、Use domain credentials を選択します（別名、データ転送認証）。このオプション

を選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、Citrix Program Neighborhood クライア

ントで Citrix ターミナル セッションを仲介します。

注: Citrix Program Neighborhood クライアントをダウンロードするには、管

理者コンソールの Users > User Roles > 炉いる名 > Terminal Services >

Options を選択し、Download from URL ボックスに以下の URL を入力します。

http://download2.citrix.com/FILES/en/products/client/ica/client9230/wficat.cab

Use domain credentials オプションを選択したときは、ユーザーの設定ファイル

（appsrv.ini）で SSO も有効にしてください。

6. Connect Devices で、ターミナル サーバーに接続するユーザー デバイスを指定します。

• Connect local drivers － ユーザーのローカル ドライブをターミナル サーバーに接続

します。これにより、ターミナル サーバーからローカル クライアント ディレクトリに

データをコピーできるようになります。
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• Connect local printers － ユーザーのローカル プリンタをターミナル サーバーに接続

します。これにより、ターミナル サーバーからローカル プリンタでデータを出力できる

ようになります。

• Connect COM Ports － ユーザーの COM ポートをターミナル サーバーに接続し、ターミ

ナル サーバーとシリアル ポートのデバイス間で通信できるようにします。

7. Roles で、セッション ブックマークを表示させたいロールを指定します。

8. Save Changes をクリックします。

ターミナル サーバーのセッション ブックマークを作成する

管理者コンソールから Terminal Services オプションを有効にする場合、ターミナル サーバー

へのセッション ブックマークを作成することができます。ターミナルサービス セッション

ブックマークは、ユーザーが接続できるターミナル サーバーと、そのターミナル サーバーで

使用できるアプリケーション（オプション）についての情報を定義します。定義したセッショ

ン ブックマークは、適切なロールにマップされたユーザーのエンドユーザー コンソールにあ

る Terminal Service パネルに表示されます。

ターミナルサービス セッション ブックマークの作成には次の 2 つの方法を使用できます。

• 既存のリソース プロファイルからブックマークを作成する（推奨） － この方法では、SA

シリーズ アプライアンスは、リソース プロファイルの設定を使用して、自動的にブックマー

クに主なパラメータ（セッション タイプなどなど）を入力します。さらに、関連するリソー

ス プロファイルを作成する際に、SA シリーズ アプライアンスが、セッション ブックマー

クへのアクセスが可能になるように、必要なポリシの作成プロセスで手順をガイドします。

• 標準セッション ブックマークを作成する － このオプションを選択すると、設定中にすべて

のセッション ブックマーク パラメータを手動で入力しなければなりません。また、ターミ

ナルサービス機能へのアクセスを有効にし、セッション ブックマークで定義されたサーバー

へのアクセスを許可するリソース ポリシを作成しなければなりません。

注: ターミナルサービス オプションを有効にしても、自身のセッション ブックマー

クを作成する権限をユーザーに与えない場合は、必ずユーザー用にセッション ブッ

クマークを設定してください。ブックマークを設定しないと、ユーザーはこの機能

を使用できません。

さらにユーザーに、自身のセッション ブックマークを SA シリーズ アプライアンスのホーム

ページで作成させ、SA シリーズ アプライアンス ブラウズ バーを使用してターミナル サー

バーにブラウズさせることもできます。または、外部サイトからターミナルサービス ブック

マークにリンクを作成することもできます。

高度なターミナルサービス セッション ブックマークの作成

このトピックの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Windows ターミナ

ル サーバーと Citrix サーバーへのアクセスの設定には、この方法ではなく、リソース プロ

ファイルを使用することをお勧めします。リソース プロファイルのほうが簡単で、かつ統合さ
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れた設定方法です。リソース プロファイルには、ロールにはない機能もあります（Java RDP

クライアントで Macintosh ユーザーや Linux ユーザーをサポートする機能など）。

ターミナルサービス ブックマークを定義するときには、入力するパラメータのセットは一意な

ものとします。同じパラメータのセットを持つ 2 つのブックマークを作成すると、SA シリー

ズ アプライアンスは、いずれかのブックマークをエンドユーザーの表示から削除します。管理

者コンソールでは両方のブックマークを見ることができます。

ターミナル セッション用のセッション ブックマークを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール > Terminal Services > Sessions を

選択します。

2. Add Session をクリックします。

3. Type ドロップダウン リストから Standard を選択します。

4. Session Type リストから作成するユーザー セッションのタイプを指定します。

• Windows Terminal Services － Windows ターミナルサーバーへのターミナルセッション

を有効化します。

• Citrix using default ICA — Citrix Metaframe サーバーへのターミナルサービス セッ

ションを有効化します。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、

SA シリーズ アプライアンス上に保存されているデフォルトの Citrix セッション パラ

メータを使用します。

（既存のセッションのみ）また、SA シリーズ アプライアンスのデフォルト ICA ファイ

ルを開くために、Open リンクを使用することもできます。このファイルはローカル マシ

ンにコピーして、必要に応じてカスタマイズすることができます。カスタマイズする場合

は、default.ica ファイルでパラメータ <CITRIX_CLIENT_NAME>、<APPDATA>、および

<TARGET_SERVER> を変更する必要があります。

• Citrix using custom ICA file － Citrix サーバー ファームを制御する Citrix Metaframe

または NFuse サーバーへのターミナルサービス セッションを有効にします。このオプ

ションを選ぶと、SA シリーズ アプライアンスは、指定したカスタム ICA ファイルで定

義されたセッション パラメータを使用します。したがって、現在のページから Session

Reliability、Start Application、および Connect Devices 設定項目が削除されます。

注: しかし、SA シリーズ アプライアンスが UDP ポート転送をサポートしない

ので、TCP/IP+HTTP プロトコルを使用して、Citrix Metaframe または NFuse

サーバーのポートと IP アドレスを検索して指定し、SA シリーズ アプライアン

スと Citrix サーバー ファームとの接続を有効にしなければなりません。

5. セッション ブックマークの名前と説明（オプション）を入力します。

6. Host フィールドに、Windows ターミナル サーバーまたは Metaframe ターミナル サーバー

のホスト名または IP アドレスを指定します。

7. Client Port フィールドと Server Port フィールドに、ユーザー クライアントが通信を行

いターミナル サーバーがリッスンするポートを入力します。

553Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第24章: ターミナルサービス



クライアント ポートを指定して、Juniper のターミナルサービス クライアントがこのポー

トにバインドできない場合、ターミナルサービス クライアントは失敗します。Client Port

フィールドを空欄のままにした場合は、Juniper ターミナルサービス クライアントは、利

用可能なポートを動的に選択します。

8. （Windows ターミナルサービスと、デフォルト ICA を使用する Citrix のみ）ターミナル

エミュレーション ウィンドウの画面サイズ オプションと色深度オプションを指定するに

は、Settings セクションの設定オプションを使用します。

9. ユーザーが手動で資格情報を入力しなくてもターミナル サーバーにサイン オンできるよ

う、SA シリーズ アプライアンスからターミナル サーバーにユーザー資格情報を渡すには、

Session セクションの設定オプションを使用します。

10.ターミナル サーバーの特定のアプリケーションに対するアクセス権限をユーザーに与える

だけの場合は、ブックマーク設定ページの Start Application セクションの設定オプショ

ンを使用します。このセクションの設定では、自動起動オプションとセッション信頼性オプ

ションも定義できます。

11.（Windows ターミナルサービスと、デフォルト ICA を使用する Citrix のみ）ターミナル

セッションで、プリンタやドライブなどのローカル リソースに対するアクセス権限をユー

ザーに与えるには、ブックマーク設定ページの Connect Devices セクションの設定オプショ

ンを使用します。

12.（Windows ターミナルサービスのみ）ターミナル セッション中のターミナル エミュレー

ション ウィンドウの表示方法を指定するには、Desktop Settings セクションの設定オプ

ションを使用します。

13. Save Changes または Save + New をクリックします。

ターミナルサービス セッションの画面サイズ オプションと色深度オプションを定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ターミナル セッション中のターミナル エ

ミュレーション ウィンドウの表示方法を指定できます。

このセクションのオプションは、Windows ターミナルサービス ブックマークとデフォルト ICA

ブックマークを使用する Citrix、および Citrix リスト アプリケーション ブックマークだけ

に適用されます。

表示オプション、自動起動オプション、セッション信頼性オプションを定義するには、次の操

作を行います。

1. ターミナルサービス セッション ブックマークを作成するか、既存のセッション ブックマー

クを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Settings セクションまでスクロールします。

3. ユーザーのワークステーションのターミナルサービス ウィンドウのサイズを変更したいと

きは、Screen Size ドロップダウン リストからオプションを選択します。（デフォルトで

は、ウィンドウ サイズは全画面表示に設定されています。）

Full Screen オプションを選択して、Windows ターミナル サーバーに接続している場合、

ターミナルサービス ウィンドウに正しいホスト名を表示するために、SA シリーズ アプラ

イアンスはユーザーの hosts ファイルを変更する必要があります。ユーザーに hosts ファ

イルを変更する適切な権限がない場合には、SA シリーズ アプライアンスは、代わりにルー

プバック アドレスを表示します。
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さらに、hosts ファイルを元の状態に復元するには、ターミナルサービス ウィンドウを実

行したあとで、ユーザーはアプリケーションを正しく終了する必要があります。正しく終了

しなかった場合、hosts ファイルを使用している他のアプリケーション（JSAM やホスト

チェッカーなど）が正しく実行されない可能性があります。hosts ファイルを元の状態に戻

すには、ユーザーはシステムを再起動するか、バックアップ hosts ファイル

（hosts_ive.bak）の名前を変更することもできます。

4. ターミナル セッション データの色深度を変更したい場合は、Color Depth リストから値を

選択します。（デフォルトで、SA シリーズ アプライアンスは、色深度を 8 ビットに設定

します。）

Citrix セッション ブックマークを設定するときには、ここで選択した設定とユーザーの

ローカル デスクトップ設定の両方がクライアントの色深度表示に影響することに注意して

ください。これらの設定が一致していない場合、ユーザーに対してはセッション中いずれか

低い方の色深度が表示されます。たとえば、SA シリーズ アプライアンスの設定で 16 ビッ

トの色深度を選択し、ユーザーのローカル デスクトップが 8 ビットに設定されている場

合、ユーザーにはセッション中は 8 ビットの色深度で表示されます。

5. Save Changes または Save + New をクリックします。

ターミナルサービス セッションの SSO オプションを定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、SA シリーズ アプライアンスからターミナ

ル サーバーにユーザー資格情報を渡すように SA シリーズ アプライアンスを設定できます。

こうしておくと、ユーザーがユーザー名とパスワードを手動で入力しなくてもすみます。ユー

ザーがセッション ブックマークをクリックすると、SA シリーズ アプライアンスは、指定した

資格情報を渡します。これらの資格情報による認証に失敗すると、サーバーは、ユーザーにユー

ザー名とパスワードを手動で入力するよう要求メッセージを表示します。

シングル サインオン オプションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス セッション ブックマークを作成するか、既存のセッション ブックマー

クを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Authentication セクションまでスクロールします。

3. Username フィールドで、SA シリーズ アプライアンスがターミナル サーバーに渡すユー

ザー名を指定します。入力できるのは、静的ユーザー名または変数です。SA シリーズ アプ

ライアンスの 1 次認証サーバーに保存されているユーザー名を渡す <username> 変数を入

力します。2 次認証サーバーのユーザー名を送信するには、<username@SecondaryServerName>

または <username[2]> という構文を使用します。

4. 静的パスワードを指定するには、Password を選択します。SA シリーズ アプライアンスの

1 次認証サーバーに保存されているパスワードを使用するには、Variable Password を選択

します。1 次認証サーバーのパスワードを使用するには、<password> 変数を入力します。2

次認証サーバーのパスワードを送信するには、<Password@SecondaryServerName> または

<Password[2]> という構文を使用します。

5. （デフォルト ICA またはリストされたアプリケーションを使用する Citrix のみ）Citrix

Metaframe サーバーに、ユーザーのキャッシュされたドメイン資格情報を渡すには、Use

domain credentials を選択します（別名、データ転送認証）。このオプションを選択する

と、SA シリーズ アプライアンスは、Citrix Program Neighborhood クライアントで Citrix

ターミナル セッションを仲介します。
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注: Program Neighborhood クライアントをダウンロードするには、管理者コン

ソールの Users > User Roles > Select Role > Terminal Services > Options

ページに移動し、Download from URL フィールドに以下の URL を入力します。

http://download2.citrix.com/FILES/en/products/client/ica/client9230/wficat.cab

Use domain credentials オプションを選択したときは、ユーザーの設定ファイル

（appsrv.ini）で SSO も有効にしてください。キャッシュされたドメイン資格情報で

Metaframe サーバーへのサインインが済んでいる場合は、この設定はすでに有効になってい

るはずです。それ以外は、次の操作を行います。

• appsrv.ini で EnableSSOnThruICAFile=On を設定します。appsrv.ini

は、%HOMEPATH%\Application Data\ICAClient ディレクトリにあります。

ICA ファイルで UseLocalUserAndPassword=On を設定します。

INI ファイルで SSO を有効にしていない場合、SA シリーズ アプライアンスで Metaframe

サーバーにアクセスするときに、ユーザー資格情報の手動入力が求められます。

6. Save Changes または Save + New をクリックします。

ターミナルサービス セッションのアプリケーション設定を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ユーザーのアクセス権限をターミナル サー

バーの特定のアプリケーションだけに限定することができます。セッションの、自動起動オプ

ションとセッション信頼性オプションも定義できます。

ユーザーがアクセスできるアプリケーションを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス セッション ブックマークを作成するか、既存のセッション ブックマー

クを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Start Application セクションまでスクロールします。

Session Type 設定セクションで Citrix using custom ICA file を指定すると、Start

Application 設定項目は利用できません。

3. （Windows ターミナルサービスと、デフォルト ICA を使用する Citrix のみ）Path to

application フィールドで、ターミナル サーバー上のアプリケーションの実行ファイルの

場所を指定します。たとえば、Microsoft Word アプリケーションについては、次のような

ディレクトリを入力します。

C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\WinWord.exe

4. （Windows ターミナルサービスと、デフォルト ICA を使用する Citrix のみ）Working

directory フィールドで、ターミナル サーバーにおけるアプリケーションの作業ファイル

の格納場所を指定します。たとえば、Microsoft Word の場合は、デフォルトで次のディレ

クトリにファイルが保存されます。

C:\Documents and Settings\<username>\My Documents

Path to application フィールドや Working directory フィールドでは、<username> や

<password> などのセッション変数を使用できます。たとえば、アプリケーション パスを指

定するときに、<username> 変数を入れて、場所をカスタマイズしたい場合があります。例：

C:\Documents and Settings\<username>\My Documents
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5. （デフォルト ICA を使用する Citrix のみ）ネットワーク接続の割り込みがあったときに、

ユーザーの画面の ICA セッションをアクティブに維持する場合は、Session Reliability

and Auto client reconnect を選択します。こうしておけば、接続が回復するか、セッショ

ン信頼性タイムアウトが時間切れになるまで、使用していたアプリケーションを表示できま

す（タイムアウトの値は Citrix 製品の定義です）。使用するポートを Port to be enabled

に入力します。

6. SA シリーズ アプライアンスにサインインしたときに現在のターミナルサービス セッショ

ン ブックマークを自動的に起動するには、Auto launch チェックボックスを選択します。

このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが SA シリーズ

アプライアンスにサインインしたときとは別のウィンドウでターミナルサービス アプリケー

ションを起動します。

7. Save Changes または Save + New をクリックします。

ターミナルサービス セッションのデバイス接続を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ユーザーがターミナル セッションでアク

セスできるローカル リソースを指定できます。

このセクションのオプションは、Windows ターミナルサービス ブックマークとデフォルト ICA

ブックマークを使用する Citrix だけに適用されます。

ロールレベルで指定する Connect Devices オプションは、エンドユーザーが自分のブックマー

クを設定するときに、ローカル リソースのアクセスを有効にできるか、あるいは無効にできる

かを制御します。ロールレベル オプションは、SA シリーズ アプライアンス管理者が作成した

ブックマークであり、ローカル リソースをユーザーがアクセスできるかどうかは制御しませ

ん。

ユーザーがアクセスできるローカル リソースを定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス セッション ブックマークを作成するか、既存のセッション ブックマー

クを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Connect Devices セクションまでスクロールします。

Session Type 設定セクションで Citrix using custom ICA file を指定すると、Connect

Devices 設定項目は利用できません。

3. Connect local drivers を選択して、ユーザーのローカル ドライブをターミナル サーバー

に接続します。これにより、ターミナル サーバーからローカル クライアント ディレクト

リにデータをコピーできるようになります。

4. Connect local printers を選択して、ユーザーのローカル プリンタをターミナル サーバー

に接続します。これにより、ターミナル サーバーからローカル プリンタでデータを出力で

きるようになります。

5. Connect COM Ports を選択して、ユーザーの COM ポートをターミナル サーバーに接続し、

ターミナル サーバーとシリアル ポートのデバイス間で通信できるようにします。

6. （Windows ターミナルサービスのみ）ユーザーのホスト コンピュータとターミナル サー

バー間でクリップボードのコンテンツ共有を許可する場合は、Allow Clipboard Sharing を

選択します。RDP クライアントの 6.0 バージョンより前のバージョンの制約上、Allow

Clipboard Sharing オプションを無効にすると、Connect local drives、Connect local

printers、Connect COM Ports の各オプションが自動的に無効になります。
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ターミナル サーバーを通じてローカル リソースを有効にした場合、各ユーザーがアクセス

できるのは自分のローカル リソースだけです。たとえば、ユーザー 1 はユーザー 2 のロー

カル ディレクトリを表示することはできません。

7. （Windows ターミナルサービスのみ）ユーザーがリモート デスクトップ セッションの認証

にスマート カードを使用できるようにするには、Connect smart cards を選択します。

8. （Windows ターミナルサービスのみ）リモートセッション中に音声を有効化するには、Sound

Options を選択します。音声をローカル コンピュータにリダイレクトするには、Bring to

this computer を選択します。サーバーのみで音声を出力するには Leave at remote computer

を選択します。

注: スマートカードと音声のオプションは、Microsoft Remote Desktop Protocol

のバージョン 5.1 以降でサポートされています。

9. Save Changes または Save + New をクリックします。

ターミナルサービス セッションのデスクトップ設定を定義する

ターミナルサービス ブックマークを設定するとき、ターミナル セッション中のターミナル エ

ミュレーション ウィンドウの表示方法を指定できます。

このセクションのオプションは、Windows ターミナルサービス ブックマークだけに適用されま

す。

ユーザー セッションの表示設定を定義するには、次の操作を行います。

1. ターミナルサービス セッション ブックマークを作成するか、既存のセッション ブックマー

クを編集します。

2. ブックマーク設定ページの Display Settings セクションまで移動します。

3. 壁紙の背景を表示するには、Desktop background を選択します。このオプションを選択し

なければ、背景は空白になります。

4. デスクトップ上でウィンドウをユーザーが移動したときに Windows エクスプローラ ウィン

ドウの内容を表示する場合は、Show contents of window while dragging を選択します。

5. ウィンドウ、メニュー、リストの動作をアニメーションにする場合は、Menu and window

animation を選択します。

6. ユーザーにターミナル サーバー ウィンドウで Windows テーマの設定を許可する場合は、

Themes を選択します。

7. 接続で渡す表示情報の量を最小限に止めて、パフォーマンスを強化する場合は、Bitmap

Caching を選択します。

8. テキストをスムーズに読みやすくするには、Font Smoothing（RDP 6.0 onwards） を選択し

ます。このオプションは、6.0 以降のバージョンの RDP を実行している Windows Vista コ

ンピュータ以外では機能しません。

9. ユーザーにデスクトップ コンポジションを許可する場合は、Desktop Composition（RDP 6.0

onwards） を選択します。デスクトップ コンポジションでは、個々のウィンドウは画面に
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直接描画されなくなります。描画はビデオ メモリにリダイレクトされ、デスクトップ イ

メージに描画されて、表示されます。

10. Save Changes または Save + New をクリックします。

外部サイトからターミナルサービス セッション ブックマークへのリンクを作成する

別のサイトからターミナルサービス セッション ブックマークへのリンクを作成するときに、

以下のいずれかのタイプの URL を作成できます。

• 必要なパラメータをすべて含んだ URL ― ホスト、 ポート、ターミナル ウィンドウ パラ

メータなど、ターミナルサービス プログラムに渡したいパラメータのすべてを含んだ URL

を作成します。URL を作成する場合は、次の構文を使用します。

https://<SASeriesAppliance>/dana/term/winlaunchterm.cgi?<param1>=<value1>&<param2>=<value2>

URL を作成する場合は、表 38 で説明されているように、大文字と小文字を区別しないパラ

メータを使用できます。セッション ブックマークに 1 つまたはそれ以上のパラメータを入

れたい場合には、アンパサンド文字（&）を使用して文字列にします。例:

https://YourSA.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=yourtermserver.yourdomain.com&type=Windows&clientPort=1094&serverPort=3389&user=john&password=abc123&screenSize=fullscreen

• ターミナルサービス ブックマークへの URL － SA シリーズ アプライアンスで作成済みの

セッション ブックマークを指定する URL を作成します。URL を作成する場合は、次の構文

を使用します。

https://<SASeriesAppliance>/dana/term/winlaunchterm.cgi?bmname=<bookmarkName>

URL 内では、bmName パラメータを定義のみします。

SA シリーズ アプライアンスを使用してターミナルサービス セッションブック マークをホス

トする場合、次の操作を行わなければなりません。

• Users > User Roles > Select Role > Terminal Services > Options ページの User can add

sessions オプションを有効にします。このオプションを選択しない場合、ユーザーは外部サ

イトからターミナルサービス セッション ブックマークにリンクできません。

• リンクと、リンクを含むページを、SA シリーズ アプライアンス再書き込みを防止するポリ

シを作成します。それには、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web >

Rewriting > Selective Rewriting ページの設定を使用します。

さらに、http の代わりに https プロトコルを使用することをお勧めします。https プロトコ

ルを使用しない場合、ユーザーがセッション ブックマークを開始すると、安全でないサイトの

警告が表示されます。

注: SA シリーズ アプライアンス上のターミナルサービス ブックマークへのリンク

を外部サーバー上に作成し、複数のサインイン URL を使用する場合には、いくつか

の制限があります。

表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名

例説明と使用

できる値

パラメータ名
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer必須。

Windows

ターミナル

サーバー、

Metaframe

ターミナル

サーバーの

ホスト名あ

るいは IP

アドレス。

host

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&type=Windowsターミナル

サーバーの

種類。使用

できる値に

は Windows

または

Citrix が

含まれま

す。

type

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&clientPort=1094ユーザー

クライアン

トが通信を

行うポー

ト。

clientPort

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&serverPort=3389ターミナル

サーバーが

待ち受けす

るポート。

デフォルト

値は

Windows で

は 3389、

Citrix で

は 1494 で

す。

serverPort

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&user=jDoeターミナル

サーバーに

渡すユー

ザー名。

JDoe など

の静的な

ユーザー名

や、<user>

または

<username>

などの可変

的なユー

ザー名を入

力できま

す。

user
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&user=jDoe&password=<password>ターミナル

サーバーに

渡すパス

ワード。

password

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?bmname=<bookmarkname>セッション

ブックマー

ク名を指定

します。

bmname

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&screenSize=fullScreenターミナル

サービス

ウィンドウ

のサイズ。

使用できる

値:

• fullScreen

• 800x600

• 1024x768

• 1280x1024

screenSize

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&colorDepth=32ターミナル

サービス

ウィンドウ

の色深度

（ビット単

位）。使用

できる値:

• 8

• 15

• 16

• 24

• 32

colorDepth

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&startApp=C:\Program

Files\Microsoft Office\Office10\WinWord.exe

起動するア

プリケー

ションの実

行ファイル

のパスを指

定します。

startApp

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&startapp=C:\tempターミナル

サーバーが

アプリケー

ション用の

作業ファイ

ルを格納す

る場所を指

定します。

startDir
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&connectDrives=Yesユーザーが

ローカル

ドライブを

ターミナル

サーバーに

接続できる

かどうかを

指定しま

す。使用で

きる値:

• 有

• 無

connectDrives

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&connectPrinters=Yesユーザーが

ローカル

プリンタを

ターミナル

サーバーに

接続できる

かどうかを

指定しま

す。使用で

きる値:

• 有

• 無

connectPrinters

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&connectComPorts=Yesユーザーが

COM ポート

をターミナ

ル サー

バーに接続

できるかど

うかを指定

します。使

用できる

値:

• 有

• 無

connectComPorts
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&allowclipboard=Yesユーザーの

ホスト コ

ンピュータ

とターミナ

ル サー

バー間で

ユーザーが

クリップ

ボードの内

容を共有す

るかどうか

を指定しま

す。使用で

きる値:

• 有

• 無

allowclipboard

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&desktopbackground=Yes現在の壁紙

設定を表示

するかどう

かを指定し

ます。使用

できる値:

• 有

• 無

desktopbackground

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&showDragContents=Yesデスクトッ

プ上でウィ

ンドウを移

動させる際

に Windows

Explore

ウィンドウ

の内容を表

示するかど

うかを指定

します。使

用できる

値:

• 有

• 無

showDragContents
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&showMenuAnimation=Yesウィンド

ウ、メ

ニュー、リ

ストのアニ

メーション

を有効にす

るかどうか

を指定しま

す。使用で

きる値:

• 有

• 無

showMenuAnimation

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&themes=Yesユーザーに

ターミナル

サーバー

ウィンドウ

で Windows

テーマの設

定を許可す

るかどうか

を指定しま

す。使用で

きる値:

• 有

• 無

themes

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&bitmapcaching=Yes接続で渡す

情報の表示

量を最小限

に止めて、

パフォーマ

ンスを強化

するかどう

かを指定し

ます。使用

できる値:

• 有

• 無

bitmapcaching
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&fontsmoothing=Yesテキスト表

示をなめら

かにし、読

みやすくす

るかどうか

を指定しま

す。このオ

プション

は、6.0 以

降のバー

ジョンの

RDP を実行

している

Windows

Vista コン

ピュータ以

外機能しま

せん。使用

できる値は

以下の通り

です。

• 有

• 無

fontsmoothing

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&desktopcomposition=Yesデスクトッ

プ構成を有

効にするか

どうかを指

定します。

使用できる

値:

• 有

• 無

desktopcomposition
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表29: 大文字と小文字を区別しないターミナルサービス セッション ブックマーク パラメータ名 （続
き）

https://YourSASeriesAppliance.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermServer&soundOptions=1音声を有効

化するかど

うかを指定

します。使

用できる

値:

• 0 ― 音

声を無

効する

• 1 ― 音

声を使

用中の

パソコ

ンで有

効にす

る

• 2 ― 音

声をリ

モート

コン

ピュー

タで有

効にす

る

soundoptions

一般的なターミナルサービス オプションの指定

ユーザーは、自身のターミナルサービス セッション ブックマークを作成することができます。

また、ターミナルサービス セッション ブックマークで指定したサーバーへのアクセスを許可

するターミナルサービス リソース ポリシーを作成するように SA シリーズ アプライアンスを

設定できます。

一般的なターミナルサービスのオプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール > Terminal Services > Options を選

択します。

2. Citrix を有効にしている場合、Citrix client delivery method で、SA シリーズ アプラ

イアンスがユーザーのシステムにダウンロードする ICA クライアントの取得先を指定しま

す。

• Download from the Citrix web site － SA シリーズ アプライアンスは、Citrix Web サ

イトから最新バージョンの ICA クライアントをインストールします。示された URL がも

はや有効でない場合には、新しい場所を指すために URL を編集できます。

• Download from the IVE － Browse ボタンを使用して、ローカル ネットワーク上にある

ICA クライアントを参照します。CAB、MSI または EXE ファイルをアップロードできま

す。クライアントを一度アップロードすると、SA シリーズ アプライアンスは、それをデ

フォルトとして使用し、必要に応じてユーザーのシステムにダウンロードします。さら

に、ICA クライアントの正確なバージョン番号を指定する必要があります。
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MSI または EXE ファイルをアップロードする場合、クライアントをダウンロードしイン

ストールするために、開く/保存するダイアログ ボックスが表示されます。Java フォー

ルバックが設定されている場合、このダウンロードをバイパスし、代わりに Java を使用

するオプションが提供されます。

• Download from a URL － SA シリーズ アプライアンスは、指定された Web サイトから、

ユーザーが選択した ICA クライアントをインストールします。さらに、ICA クライアン

トの正確なバージョン番号を指定する必要があります。Java フォールバックが設定され

ている場合、このダウンロードをバイパスし、代わりに Java を使用するオプションが提

供されます。

注: SA シリーズ アプライアンスにアップロードしたカスタム ICA ファイル

で SA シリーズ アプライアンスにダウンロードさせる Citrix クライアント

をテストすることをお勧めします。SA シリーズ アプライアンスを使用せずに

このテストを実行して、Citrix クライアントが、カスタム ICA ファイルの機

能をサポートしているかどうか確認します。機能が SA シリーズ アプライア

ンスなしで動作しなければ、SA シリーズ アプライアンスによっても動作しま

せん。

また、Citrix Web サイトまたは URL から ICA クライアントをダウンロード

する選択をした場合、SA シリーズ アプライアンスは、SA シリーズ アプライ

アンスの Content Intermediation Engine を通して URL を処理し、ダウン

ロード処理を安全に行います。したがって、SA シリーズ アプライアンスがア

クセス可能で、ロール内のユーザーが利用できるサイトを選択する必要があり

ます。

ICA Web クライアントが既にコンピュータにインストールされているかどうか

を調べるには、Windows レジストリで次のエントリをチェックします。

HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\\{238F6F83 B8B4 11CF 8771 00A024541EE3\}

ICA クライアントのバージョン番号を確認するには、cab ファイル（例:

wficat.cab）を展開し、アーカイブの inf ファイル（例: wficat.inf）を探

し、inf ファイルの各 ocx に関する情報を見つけます。たとえば、

（wficat.cab にある）wficat.inf には以下のような情報が記載されていま

す。

[wfica.ocx]

file-win32-x86=thiscab

clsid={238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3}

FileVersion=8,00,24737,0

[wfica32.exe]

file-win32-x86=thiscab

FileVersion=8,00,24737,0

この場合、「8,00,23737,0」はファイルのバージョンです。（バージョンには

ピリオドの代わりにカンマが使用されていることに注意してください。）

3. User can add sessions オプションを有効にすると、ユーザーは、自身のターミナル セッ

ション ブックマークを定義でき、またホームページ上の SA シリーズ アプライアンス ブ

ラウズ バーを使用して、ターミナル サーバーにアクセスすることができます。このオプ

ションを有効にした場合、次回にユーザーが SA シリーズ アプライアンス ユーザー コン
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ソールを更新すると、Terminal Services ページに Add Terminal Services Session ボタ

ンが表示されます。

4. Auto allow role Terminal Services sessions オプションを有効にすると、SA シリーズ

アプライアンスは、ターミナル セッション ブックマークに定義されたリソースへのアクセ

スを自動的に許可します（リソース ポリシーを作成する必要はありません）。このオプショ

ンは、ユーザー ブックマークではなく、ロール ブックマークに適用されます。

Auto allow オプションは、新しいインストールを使用しているか、管理者がオプションを

非表示にしている場合は、表示されません。

5. ユーザーが作成するブックマークでローカル デバイスのアクセスを許可するには、Allow

users to enable local resources defined below セクションで以下のオプションを選択し

ます。

• Users can connect drives － ユーザーのローカル ドライブをターミナル サーバーに接

続するブックマークの作成をユーザーに許可します。これにより、ターミナル サーバー

からローカル クライアント ディレクトリに情報をコピーできます

• User can connect printers － ユーザーのローカル プリンタをターミナル サーバーに

接続するブックマークの作成をユーザーに許可します。これにより、ターミナル サーバー

からローカル プリンタに情報を印刷できます

• User can connect COM ports － ユーザーの COM ポートをターミナル サーバーに接続す

るブックマークの作成をユーザーに許可します。これにより、ターミナル サーバーとユー

ザーのシリアル ポート上のデバイス間で通信ができます。

• Allow Clipboard Sharing － クリップボードのコンテンツをユーザーのホスト コンピュー

タとターミナル サーバー間で共有することを許可します。RDP クライアントの 6.0 バー

ジョンより前のバージョンの制約上、Allow Clipboard Sharing オプションを無効にする

と、Connect local drives、Connect local printers、Connect COM Ports の各オプショ

ンが自動的に無効になります。

ターミナル サーバーを通じてローカル リソースを有効にした場合、各ユーザーがアクセ

スできるのは自分のローカル リソースだけです。たとえば、ユーザー 1 はユーザー 2

のローカル ディレクトリを表示することはできません。

ロールレベルで指定する Connect Devices オプションは、ブックマーク レベルで設定す

るすべての Connect Devices を上書きします。

• User can connect smart cards — リモート デスクトップ セッションの認証用に、ユー

ザーが自身のシステムに接続されているスマート カード リーダーを使用することを許可

します。

• User can connect sound devices — ユーザーがリモート デスクトップ セッションから

自身のローカル システムに音声をリダイレクトすることを許可します。

注: スマート カードと音声リダイレクトは、Microsoft Remote Desktop Protocol

のバージョン 5.1 以降でサポートされています。

6. Allow users to modify Display settings below セクションで、次の操作を行います。
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• 現在の壁紙の設定を表示するには、Desktop background を選択します。このオプション

を選択しなければ、背景は空白になります。

• デスクトップのウィンドウを移動したときに Windows エクスプローラ ウィンドウの内容

を表示する場合は、Show contents of window while dragging を選択します。

• ウィンドウ、メニュー、リストの動作をアニメーションにする場合は、Menu and window

animation を選択します。

• ターミナル サーバー ウィンドウで Windows テーマの設定を許可する場合は、Themes を

選択します。

• 接続で渡す情報の表示量を最小限に止めて、パフォーマンスを強化する場合は、Bitmap

Caching を選択します。

• テキストをスムーズに、読みやすくするには、Font Smoothing（RDP 6.0 onwards） を選

択します。このオプションは、6.0 以降のバージョンの RDP を実行している Windows

Vista コンピュータ以外では機能しません。

7. Save Changes をクリックします。

ターミナルサービス リソース ポリシーの設定

ロールに対してターミナルサービス機能を有効にする場合には、ユーザーがアクセスできるリ

モート サーバーを指定するリソース ポリシーを作成する必要があります。リソース ポリシー

は、標準インターフェース（次のセクションで説明）あるいはリソース プロファイル（推奨）

から作成することができます。

このセクションの情報は、下位互換性の確保を目的として提供されています。Windows ターミ

ナル サーバーと Citrix サーバーへのアクセスの設定には、この方法ではなく、リソース プ

ロファイルを使用することをお勧めします。リソース プロファイルのほうが簡単で、かつ統合

された設定方法です。

ターミナルサービス リソース ポリシーを作成するとき、以下の情報を入力する必要がありま

す。

• リソース － リソース ポリシーでは、ポリシーを適用する 1 つ以上のリソースを指定する

必要があります。ターミナルサービス ポリシーを作成するときには、ユーザーが接続できる

ターミナル サーバーを指定する必要があります。

• ロール － リソース ポリシーでは、適用対象となるロールを指定する必要があります。ユー

ザーが要求を行うと、SA シリーズ アプライアンスは、そのロールに適用するポリシーを決

定し、要求に対応するポリシーを評価します。

• アクション － ターミナルサービス リソース ポリシーは、ターミナル サーバーに対するア

クセスを許可または拒否します。

SA シリーズ アプライアンスのエンジンがリソース ポリシーを評価する際、ポリシーの

Resources リスト内に表示されるリソースは標準書式に従っていなければなりません。
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ターミナルサービス リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Terminal Services > Access を選択

します。

2. Terminal Services Policies ページで、New Policy をクリックします。

3. New Policy ページで、このポリシーに付ける名前およびオプションでポリシーの説明を入

力します。

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するサーバーを指定します。

5. Roles セクションで、このポリシーを適用するロールを指定します。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow access － Resources リストで指定したサービスに対するアクセスを許可します。

• Deny access － Resources リストで指定したサーバーに対するアクセスを拒否します。

• Use Detailed Rules － このポリシーに対して 1 つ以上の詳細規則を指定します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Terminal Services Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評価の

順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユーザーか

ら要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリソースと

マッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されます。

ターミナルサービス リソース オプションの指定

Options タブを使用して、ターミナルサービス リソース ポリシーでリソースとして指定され

たホスト名と IP アドレスを照合します。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプラ

イアンスは、ターミナルサービス リソース ポリシーで指定されたホスト名それぞれに対応す

る IP アドレスを参照します。ユーザーが、ホスト名ではなく IP アドレスを指定してサーバー

にアクセスを試みると、SA シリーズ アプライアンスは、その IP をキャッシュ内の IP アド

レスのリストと照合して、ホスト名と IP が一致するかどうかを判断します。一致する IP が

見つかった場合、ポリシーの一致として受け入れられ、リソース ポリシーに指定されたアク

ションが適用されます。

このオプションを有効にすると、ターミナルサービス リソース ポリシーごとに Resources

フィールドに指定されたホスト名のリストが作成されます。このホスト名のリスト全体に対し

てオプションが適用されます。

このオプションは、ワイルドカードやパラメータが含まれるホスト名には適用されません。

ターミナルサービス リソース オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Terminal Services > Options を選択

します。

2. IP based matching for Hostname based policy resources を選択します。

3. Save Changes をクリックします。
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リモート デスクトップ ランチャの使用

エンドユーザーは、次の操作によってターミナル サーバーに接続できます。

• Secure Access のブラウザ バーに rdp://hostname を入力する

• ターミナルサービス ブックマークを作成する

• リモート デスクトップ ランチャ（RDPLauncher）を使用する

RDPLauncher は、エンドユーザー ホームページの Terminal Services セクションを使用し、

ここでエンドユーザーは、ターミナルサービスの IP アドレスまたはホスト名を入力できます。

デフォルトのサーバー ポートは 3389 です。

RDPLauncher は、画面のみを提供します。ユーザー体験オプションは、RDPLauncher を通して

利用できません。たとえば、New Terminal Services Sessions ウィンドウの次のオプション

は、RDPLauncher によって開始されたターミナルサービスには適用されません。

• クライアント ポート

• 認証設定

• アプリケーション開始設定

• デバイス接続設定

• 表示設定

• リモート音声

エンドユーザーに RDPLauncher の使用を許可するには、次の操作を行います。

1. Users > User Roles > ロール名 > General > Overview で Terminal Services オプション

を選択します。

2. Users > User Roles > ロール名 > Terminal Services > Options で Enable Remote Desktop

Launcher を選択します。

3. （オプション）エンドユーザーが、Macintosh または Linux システムなどの非 Windows シ

ステム上にいる場合、Enable Java for Remote Desktop Launcher を選択し、使用するアプ

レットを選択します。

注: Applet to Use メニューから Hob Juniper RDP Applet を選択した場合、

Configure HTML for the default applet チェックボックスを選択して、HTML を編

集する必要があります。それ以外の場合には、デフォルトの HTML が使用されます。

RDPLauncher ターミナルサービス セッションの画面サイズ オプションと色深度オプションは、

エンドユーザー ホームページの Preferences > General から定義します。
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第25章

セキュアミーティング

• セキュアミーティングの概要 573ページ

• SA シリーズ エンドユーザー コンソールでミーティングを予定する 574ページ

• Microsoft Outlook でミーティングをスケジュールする 575ページ

• 通知 E メールを送信する 576ページ

• ミーティングに参加する 577ページ

• ミーティングに出席する 579ページ

• ミーティングを管理する 580ページ

• ミーティングを実施する 580ページ

• インスタント ミーティングおよびサポート ミーティングについて 581ページ

• MySecureMeeting ミーティングを作成する 582ページ

• セキュアミーティングを有効にして設定する 583ページ

• セキュアミーティングのパーミッシブ マージ ガイドライン 587ページ

• ミーティング作成者がアクセスできる認証サーバーの指定 588ページ

• システムレベルのミーティング設定 589ページ

• セキュアミーティングをトラブルシューティングする 592ページ

• セキュアミーティングを監視する 593ページ

セキュアミーティングの概要

ユーザーは、セキュアミーティングを使用することにより、SA シリーズ ユーザーと非 SA ユー

ザー両方の間でオンライン ミーティングを安全に計画し開催できます。ミーティングでは、

ユーザーは安全な接続を通じてデスクトップとアプリケーションを相互に共有できます。これ

により、ミーティング参加者全員が、画面上で電子データを即時に共有することができます。

ミーティング参加者は、デスクトップを相互にリモート コントロールし、プレゼンテーション

を妨害しない別のアプリケーション ウィンドウを使用してテキストによるチャットを行い、オ

ンラインで安全に共同作業することもできます。

セキュアミーティング機能は SA 700 アプライアンスでは利用できません。SA 4000 以降の装

置では、個別アップグレードとしてセキュアミーティングを利用できます。
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クラスタ構成では、単一ユニットと比べて、ミーティングとユーザーの数が 2 倍になります。

たとえば、単一ユニットでx ミーティング/y ユーザーがいる場合、2 プラス クラスタ ユニッ

トでは、2x ミーティング/2y ユーザーになります。

注: インストールの間に、Juniper インストーラ サービスが存在しない場合、セ

キュアミーティングは、管理者資格情報を要求します。管理者の資格情報を知らな

い場合でも、セキュアミーティングはインストールされますが、より高い権限プロ

セス機能のリモート制御は有効化されません。管理者資格情報を正しく入力すると、

この機能が使用可能になります。

セキュアミーティングのオンライン ミーティングはすべて、SA シリーズ ユーザーがスケジュー

ルする必要があります。ミーティング作成者は、ミーティング名、ミーティングの説明、開始

日時、定期パターン、所要時間、パスワード、参加者リストなどのミーティングの詳細を指定

します。

ミーティング作成者は、以下のアプリケーションのいずれかを使用して、ミーティングのスケ

ジュールを行います。

• SA シリーズのエンド ユーザー コンソール － ミーティング作成者が、SA シリーズのエン

ド ユーザー コンソールを使用してミーティングをスケジュールすると、セキュアミーティ

ングは、ミーティングが有効な SA シリーズ 参加者の Meetings ページにスケジュールを表

示します。Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）E メール サーバーを利用可能にしてい

る場合、メール アドレスがわかっている各参加者には、セキュアミーティングによって通知

E メールが送信されます。

• Microsoft Outlook － ミーティング作成者が Microsoft Outlook を使用してミーティング

をスケジュールすると、Outlook を使用可能な他の参加者の Calendar ページに、Outlook

によってスケジュールが表示され、Outlook E メール サーバー経由で各参加者に通知 E メー

ルが送信されます。また、セキュアミーティングにより、ミーティング作成者の SA シリー

ズ エンド ユーザー コンソールの Meetings ページにそのミーティングが表示されます（た

だし、SMTP サーバー経由で E メール通知は送信されません）。

ミーティングの作成者は、標準のミーティングではなくインスタント ミーティングを作成する

場合には、これらのスケジューリング メカニズムをバイパスすることができます。

MySecureMeeting ミーティングにより、特定タイプのミーティングに対する静的 URL でミー

ティングを作成できます（たとえば、毎週のステータス ミーティング）。これらのタイプの

ミーティングをスケジュールする必要はありません。コンダクタがミーティングを開始し、参

加者は URL を入力してミーティングに参加します。

SA シリーズ エンドユーザー コンソールでミーティングを予定する

ロール レベルでミーティング作成機能を有効にすると、SA シリーズ ユーザーは、SA シリー

ズ エンド ユーザー コンソールの Meetings ページからミーティングを作成することができま

す。ミーティングを作成するときは、ミーティング名、ミーティングの説明、開始日時、定期

パターン、所要時間、パスワード、参加者リストなどの標準ミーティングの詳細をすべて指定

する必要があります。さらに、参加者全員を、次の 2 つのカテゴリのいずれかに分類する必要

があります。
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• SA シリーズ参加者 ― SA シリーズ参加者 （ネットワーク内部の参加者とも呼ばれます）

は、ミーティング作成者と同じ SA シリーズ アプライアンスまたはクラスタからサインイン

している SA シリーズ ユーザーです。SA シリーズ ユーザーをミーティングに招待する場合

は、ミーティング作成者はユーザーの SA シリーズ ユーザー名と認証サーバーを指定する必

要があります。

• 非 SA シリーズ 参加者 ― 非 SA シリーズ 参加者（ネットワーク外部の参加者とも呼ばれ

ます）は、非 SA シリーズ ユーザーか、またはミーティング作成者と異なる SA シリーズ

アプライアンスまたはクラスタからサインインしている SA シリーズ ユーザーです。非 IVE

ユーザーをミーティングに招待する際、ミーティング作成者はユーザーの E メール アドレ

スを指定する必要があります。

注: SA シリーズ 参加者が、SA シリーズ エンド ユーザー コンソールの Meetings

ページの代わりに、ミーティング URL を使用してミーティングに参加すると、セ

キュアミーティングによって非 SA シリーズ 参加者として扱われます。

Microsoft Outlook でミーティングをスケジュールする

ロール レベルでミーティング作成機能を有効にすると、SA シリーズ ユーザーは、Outlook プ

ラグイン用セキュアミーティングを使用して、Microsoft Outlook のカレンダーからミーティ

ングを作成することができます。

Microsoft Outlook 2000 にセキュアミーティング プラグインをインストールすると、「イン

ストールしようとしているフォームにはマクロが含まれている可能性があります」というメッ

セージが表示されます。セキュアミーティングのフォームにはマクロは含まれていませんので、

Disable Macros と Enable Macros のどちらをクリックしても変わりはありません。

注: Outlook 用のセキュアミーティング プラグインを削除するには、そのプラグイ

ンのインストール時に使用したものと同じ Outlook プロファイルを使用する必要が

あります。プラグインのインストールと削除でプロファイルを変えることはサポー

トされていません。

このプラグインを使用するには、ユーザーは以下を行う必要があります。

1. プラグインを、SA シリーズ エンド ユーザー コンソールの Meetings ページからインス

トールします。

2. Outlook で New > Secure Meeting を選択してセキュアミーティング スケジュール フォー

ムを開きます。

3. Secure Meeting タブを使用して、ミーティングが予定される SA シリーズ アプライアンス

の詳細、ユーザーのサインイン証明書、領域、ミーティング パスワードを入力します。
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注: Microsoft Outlook の制限のため、すべてのミーティングの詳細を Microsoft

Outlook と SA シリーズ アプライアンスの間で共有することはできません。た

とえば、SA シリーズ アプライアンスでミーティングをスケジュールした場合、

Microsoft Outlook の予定表にそのミーティングは表示されません。制限に関す

る詳細は、SA シリーズ エンド ユーザー ヘルプ システムおよび Secure Meeting

for Outlook プラグイン インストーラから Secure Meeting for Outlook ドキュ

メントを参照してください。

4. Scheduling および Appointment タブから Outlook の標準機能を使用して、ミーティング

のスケジューリングと参加者の追加を行います。セキュアミーティング では、Outlook で

の標準または定期ミーティングの作成がサポートされています。

注: Appointment タブには、This is an online meeting using.. とラベルされ

たチェックボックスがあります。このチェックボックスはミーティング サーバー

や Secure Meeting for Outlook プラグインに関係するものではなく、サード

パーティのプラグインでは使用できません。

5. 予定表エントリを保存して、セキュアミーティング サーバーに情報を送信します。ミーティ

ングを保存する際、プラグインがセキュア サーバーと交信しているため、証明書の警告が

表示される場合があります。

6. Secure Meeting for Outlook プラグインによって作成されたテキストとミーティングの URL

を使用して参加者に招待 E メールが送信されます。ミーティング参加者の Outlook の予定

表にもミーティングが追加されます。この予定表アイテムには、Outlook によって記録され

た標準の情報のすべて、および Secure Meeting タブでミーティング作成者によって指定さ

れた情報を含む追加の Secure Meeting タブが含まれています。SA シリーズ アプライアン

スは、SMTP サーバーを使用して追加の E メールを送信しないので注意してください。

注: Secure Meeting for Outlook プラグインは、Outlook 2000、2002、または

2003 を搭載した Windows OS でのみサポートされます。Outlook 2007 以降はサ

ポートしていません。

7. ミーティングを削除するには、Secure Meeting タブの Delete Meeting from Server をク

リックします。Outlook フォームから Delete をクリックしても、ミーティングは削除され

ません。

注: 領域がホストチェッカー ポリシを有効化している場合、あるいはユーザーに

ロール選択を要求している場合、Secure Meeting for Outlook プラグインの認証は

機能しません。

通知 E メールを送信する

ミーティング作成者が新規または変更したミーティングを保存するときに通知 E メールを参加

者に送信するように、セキュアミーティング または Outlook を設定できます。E メールには、
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ミーティングの詳細、参加者がミーティングへ参加する際に使用するリンク、さらに参加者が

自分のシステムとセキュアミーティングに互換性があるかどうかを確認するために使用するリ

ンクが含まれます。

注: MySecureMeeting ミーティングについては E メール通知を送信できません。

エンド ユーザー コンソール経由でミーティングを予定する場合、E メール通知を参加者に送

信するには、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Meetings ページで SMTP サー

バーを有効にする必要があります。これを行うと、セキュアミーティングは、以下のソースか

ら E メール アドレスを取得します。

• Preferences ページ － SA シリーズ ユーザーは自分の E メール アドレスを Preferences

ページの General タブで入力できます。この場合、ミーティングの作成者が Add Invitees

ダイアログ ボックスの Local タブからユーザーの名前を選ぶと、セキュアミーティングは

自動的にそのアドレスを使用します。

• LDAP サーバー — ミーティング作成者は、LDAP サーバーからユーザーを追加することができ

ます。そのサーバーが、ユーザーの E メール アドレスを保存する場合は、ミーティング作

成者が Add Invitees ダイアログ ボックスの LDAP タブからユーザーの名前を選ぶとき、セ

キュアミーティングは自動的にそのアドレスを使用します。

• Create Meeting ページ — ミーティング作成者は、ミーティングのスケジュール中または更

新中に、ミーティングの参加者の E メール アドレスを手動で入力（または上書き）できま

す。

あるいは、ユーザーが Microsoft Outlook によりミーティングをスケジュールしている場合、

Secure Meeting for Outlook プラグインは Outlook E メール サーバーに格納されている E

メール アドレスを使用します。

セキュアミーティングを作成する人が招待 Eメール を使用し、完全修飾ドメイン名でない（た

とえば、https://sa.company.com ではなく、https://sa 等）URL を使用して SA シリーズ ア

プライアンスにアクセスする場合、招待 Eメールには、招待情報に https://sa が表示され、

真のホスト名は表示されない可能性があります。そのため、Eメール受信者は、Eメールからリ

ンクにアクセスできない可能性があります。Juniper では、SA シリーズ アプライアンスのネッ

トワーク ID を設定することを推奨しています。これを設定すると、セキュアミーティング招

待状はそのホスト名を使用します。

ミーティングに参加する

参加者は予定開始時刻の 15 分前から、ミーティングへの参加を許可されます。セキュアミー

ティングは、SA シリーズ アプライアンス上でオンライン ミーティングを開催して、SA シリー

ズ ユーザーと非 SA シリーズ ユーザーの両方がミーティングに参加できるようにします。（た

だし、非 SA シリーズ ミーティング参加者は、招待されたミーティング以外、SA シリーズ ア

プライアンスのいかなるミーティングにもアクセスできません。）

ミーティングに参加するには、セキュアミーティングの参加者は、以下のいずれかの方法を使

用して、セキュアミーティング サーバー（SA シリーズ アプライアンス）上のミーティング

サイトに移動する必要があります。

• Meetings ページに表示されているリンクを使用する（SA シリーズ参加者のみ）。

577Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第25章: セキュアミーティング



• 通知 E メールに含まれているリンクを使用する。

• ミーティングの URL を Web ブラウザに入力する。

注: MySecureMeeting は、ミーティングの URL を Web ブラウザに入力することの

みをサポートします。

ミーティング作成者は、Join Meeting ページでミーティングの URL を取得することができま

す。あるいは、デフォルトのミーティング URL の使用を指定した場合は、ミーティング参加者

は、次の URL に該当する値を入力することによって適切な URL を調べることができます。

https://<YourSA>/meeting/<MeetingID>

ここで、

• <YourSA> は、ミーティングをホストする SA シリーズ アプライアンスの名前とドメインで、

SAserver.yourcompany.com のようになります。セキュアミーティングは、この名前が定義さ

れている場合には System > Network > Overview タブの Hostname フィールドから取得しま

す。定義されていない場合、セキュアミーティングはミーティング作成者のブラウザから SA

シリーズ アプライアンス名を取得します。

• meeting は、リテラル文字列です（この文字列は常に同じです。）meeting は小文字の「m」

で始まることに注意してください。MySecureMeetings については、デフォルトは meeting

ですが、システム管理者が定義できます。

• <MeetingID> は、セキュアミーティングがこのミーティングに生成した 8 桁の固有の識別番

号です。ユーザーが URL にミーティング ID を入力しない場合、ミーティングへサインイン

する際にミーティング ID が要求されます。例：

https://connect.acmegizmo.com/meeting/86329712

MySecureMeetings については、<MeetingID> がこのミーティングに対するミーティング名

トークンです。特定のミーティングに対して静的であり、削除するまで永久に再利用できま

す。例：

https://connect.acmegizmo.com/meetings/chris/weeklyStatus

注: サインイン ページのカスタマイズ機能を使用すると、ミーティング URL をカ

スタマイズできます。その場合、ユーザーはここで説明した URL を使用してミー

ティングにアクセスすることはできません。

ミーティング サイトにアクセスできると、認証された SA シリーズ ユーザーはミーティング

に直接参加することができます。SA シリーズ アプライアンスで認証済みなので、SA シリーズ

アプライアンス上のミーティング サイトにアクセスするためにユーザー名またはパスワードを

入力する必要はありません。

非 SA シリーズ ユーザーは、この時点でまだ認証されていないので、ミーティングへのサイン

イン ページで名前とパスワードを入力する必要があります。非 SA シリーズ ユーザーは、サ

インイン ページで入力したミーティング ID とパスワードに基づき、セキュアミーティングに

よって認証されます。（SA シリーズ アプライアンスでは、参加者の名前は認証のために使用

されるのではなく、ミーティング中の表示目的のみに使用されます。）
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参加者がミーティングへの出席を希望すると、セキュアミーティングによって Windows クライ

アントか Java アプレットが参加者のシステムにダウンロードされ、起動されます。このクラ

イアントサイド コンポーネントには、ミーティング ビューア、プレゼンテーション ツール、

およびテキスト メッセージ アプリケーションが含まれています。ユーザーのデスクトップで

Windows クライアントまたは Java アプレットが起動されると、ユーザーはミーティング参加

者となり、ミーティングへの参加を開始できます。

注: セキュアミーティングを設定する場合は、次の点に注意してください。

• セキュアミーティングは、Macintosh または Linux システム上の PAC ファイル

を操作できません。

• セキュアミーティングでは、ブラウザがプロキシを適切にサポートしていれば、

Windows ユーザーは NTLM プロキシ経由または認証なしでミーティングに参加す

ることができます。セキュアミーティングは、Macintosh または Linux クライア

ントでは NTLM プロキシをサポートしていません。

•

ミーティングに出席する

デフォルトでは、出席者は、ミーティングに参加すると同時にミーティングに出席している他

のユーザーの名前を見ることができ、Secure Meeting Chat ウィンドウを使用してテキスト

メッセージを送信することができます。ただし、ミーティングをより安全にしたり生産性を高

める目的で、これらの機能を無効にすることも可能です。

たとえば会社の CFO が、社内のアナリスト コミュニティとのミーティングを計画した場合、

アナリストの身元がわからないように出席者の名前を非表示にすることができます。さらに、

ミーティングの出席者が CFO のプレゼンテーションを中断しないよう、テキスト チャットを

使用できないようにすることが可能です。

各ユーザー ロールに対し、テキスト チャットを使用不可にしたり、名前を非表示にすること

ができます。あるいは、ロール内のミーティング作成者が出席者の名前を非表示にするかどう

かを決めることができるよう、指定することが可能です。この場合、ミーティング作成者は以

下の状況でこの選択を行うことができます。

• ミーティングのスケジュールや変更を、標準 SA シリーズ インターフェースの Meetings

ページから行っている場合。（ミーティング作成者は、Microsoft Outlook のスケジューリ

ング インターフェースから出席者の名前の非表示を指定することはできません。）

• 標準ミーティングあるいはインスタント ミーティングに参加する場合。（ただし、ミーティ

ングの 1 番目の参加者がミーティング作成者である場合、ミーティング作成者は出席者の名

前の非表示のみを指定できます。ミーティング作成者より先に参加した出席者がいる場合、

ミーティング出席者の名前が自動的に表示されるため、ミーティング作成者は表示設定を変

更することはできません。）

管理者あるいはミーティング作成者が出席者の名前を非表示にした場合、Secure Meeting ユー

ザーは、自分の名前と、コンダクタとプレゼンタの名前のみ見ることができます。
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Secure Meeting Chat の機能は、1 つのミーティング内で同じ言語エンコーディング（Web ブ

ラウザの設定に基づく）を使用しているユーザーのみをサポートします。異なるエンコーディ

ングを使用していると文字化けが生じます。ミーティング案内は、ミーティングが作成され保

存された時点での作成者の Web ブラウザの言語設定に基づき送信されます。

ミーティングを管理する

ミーティング コンダクタは、ミーティングを開始する役割を負う、SA シリーズ ユーザーで

す。プレゼンタには、ミーティングを効率的に進めるために、以下の責務と能力が与えられて

います。

• ミーティング プレゼンテーションの開始 — コンダクタが参加するまで、他の参加者はチャッ

トしか行うことができません。コンダクタはデフォルトでのミーティングのプレゼンタでも

あるため、他の参加者はプレゼンテーションの表示や作成が許可されていません。ミーティ

ングのプレゼンタ は、自らのデスクトップまたはアプリケーションを他の参加者と共有する

ことによって、ミーティング プレゼンテーションを開始します

• コンダクタおよび司会者権限を渡す — ミーティング コンダクタは他のミーティング出席者

に、自身の責任の全部または一部を渡すことができます。たとえばコンダクタは、ミーティ

ングに参加してからプレゼンタ権限を渡すことによって、他の出席者がミーティング プレゼ

ンテーションを開始するよう指定できます。コンダクタは、コンダクタ権限を他の SA シリー

ズ ユーザーに渡すことができ、プレゼンタ権限を他の SA シリーズ ユーザーまたは非 SA

シリーズ ユーザーに渡すことができます。

• ミーティングの監視 － 必要な場合、ミーティング コンダクタはミーティング出席者を退出

させる責任を負います。ミーティング コンダクタは、すべてのミーティング参加者の名前を

見ることができ、それによって参加者を決定することができます。

• ミーティングの終了 － ミーティング コンダクタは予定終了時間を超えた場合にミーティン

グを延長し、また、完了したミーティングを終了する役割を果たします。

ミーティングを実施する

プレゼンタが共有を開始すると、すべてのミーティング参加者のデスクトップでミーティング

ビューアが自動的に開き、プレゼンタと共有しているアプリケーションが表示されます。プレ

ゼンタには、ミーティングを効率的に進めるために、以下の責務と能力が与えられています。

• 複数アプリケーションの共有 －プレゼンタは、1 つのアプリケーション、複数のアプリケー

ション、あるいはデスクトップ全体を他の参加者と共有することができます。（Macintosh

ユーザーは、個々のアプリケーションを共有することはできません。デスクトップのみ共有

することができます。）

• プレゼンテーションへの注釈付け － プレゼンタは共有するアプリケーションの主要概念を

説明するため、または重要な機能を示すために、Secure Meeting ツールバーを使用して注釈

を付けることもできます。さらに、他のミーティング出席者に、注釈を付ける権限を与える

こともできます。

• コントローラ権限を渡す － ミーティングのプレゼンタはコントローラを指定することがで

きます。「ミーティング コントローラ」は、自分のマウスおよびキーボードを使用して、司

会者の共有デスクトップまたはアプリケーションをリモート コントロールします。プレゼン

タは、リモート コントロール権限を、他のどの出席者にも渡すことができます。プレゼンタ
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がリモート コントロールされたアプリケーションのコントロールを取り戻したい場合、ク

リックするだけでコントロールを取り戻すことができます。

ミーティング コンダクタと同じく、ミーティング プレゼンタはミーティングに参加している

全員の名前を見ることができます。ミーティング プレゼンタは、すべての出席者の名前を見る

ことにより、コントローラ権限を誰に渡したかを把握することができます。

注: ミーティング プレゼンタは、注釈付けとリモート コントロールを同時に有効

にすることはできません。

ミーティング プレゼンタのデスクトップのコンテンツがロックされている場合に

は、セキュアミーティングは、そのコンテンツを表示できません。

プレゼンタのデスクトップの画面エリアが 1856 x 1392 よりも大きい場合、Linux や Macintosh

クライアントのビューアはプレゼンテーションをロードするまでにしばらく時間がかかること

があります。

インスタント ミーティングおよびサポート ミーティングについて

インスタント ミーティングおよびサポート ミーティングは、ユーザーが SA シリーズ アプラ

イアンスまたは Microsoft Outlook のスケジューリング ページを経由せずに迅速に作成でき

るミーティングです。その代わりに、 ユーザーは SA シリーズ エンドユーザー コンソールの

Instant Meeting ボタンまたは Support Meeting ボタンをクリックし、続いて Start Meeting

をクリックするだけです。この後、SA シリーズ アプライアンスがミーティングを開始します。

インスタント ミーティングとサポート ミーティングを作成する場合、SA シリーズ アプライ

アンスは特定のスケジューリング手順をスキップして処理を速めます。たとえば、SA シリーズ

アプライアンスはミーティング作成者に対して他の招待者の E メール アドレスを追加するよ

うに要求しません。代わりに、SA シリーズ アプライアンスはミーティング作成者を唯一のミー

ティング招待者とします。ミーティングの作成者は、ミーティングの URL、ID、パスワードな

ど、ミーティングに参加するために必要な情報を他の招待者に通知します。

SA シリーズ アプライアンスは、ミーティングの参加者が何を希望するかについて一定の条件

を設けることによって、スケジューリングの処理も簡素化します。たとえば、ミーティングの

作成者を唯一のミーティング招待者にするだけでなく、SA シリーズ アプライアンスはミーティ

ング作成者がミーティングを主催し、ミーティング コンダクタになると想定します。（実際、

他の参加者は SA シリーズ エンドユーザー コンソールではなくミーティング URL からミー

ティングに参加することが多いため、ミーティングの作成者はミーティングを運営できる唯一

のユーザーとなります。 さらに、SA シリーズ アプライアンスはミーティング名（インスタン

ト ミーティングの場合は「Secure Meeting (MeetingID)」、サポート ミーティングの場合は

「Support Meeting (MeetingID)」）、ミーティングの開始日時（即時）、継続時間（1 時間）、

繰り返し予定（1 回のみのミーティング）を自動的に割り当てます。

SA シリーズ アプライアンスは、以下のミーティング タイプに対応したデフォルトの設定も使

用します。

• インスタント ミーティング － インスタント ミーティングは、基本的にユーザーがより迅

速に作成することができる標準のミーティングです。したがって、ユーザーがインスタント
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ミーティングの作成を選択したときは、SA シリーズ アプライアンスは認証要件、リモート

コントロール、セキュア チャットなど、ユーザーのロール レベル設定をすべて適用します。

• サポート ミーティング － サポート ミーティングは、主に SA シリーズ ユーザーが別の

ユーザーの問題に関するトラブルシューティングを行うことを目的とした 2 人によるミー

ティングです。したがって、SA シリーズ アプライアンスはユーザーのロール レベルでのす

べての設定を有効にしません。代わりに、以下に説明するように、SA シリーズ アプライア

ンスは自動的に迅速なトラブルシューティングを可能にするオプションを有効にし、他の設

定を無効にします。

• デスクトップ共有を有効化 － 2 人目のユーザーがミーティングに参加したとき、SA シ

リーズ アプライアンスは自動的にそのユーザーのデスクトップをミーティング コンダク

タと共有するようにして、ミーティング プレゼンタとは何か、またはデスクトップ共有の

方法について説明する必要なしに、コンダクタがユーザーの問題を直ちに把握できるよう

にします。

• リモート コントロールを開始 － 2 人目のユーザーがミーティングに参加したとき、SA

シリーズ アプライアンスはそのユーザーに対して、コンダクタにデスクトップをリモート

コントロールさせるかどうかを尋ねます。ユーザーが Yes をクリックすると、ミーティン

グ作成者は直ちにユーザーのコンピュータを操作できるようになり、問題を見つけて解決

することができます。ユーザーが No をクリックした場合、コンダクタは標準のリクエス

ト メカニズムを使用して後でリモート コントロールを可能にすることができます。

• 注釈を無効化 － サポート ミーティングは 2 人のユーザーのみで行われるため、SA シ

リーズ アプライアンスはサポート ミーティングでは注釈機能を表示しません。ユーザー

がお互いに問題を提示しあう必要がある場合には、リモート コントロール機能を使用して

問題のあるアプリケーションを直接制御することができます。

• セキュア チャットを無効化 － ユーザーは文字列メッセージをお互いに送信する必要がな

いため、SA シリーズ アプライアンスはサポート ミーティングではセキュア チャット機

能を表示しません。その代わりに、ユーザーは電話で直接会話します。

MySecureMeeting ミーティングを作成する

MySecureMeetings もしくはパーソナル ミーティングは、ユーザーが SA シリーズ アプライア

ンスまたは Microsoft Outlook のスケジューリング ページを経由せずに迅速に作成できるミー

ティングです。代わりに、SA シリーズ ユーザーは SA シリーズ エンドユーザー コンソール

の Meeting ボタンをクリックし、ミーティングの件名を入力し、Start Meeting をクリックす

るだけで済みます。この後、SA シリーズ アプライアンスがミーティングを開始します。

MySecureMeeting ミーティングは特定のミーティングに対する固定のミーティング URL がある

という点で、インスタント ミーティングとは異なります。この URL は変更されないので、ブッ

クマークできます。ミーティング名はパーソナル ミーティング リスト内で一意であり、所有

者または管理者によって削除されるまでは、無期限に再利用できます。ミーティング URL は次

の形式を使用します。

https://YourSA/MySecureMeetingRoot/userToken/MeetingID

ここで
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• YourSA はミーティングのホストとなる SA シリーズ アプライアンスの名前とドメインです。

たとえば、SAserver.yourcompany.com のようになります。セキュアミーティングは、System

> Network > Overview タブの Hostname フィールド（定義されている場合）からこの名前を

取得します。定義されていない場合、セキュアミーティングはミーティング作成者のブラウ

ザから SA シリーズ アプライアンス名を取得します。

• MySecureMeetingRoot は、パーソナル URL のルート文字列です。デフォルトでは、ルートは

meeting になっています。

• userToken は、この URL を一意に識別する文字列です。それは、ユーザーのユーザー名、文

字列 (一意の文字列に自動的に付加される数字付き)、または表現式にできます。例:

https://my.company.com/meetings/chris/

https://my.company.com/meetings/room1

https://my.company.com/meetings/chris.andrew

• MeetingID は、このミーティングに対するミーティング名トークンです。特定のミーティン

グに対して静的であり、削除するまで永久に再利用できます。例:

https://my.company.com/meetings/chris/weeklystaff

ユーザーの Meetings ページは、ユーザーのパーソナル ミーティングのアドレスを表示しま

す。ユーザーは、この URL を参加者に送信して、ミーティング開始時に参加できるようにしま

す。

過去のミーティングがすべて、ユーザーの Meetings ページに表示されるので、特定のミーティ

ングを見つけて、その詳細を検索することが容易になります。

MySecureMeeting ミーティングへ参加する

参加者は、ミーティング URL をブラウザに入力することによって、MySecureMeeting ミーティ

ングに参加できます。

ミーティング サイトにアクセスできると、認証された SA シリーズ ユーザーはミーティング

に直接参加することができます。SA シリーズ アプライアンスで認証済みなので、SA シリーズ

アプライアンス上のミーティング サイトにアクセスするためにユーザー名またはパスワードを

入力する必要はありません。

非 SA シリーズ ユーザーは、この時点でまだ認証されていないので、ミーティングへのサイン

イン ページで名前とパスワードを入力する必要があります。非 SA シリーズ ユーザーは、サ

インイン ページで入力したミーティング ID とパスワードに基づき、MySecureMeeting によっ

て認証されます。（SA シリーズ アプライアンスでは、参加者の名前は認証のために使用され

るのではなく、ミーティング中の表示目的のみに使用されます。）

セキュアミーティングを有効にして設定する

ミーティングを有効化して設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Roles を選択します。

2. ロールを選択します。

3. セキュアミーティングをまだ有効にしていない場合、General > Overview タブで Meetings

チェックボックスを選択し、Save Changes をクリックします。
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注: Meetings チェックボックスを選択しない場合、ユーザーはミーティングの

作成、ミーティングのスケジュール、または Meetings ページの表示を実行でき

ません。ただし、招待 E メールに記載されているリンクをクリックするか、Web

ブラウザにミーティング URL を直接入力すると、ユーザーは招待されたミーティ

ングに参加できます。

4. Meetings > Options タブを選択します。

5. Meeting Types セクションでは、ユーザーに割り当てるミーティングのタイプを指定しま

す。

• Users cannot create meetings － このオプションを選択すると、ミーティングの作成と

スケジューリングが無効になります。ただし、ユーザーは Meetings ページにはアクセス

できるので、招待されたミーティングに参加することが可能です。

• MySecureMeeting － ユーザーが前もってスケジュールする必要なしにパーソナル ミー

ティングを作成できるようにするには、このオプションを選択します。

• Users can create additional meeting URLs under their personal URL － ユーザー

が追加の <meetingID> トークンを作成できるようにするには、このチェックボックス

を選択します。

• Users can create Support meetings － ユーザーが 2 人で行うサポート ミーティン

グを作成できるようにするには、このチェックボックスを選択します。

• Standard meetings － ユーザーが Meetings ページから、スケジュールされたミーティ

ングを作成できるようにするには、このオプションを選択します。

• Users can create Scheduled meetings － ユーザーがスケジュールされたミーティン

グを作成できるようにするには、このチェックボックスを選択します。

• Users can create Instant meetings － ユーザーがインスタント ミーティングを作成

できるようにするには、このチェックボックスを選択します。

• Users can create Support meetings － ユーザーが 2 人で行うサポート ミーティン

グを作成できるようにするには、このチェックボックスを選択します。

6. Authentication Requirements で、ユーザーが作成するミーティングに適用する認証制限を

指定します。

• Meeting password optional（よりアクセス可能）－ このオプションを選択すると、ミー

ティングへの参加にパスワードが必要かどうかを決定する権限が、ミーティングの作成者

に与えられます。このオプションを選択した場合、ミーティング URL、ID 番号、および

パスワード（該当する場合）を知っていれば、非 SA シリーズ ユーザーも含めて誰でも

ミーティングに参加できます。

• Require meeting password（よりセキュア）－ このオプションを選択すると、ミーティ

ングの作成者はミーティングのパスワードを作成するか、セキュアミーティングによって

生成されたパスワードを使用する必要があります。このオプションを選択した場合、ミー

ティング URL、ID 番号、およびパスワードを知っていれば、非 SA シリーズ ユーザーも

含めて誰でもミーティングに参加できます。
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• Require server generated password（さらにセキュア）－ このオプションを選択する

と、ミーティングの作成者はセキュアミーティングによって生成されたパスワードを使用

する必要があります。このオプションを選択した場合、ミーティング URL、ID 番号、お

よびパスワードを知っていれば、非 SA シリーズ ユーザーも含めて誰でもミーティング

に参加できます。

• Require secure gateway authentication（最もセキュア）－ このオプションを選択する

と、SA シリーズ アプライアンスのセキュア ゲートウェイに対して認証され招待された

ユーザーのみが、ミーティングに参加できます。このオプションを選択した場合、すべて

のユーザーは SA シリーズ アプライアンス ゲートウェイを通じて認証を受ける必要があ

るため、ミーティングの作成者はパスワードを作成する必要はありません。

7. （MySecureMeeting のみ）Password Options で、パスワード要件を指定します。

• Minimum length － パスワードの最小文字数を設定します。

• Maximum length － パスワードの最大文字数を設定します（オプション）。最大文字数は

最小文字数以下に設定できません。文字数に上限はありません。

• Password must have one or more digits － パスワードに数字を 1 つ以上要求するに

は、このオプションを選択します。

• Password must have one or more letters － パスワードに文字を 1 つ以上要求するに

は、このオプションを選択します。

• Password must have mix of UPPERCASE and lowercase letters － すべてのパスワード

に大文字と小文字を混在させたい場合は、このオプションを選択します。

• Password must be different from username － パスワードとユーザー名が同じにならな

いようにするには、このオプションを選択します。

8. （MySecureMeeting のみ）Password Management で、パスワードの変更が必要な時を指定し

ます。

• Allow meeting creator to decide － ミーティング作成者にパスワードをいつ変更する

かを判断させるには、このオプションを選択します。

• Every_meetings － パスワードの有効期限が満了するまでのミーティング数を指定するに

は、このオプションを選択します。

9. （標準ミーティングのみ）Password Distribution で、ミーティングの作成者に使用させた

い配信方法を選択します。

• Do not display the password in the notification email（よりセキュア）－ このオプ

ションを選択すると、ミーティング作成者はミーティングのパスワードを参加者に手動で

配信しなければなりません。このオプションを選択すると、セキュアミーティングは招待

されたユーザーに送信する自動 E メール通知でパスワードを配信せず、また、Microsoft

Outlook は招待されたユーザーに（ミーティング パスワードが含まれる）Secure Meeting

タブを表示しません。ミーティングの通知 E メールと Microsoft Outlook の予定表にパ

スワードを含めないので、ミーティングのセキュリティが高くなります。

• Display the password in the notification email（よりアクセス可能）－ このオプショ

ンを選択すると、セキュアミーティングから送信される E メール通知でミーティング パ
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スワードが自動的に配信され、Microsoft Outlook の予定表に Secure Meeting タブが表

示されます。

• Allow the meeting creator to decide － このオプションを選択すると、ミーティング

作成者はセキュアミーティングまたは Microsoft Outlook からミーティングのパスワー

ドをミーティング参加者に自動的に配信するかどうかを決定することができます。

注: ミーティングの通知メールを送信するには、E メール サーバーを有効に

する必要があります。

10.（インスタント ミーティングまたはスケジュールされたミーティングのみ）Attendee Names

で、ミーティング中に参加者の名前をセキュアミーティングで表示させるかどうかを指定し

ます。

• Do not allow hiding of attendee names － このオプションを選択すると、常にミーティ

ング参加者の名前が表示されます。

• Allow meeting creator to hide attendee names － このオプションを選択すると、ミー

ティング作成者はミーティング参加者の名前を表示するかどうかを決定することができま

す。

• Hide attendee names － このオプションを選択すると、常にミーティング参加者の名前

が非表示になります。このオプションをオンにすると、セキュアミーティングはミーティ

ングのコンダクタとプレゼンタの名前を他のミーティング参加者に公開します。

11.（インスタント ミーティングまたはスケジュールされたミーティングのみ）Remote Control

で、ミーティングのプレゼンタにデスクトップとアプリケーションのコントロールを他の

ミーティング参加者と共有させるかどうか指定します。

• Allow remote control of shared windows（より機能的）－ このオプションを選択する

と、ミーティングのプレゼンタまたはコンダクタは、プレゼンタのデスクトップおよびデ

スクトップ アプリケーションの制御権を、非 SA シリーズ ユーザーを含め、任意のミー

ティング参加者に渡すことができます。

• Disable remote control（よりセキュア）－ このオプションを選択すると、ミーティン

グのプレゼンタのデスクトップおよびデスクトップ アプリケーションの制御権はプレゼ

ンタのみに与えられます。

12. Secure Chat で、ミーティング中にユーザーがチャットできるかどうかを指定します。

• Allow secure chat（より機能的）－ このオプションを選択すると、このロールに割り当

てられたユーザーが作成するミーティング中にチャットが可能になります。

• Disable secure chat（よりセキュア）－ このオプションを選択すると、このロールに割

り当てられたユーザーが作成するミーティング中はチャットができなくなります。

注: ミーティングの進行中に（つまり、ユーザーが 1 人でもミーティングに

参加した後）この設定を変更する場合、セキュアミーティングは進行中のミー

ティングにはこの設定変更を適用しません。
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13.（標準ミーティングのみ）ユーザーが Microsoft Outlook からセキュアなミーティングの

スケジュールを作成できるようにするには、Secure Meeting for Outlook で Allow users

to download Secure Meeting for Outlook Plugin チェックボックスを選択します

14. Meeting Policy Settings で、セキュアミーティング ユーザーによって使用されるリソー

スを制限するかどうかを指定します。

• Limit number of simultaneous meetings － ロールのメンバーが一度に開催できるミー

ティングの最大数を指定するには、このチェックボックスを選択して、値を入力します。

• Limit number of simultaneous meeting attendees － ロールのメンバーがスケジュール

したミーティングに同時に参加できる最大人数を指定するには、このチェックボックスを

選択して、値を入力します。

• Limit duration of meetings (minutes) － ミーティングの最長継続時間（分単位）を指

定するには、このチェックボックスを選択して、値を入力します。

注: SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが出席できるミーティングの数

も制限します。各ユーザーが 1 台のコンピュータから一度に参加できるミー

ティングは 1 つだけです。また、3 分間に 10 を超えるミーティングに連続

して参加することはできません。これらの制限は、セキュアミーティングのラ

イセンスによって決められたミーティングとユーザーの制限に加えて適用され

ます。

15. Save Changes をクリックします。SA シリーズ アプライアンスによって、指定されたロー

ルのユーザーのセキュア ゲートウェイ ホームページに Meeting リンクが追加されます。

セキュアミーティングのパーミッシブ マージ ガイドライン

ロールのマージを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、Users > User Roles > Select

Role > Meetings > Options ページのすべてのオプションを統合します。統合された後により

安全な設定を優先するポリシ設定を例外として、安全な設定よりもアクセス可能な設定を優先

することになります。ロールごとに許可されるミーティング数と参加者数を管理しているポリ

シ設定を適用すると、セキュアミーティングはさまざまなロールをチェックして、制限数に達

していないロールを見つけようとします。

たとえば、以下のロールに対し、以下に示したミーティング数をスケジュールできると指定し

ます。

• エンジニアリング部門:ミーティング 25 回

• 管理部門:ミーティング 50 回

• 営業部門:ミーティング 200 回

これらのロールのすべてに（リスト順に）Joe がマップされている場合、 ミーティングのスケ

ジュールを試行すると、セキュアミーティングは、まずエンジニアリング部門のミーティング

が制限に達していないかどうかを確認します。すでに制限に達している場合、管理部門の制限

をチェックします。こちらの制限にも達していた場合には、営業部門のロール制限をチェック

します。これらすべてのロールについてミーティング数が上限に達していた場合にのみ、Joe
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に対し、これ以上ミーティングを作成できないことを告げるメッセージが表示されます。ミー

ティング数やミーティング ユーザー数は、領域レベルでは制限できません。

ミーティング作成者がアクセスできる認証サーバーの指定

ミーティングに他の SA シリーズ ユーザーを招待する際、どの認証サーバーにミーティングの

作成者がアクセスして検索するかを指定できます。サーバーを指定するときに、管理者コンソー

ルの Authentication > Auth. Servers ページを通して有効にした認証サーバーを選択するこ

とができます。

ミーティング作成者用のサーバーを有効にすると、セキュアミーティングは、Add Invitees ダ

イアログ ボックスに以下のタブを表示します。

• Local － Local タブを使用して、ミーティング作成者は、有効化された任意の認証サーバー

（LDAP サーバーを含む）にアクセスし、ユーザーを検索することができます。ミーティング

作成者は、ローカルの SA シリーズ アプライアンス認証サーバーを介して管理される全ユー

ザー、およびその他のタイプの認証サーバーによって管理され SA シリーズ アプライアンス

のメモリでキャッシュされる全ユーザーにアクセスして検索できます。ミーティングの作成

者は、非 SA シリーズ アプライアンス サーバーのデータベースに含まれるが、SA シリーズ

アプライアンスにサインインしておらず、また継続的なデータ（ユーザー ブックマークある

いはパスワードの変更など）を作成していないユーザーを表示したり、検索したりすること

はできません。

• LDAP － LDAP サーバーを有効にすると、セキュアミーティングは、Add Invitees ダイアロ

グ ボックスに LDAP タブを表示します。ミーティング作成者は、このタブを使用して、SA

シリーズ アプライアンスのメモリにキャッシュされているユーザーだけではなく、有効化さ

れた LDAP サーバー内の全ユーザーにアクセスし、検索することができます。ミーティング

作成者が LDAP タブによりユーザーを追加すると、セキュアミーティングも、LDAP サーバー

で定義された E メールの属性を利用して、招待者の E メール アドレスを通知メールに記入

できます。

ローカルの LDAP ユーザーを追加する場合、ミーティングの作成者がサーバーにアクセスして

検索できる権利を持つかどうかは、管理者コンソールの Auth Servers タブのオプションをど

のように指定したかによります。このタブには、各認証サーバーへのアクセスを制御する場合

に使用する 2 つのオプションが含まれています。

• Access － このオプションを選択すると、ミーティングの作成者が、対応する認証サーバー

からのユーザーを追加または有効化できます。このオプションを有効にすると、セキュアミー

ティングは、ミーティングの作成者がこのサーバーから追加するユーザーを検証します。ミー

ティングの作成者が、サーバーに存在しないユーザーの名前を入力すると、ミーティングの

設定を終えたときにセキュアミーティングから警告が表示され、参加者リストから無効なユー

ザーが削除されます。このオプションを無効にした場合、ミーティングの作成者が、このサー

バーで認証されたユーザーをミーティングに招待するには、SA シリーズ ユーザー名の代わ

りに E メール アドレスを使用しなければなりません。これにより、セキュアミーティング

は、指定されたユーザーを、非 SA シリーズ招待者として処理します。

• Search－このオプションを選択すると、ミーティングの作成者は、対応する認証サーバーの

ユーザー エントリを検索できます。このオプションを選択すると、セキュアミーティング

は、このミーティング作成者が指定した検索条件に一致するすべてのユーザーに関する情報

を表示します。このオプションを無効にした場合、ミーティングの作成者は、ミーティング
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に招待する SA シリーズ ユーザーの正確なユーザー名と認証サーバーを知る必要がありま

す。

注: LDAP サーバーを有効にすると、この情報が検索できることに留意してくださ

い。また、Authentication > Auth. Servers > Select LDAP Server > Meetings タ

ブのオプションを使用して、ミーティング作成者が LDAP データベースを検索した

ときに、セキュアミーティングが表示する個々の LDAP の属性を指定できることに

も留意してください。

ミーティングをスケジュールするときに、ユーザーがアクセスと検索できる認証サーバーを指

定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles を選択します。

2. ロールを選択します。

3. セキュアミーティングをまだ有効にしていない場合、General > Overview タブで Meetings

チェックボックスを選択し、Save Changes をクリックします。

4. Meetings > Auth Servers タブを選択します。

5. User’s Authentication Server セクションで、このロールのメンバーが、現在認証を受け

ている認証サーバーにアクセスして検索できるかどうかを指定します。

6. Authentication Servers セクションで、このロールのメンバーがアクセスして検索できる

追加の認証サーバーを指定します。

7. Save Changes をクリックします。

システムレベルのミーティング設定

その他のアクセス機能と異なり、セキュアミーティングにはリソース ポリシーがありません。

代わりに、この機能が有効な全ロールに適用されるシステムレベルの設定を行います。以下の

操作を行うことができます。

• ミーティングのセッション寿命制限を指定する。

• 予定を立てたミーティングで夏時間調整を有効にする。

• ミーティング プレゼンテーションの最大の色深度を指定する。

• SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー コンソールで予定を立てたミーティングに招

待されたユーザーへの自動 E メール通知を有効にする。

• MySecureMeeting URL を定義する。

セキュアミーティングを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Secure Meeting を選択します。

2. Session lifetime セクションで、以下の値を指定します。

• Idle Timeout － このフィールドで、ミーティングのセッションが終了するまでアイドル

状態が持続可能な時間を分単位で指定します。
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• Max. Session Length － このフィールドで、ミーティングのセッションが終了するまで

オープン状態が持続可能な時間を分単位で指定します。

注: ここで入力される値はミーティング セッションに適用されます。SA シ

リーズ セッションには適用されません。たとえば、より小さいセッション寿

命値を、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを選択 > General

> Session Options ページで入力する場合があります。ミーティングに参加す

る前にロールレベル値の 1 つに達した場合、ユーザーは、SA シリーズ アプ

ライアンス再びサインインして、SA シリーズ アプライアンスのエンドユー

ザー コンソールを通してミーティングにアクセスする必要があります。ただ

し、ユーザーがミーティングに参加した後にこれらのロールレベル値に達した

場合には、この値はミーティングに適用されません。ユーザーは、ここで指定

されているリソース ポリシーレベルの制限に達するまで、妨げられることな

くミーティングに参加し続けることができます。

3. Upload logs セクションで、Enable Upload Logs を選択し、非 SA シリーズ ユーザーが

ミーティング ログをアップロードできるようにします。

注: Upload Logs オプションを選択した場合、管理者コンソールの System >

Log/Monitoring > Client Logs > Settings ページの設定を使用して、クライア

ントサイド ロギングを有効にする必要があります。

4. MySecureMeeting セクションで、以下の値を指定します。

• Root meeting URL － MySecureMeeting ミーティングに関連付けるミーティングの URL

を選択します。ミーティング URL は、Authentication > Signing In > Sign In Policies

ページで作成します。

• Meeting name － URL を一意に識別するためにミーティング URL に付加するトークンを

指定します。以下を使用できます。

• Username ユーザーの SA シリーズ ユーザー名をミーティング URL に付加します。

• Sequential room number with prefix － 「meeting」のように、ミーティング URL に

付加する文字列を指定します。一意性を確保するため、数字を文字列に付加できます。

たとえば、meeting_room1、meeting_room2 などとします。

• Expression － <userAttr.lname> のような表現式をミーティング URL に付加します。

属性が有効でない場合、代わりにユーザー名がミーティング URL に付加されます。

注: このトークンの変更は、ミーティングを作成していないユーザーのみに

影響します。すでに MySecureMeetings を作成しているユーザーは、既存の

トークン設定を保持します。

ユーザーがすでに作成している MySecureMeeting URL のリストを表示する

には、 System > Status > Meeting Schedule を参照してください。View

ドロップダウン メニューから MySecureMeeting URLs を選択します。
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5. SMTP E メール サーバーを有効にするには、Email meeting notifications セクションで

Enabled を選択します。次に以下の操作を行います。

• アプライアンスからミーティング参加者に E メール トラフィックをルーティングできる

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を SMTP Server フィールドに入力します。

• 指定した SMTP E メール サーバーの有効なログイン名とパスワードを SMTP Login フィー

ルドと SMTP Password フィールドにそれぞれ入力します（SMTP サーバーで必要な場合）。

• SMTP Email フィールドに、自分の E メール アドレスまたは別の管理者のアドレスを入

力します。E メールの作成者が SA シリーズ アプライアンスに自分の E メール アドレ

スを設定していない場合、セキュアミーティングは、指定されたアドレスを送信者の E

メール アドレスとして使用します。

注: セキュアミーティングで SMTP サーバーを使用できるようにするには、さ

らに System > Network > Overview タブの Hostname フィールドで SA シリー

ズ アプライアンスの仮想ホスト名を定義する必要があります。セキュアミー

ティングは、ここで指定した名前を使用して、ミーティング URL を知らせる

通知 E メールを作成し、SMTP を呼び出します。SA シリーズ アプライアンス

が複数の名前にマッピングされていて、仮想ホスト名を定義しない場合には、

ミーティングを作成する前に、SA シリーズ ユーザーがサインインする名前を

制限する必要があります。たとえば、SA シリーズ アプライアンスが、企業の

ファイアウォール内からしかアクセスできない内部名（sales.acmegizmo.com

など）と、どこからでもアクセス可能な別の名前（partners.acmegizmo.com

など）にマッピングされる場合、SA シリーズ ユーザーは、ミーティングを作

成する前に partners.acmegizmo.com にサインインする必要があります。そう

しないと、非 SA シリーズ参加者は、接続できない SA シリーズ アプライア

ンスへのリンクが含まれた E メール通知を受け取ることになります。

6. Options セクションで、夏時間と色深度のオプションを構成します。

• Observe DST rules of this country リストで、SA シリーズ アプライアンスが夏時間の

調整を行う国を指定します。クライアントは、この設定を基準として使用します。そし

て、ブラウザの設定と SA シリーズ アプライアンスサイドの DST プリファレンス設定に

基づいて、個々のユーザーのミーティング時刻を必要に応じて調整します。

注: ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにサインインすると、セキュア

ミーティングは、マシンで Timezone Grabber と呼ばれている ActiveX コン

ポーネントを実行し、タイムゾーンを決定します。

• ユーザーに True Color 表示を許可にするには、Enable 32 bit (True Color)

Presentations を選択します。デフォルトでは、セキュアミーティングはプレゼンタのデ

スクトップと同じ色深度（32 ビット色まで）を使用してアプリケーションを表示します。

ただし、このオプションがオフの状態で、ユーザーが 32 ビット色でアプリケーションを

表示すると、パフォーマンスを向上させるために、画像は 16 ビットに変換されます。

7. Save Changes をクリックします。

8. 各ロールにセキュアミーティング設定を行います。
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セキュアミーティングをトラブルシューティングする

管理者またはエンドユーザーにセキュアミーティングに関する問題が発生し、上述の管理者コ

ンソールのページで解決しない場合は、以下のガイドラインに従うことをお勧めします。

トラブルシューティングの方法には次のようなものがあります。

• セキュアミーティング クライアントをシステムからアンインストールする — セキュアミー

ティングの起動に問題がある場合は Joining a Meeting をクリックし、以下の操作を行いま

す。Join Meeting ページの Troubleshooting リンクに移動し、Uninstall をクリックしま

す。Return to Join Meeting をクリックして、ミーティングを再起動します。次回ミーティ

ングに参加する際、セキュアミーティングはクライアントを最新バージョンに更新します。

セキュアミーティングがファイルをインストールする場所や、アンインストール後に残すファ

イルについては、Juniper Customer Support Center の Client side Changes Guide を参

照してください。

• システムの互換性をチェックする システムの設定とセキュアミーティング間に互換性が

ない場合、ミーティングへの参加やミーティングの表示に問題が生じることがあります。シ

ステムに互換性があるかどうかを確認するには、いずれかの時点でミーティング サインイン

ページに移動するか、ミーティングの通知 E メールを受け取った後で、Check Meeting

Compatibility をクリックします。セキュアミーティングは、必要に応じて完全な互換性が

得られるように、互換性のレベルを調べます。ただし、セキュアミーティングの互換性チェッ

カは、ミーティングに影響を与える可能性のある要因をすべてチェックするわけではありま

せん。

サポートされるオペレーティング システムとブラウザ、さらに CPU メモリ、モニタ解像度、

スクリーン深度などについての詳細なリストを、Juniper Networks Customer Support Center

に掲載されている Supported Platforms Document を参照してください。

• サポートされていない機能を使用していないかを調べる － セキュアミーティングは、スト

リーミング メディア アプリケーションの共有をサポートしていません。さらにセキュアミー

ティングは、画面の解像度や画面の深度を動的に変更するグラフィックを多く使うアプリケー

ションをサポートしてしません。

• 本番レベルの証明書を SA シリーズ アプライアンスにインストールする SSL 証明書とと

もにセキュアミーティングを使用する場合は、本番レベルの証明書をセキュアミーティング

サーバー（すなわち、SA シリーズ アプライアンス）にインストールすることをお勧めしま

す。自己署名 SSL 証明書をインストールすると、セキュアミーティングのユーザーがミー

ティングにサインインできないことがあります。自己署名証明書の使用を選択する場合には、

証明書をインストールしてからミーティングに参加するように出席者に指示してください

（Internet Explorer を使用している場合、ユーザーは、エラー メッセージが表示されたと

きに View Certificate をクリックし、次に Install Certificate をクリックする必要があ

ります）。

• Secure Meeting エラー メッセージPDF を参照する － Juniper Networks Customer Support

Center にあるセキュアミーティング エラー メッセージ のPDF では、セキュアミーティン

グの設定時または使用時に発生する可能性のあるエラーとその解決方法について説明してい

ます。

• Juniper Networks サポートに問い合わせる － 上記の方法で解決不可能なエラーが発生した

場合は、問題の起きた詳細手順、エラー メッセージの内容、SA シリーズ アプライアンスの

オペレーティング システムとビルド番号、SA シリーズ アプライアンス管理者ログ ファイ
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ル、インストール ログ ファイル、クライアントサイド ログ ファイルを含むレポートを

Juniper サポートに送信します。

セキュアミーティングの既知の問題

Java クライアントを使用してセキュアミーティングを開始する

Java クライアントを使用してセキュアミーティングを起動し、ユーザーが JVM によって表示

された証明書警告に対して No をクリックした場合、ミーティング クライアントは起動しませ

んが、ユーザーにはアプレットがまだロード中であるように見えます。

Macintosh および Linux プラットフォーム上のツールバー

Macintosh および Linux プラットフォームでは、ビューアがフルスクリーンに設定されていて

も、ツールバーが表示されます。

クラスタからミーティングに参加する

セキュアミーティング クラスタで 2 つの SA シリーズ アプライアンスを使用した場合、セ

キュアミーティングに参加するには、ユーザーは使用中のコンピュータの IP アドレスではな

く、常に VIP（仮想 IP）アドレスに接続します。

クラスタでのクロックの同期化

クラスタ内の各 SA シリーズ アプライアンスのタイムクロックが同期されていない場合には、

セキュアミーティングの機能は不安定に作動します。SA シリーズ アプライアンスの時間を同

期させるため、クラスタ内の各ノードに同じ NTP サーバーを使用することをお勧めします。

Safari での参加者数の制約

Safari Web ブラウザでセキュアミーティングを作成する場合、250 名を超える参加者は追加で

きません。

ダイアルアップ帯域幅

プレゼンテーションの際には、プレゼンタは参加者がどのようなアクセス方法を使うかを考慮

に入れなければなりません。ダイアルアップで接続する参加者には、画面のリドロウ（再描画）

や更新を頻繁に行うプレゼンテーションでは、帯域幅の問題が発生する可能性があります。ダ

イアルアップの参加者の帯域幅がプレゼンテーションで飽和状態になると、リモート コント

ロールやチャット機能が作動しなくなる可能性があります。これは参加者が、データを受信し

ている同じ飽和状態のダイアルアップ リンクを使用して、SA シリーズ アプライアンスにデー

タを返す必要があるからです。

クラスタを作成する

セキュアミーティング中に、クラスタが作成されるとミーティングは停止します。

セキュアミーティングを監視する

セキュアミーティングのパフォーマンスとユーザーの監視には、管理者コンソールの以下のペー

ジを使用します。
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• System > Status > Overview － SA シリーズ アプライアンス上でのシステム許容能力の使

用状況を表示するには、このページを使用します。

• System > Status > Meeting Schedule ー 現在どのユーザーがミーティングにサインインし

ているかを確認したり、必要に応じてミーティングから除外するにはこのページを利用しま

す。
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第26章

E メール クライアント

• E メール クライアントについて 595ページ

• E メール クライアントを選択する 596ページ

• 標準ベースのメール サーバーを使用する 597ページ

• Microsoft Exchange Server を使用する 597ページ

• Lotus Notes および Lotus Notes メール サーバーについて 599ページ

• ロール レベルで E メール クライアントを有効にする 600ページ

• E メール クライアント リソース ポリシーの作成 600ページ

E メール クライアントについて

SA シリーズ SSL VPN アプライアンスが提供する E メール機能サポートは、SA シリーズ アプ

ライアンスにライセンスされたオプション機能により異なります。

• Secure Email Client オプション － SA シリーズ アプライアンスは、Secure Email Client

オプションが 利用できる場合、Internet Mail Application Protocol（IMAP4）、Post Office

Protocol（POP3）、および Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）をサポートします。

注: セキュア E メール クライアントは、Users > User Roles > Role > General

> Session Options で選択できるローミング セッション オプションをサポート

しません。

• Secure Application Manager オプション － SA シリーズ アプライアンスは、セキュア ア

プリケーション マネジャー オプションが利用できる場合、Microsoft Exchange MAPI と

Lotus Notes のネイティブ プロトコルをサポートします。

注: SA シリーズ アプライアンスのライセンスに、Microsoft Exchange MAPI お

よび Lotus Notes のネイティブ プロトコルをサポートするセキュア アプリケー

ション マネジャー オプションが含まれる場合、このセクションの内容は適用さ

れません。

ユーザーは、セキュア E メール クライアント オプションを使用すると、VPN クライアントな

どのソフトウェアを追加することなく、標準ベースの E メール クライアントを使用して、リ

モートで安全に企業の E メールにアクセスできます。SA シリーズ アプライアンスは、Internet
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Mail Application Protocol（IMAP4）、Post Office Protocol（POP3）、および Simple Mail

Transfer Protocol（SMTP）をサポートするどのメール サーバーにも対応しています。これら

には、IMAP4/POP3/SMTP インターフェースを提供する Microsoft Exchange サーバーや Lotus

Notes メール サーバーが含まれます。

SA シリーズ アプライアンスは、リモート クライアントとメール サーバーとの間でセキュア

E メール プロキシとしての役割を果たします。リモート クライアントは、（仮想）メール

サーバーとして Secure Access を使用し、SSL プロトコルを経由してメールを送信します。SA

シリーズ アプライアンスは、クライアントからの SSL 接続を終了し、LAN 内の解読されたメー

ル トラフィックをメール サーバーに転送します。SA シリーズ アプライアンスは次に、メー

ル サーバーからの暗号化されていないトラフィックを、S IMAP（Secure IMAP）、S POP

（Secure POP）、S SMTP（Secure SMTP）トラフィックにそれぞれ変換し、SSL を通じて E

メール クライアントに送信します。

注: ユーザーごとに複数のセッションを設定している場合は、E メール セッション

に関して以下に注意してください。ユーザーに同時セッションがあり、全セッショ

ンから E メール クライアントを開始した場合、最後のセッションから開始した E

メール クライアントが、SA シリーズ アプライアンスを通してバックエンド E メー

ル サーバーにアクセスできる唯一のクライアントです。たとえば、ユーザーに 2

つの同時セッションがあり、両方のセッションから E メール クライアントを開始

した場合、2 番目のセッションのみが E メール サーバーにアクセスできます。

E メール クライアントを選択する

SA シリーズ SSL VPN アプライアンス は次のような E メール クライアントをサポートしてい

ます。

• Outlook 2000 および 2002

• Outlook Express 5.5 および 6.x

• Netscape Messenger 4.7x および Netscape Mail 6.2

E メールへのリモート アクセスが必要なユーザーは、通常は次の 2 つのカテゴリのうちのい

ずれかに該当します。

• 企業のノートパソコン ユーザー － これらのユーザーは、職場と社外で同じノートパソコン

を使用します。

• 家庭用コンピュータ ユーザー － これらのユーザーは、職場と自宅で別のコンピュータを使

用します。

ユーザーに E メール クライアントを推奨する前に、次のセクションで、サポートされる各ク

ライアントの対話方法を確認してください。

• Lotus Notes メール サーバーなどの標準ベースのメール サーバー。

• Microsoft Exchange Server
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注: サポートされている各 E メール クライアントの設定方法は、Juniper Networks

Customer Support Center の Integration Guides and How Tos ページで参照でき

ます。

標準ベースのメール サーバーを使用する

SA シリーズ SSL VPN アプライアンスは、IMAP4、POP3、SMTP をサポートするメール サーバー

に対応しています。

• IMAP メール サーバー

• 企業のラップトップを使用するユーザー ー サポートされる 6 種類の E メール クライア

ントのいずれも使用できます。使い慣れた環境をそのまま使用できるように、職場でも社

外でも同じ（SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを参照するように設定された）クライ

アントを使用することをお勧めします。

• 自宅のコンピュータを使用するユーザー ー サポートされる 6 種類の E メール クライア

ントのいずれを使用しても、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを経由して IMAP サー

バーにリモート アクセスできます。

• POP メール サーバー

• 企業のラップトップを使用するユーザー ー 4 種類の Outlook E メール クライアント ∗

のいずれかを使用できます。使い慣れた環境をそのまま使用できるように、職場でも社外

でも同じ（SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを参照するように設定された）クライア

ントを使用することをお勧めします。

• 自宅のコンピュータを使用するユーザー ー 4 種類の E メール クライアントのいずれを

使用しても、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを経由して POP サーバーにリモート

アクセスできます。

∗Netscape E メール クライアントは、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスがセキュア デー

タ通信に必要な S POP をサポートしていないため、リモート アクセスに POP モードで使用

することはできません。

Microsoft Exchange Server を使用する

Microsoft Exchange Server は次のクライアントをサポートしています。

• ネイティブ MAPI（Messaging Application Programming Interface）クライアント

• IMAP クライアント

• POP クライアント

• Outlook Web Access（OWA）

SA シリーズ SSL VPN アプライアンスは、IMAP クライアントおよび POP クライアント経由の

場合はセキュア E メール クライアント オプションを使用し、OWA 経由の場合はセキュア Web

ブラウズ機能を使用して、Microsoft Exchange Server へのアクセスを提供します。
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Exchange Server および IMAP クライアント

企業でメール サーバーに Exchange Server を使用している場合、社員が職場で使用するコン

ピュータは、ネイティブ MAPI モードで Outlook 2000 または 2002 の E メール クライアン

トを使用するように構成されていると想定されます。

• 企業のノートパソコンを使用するユーザーの場合。Outlook Express または Netscape クラ

イアントを使用して、SA シリーズ SSL VPN アプライアンス経由で Exchange Server にリ

モート アクセスできます。

注: Outlook 2000 クライアントの場合は、複数のユーザーが同じクライアントを

使用してリモート アクセスすることを防止するために、サポートされるメール

サーバー設定は 1 つのみ（この場合はネイティブ MAPI モード）です。Outlook

2002 クライアントの場合、MAPI および IMAP のサーバー設定を同時にサポート

しますが、リモート ユーザーによって E メールが受信されるのを防止するため

に、MAPI アカウントがオフラインのときには IMAP 経由のアクセスはできないよ

うになっています。

• 自宅のコンピュータを使用するユーザーの場合。MAPI アカウントがリモート コンピュータ

に設定されていない場合、サポートされる 6 種類の E メール クライアントのどれを使用し

ても、SA シリーズ SSL VPN アプライアンス経由で Exchange Server にリモート アクセス

できます。

ユーザーが IMAP モードで Outlook Express または Netscape クライアントを実行する場合に

は、フォルダ管理について以下のことに注意する必要があります。

• Outlook Express メール クライアントを使用する場合 － Outlook Express では、削除され

た E メールは受信ボックスに抹消線付きで表示されるだけで、Outlook 2000 や 2002 クラ

イアントのように Exchange Server の Deleted Items フォルダに移動されることはありま

せん。Outlook Express クライアントで削除済みフォルダを空にすると、E メールは完全に

消去されます。Outlook Express を使用する場合には、次のいずれかの操作を行うことをお

勧めします。

• 削除する E メールを Local Folder の下にある Deleted Items フォルダにドラッグしま

す（これらのフォルダはデフォルトで表示されます）。このフォルダは、Exchange Server

の Deleted Items フォルダと同期しており、ユーザーは削除した E メールを後で復元す

ることができます。

• Outlook Express の受信箱にある削除済み E メールはそのまま残し、Outlook 2000 また

は 2002 プログラムに次回にログインしたときに削除済み E メールを Deleted Items フォ

ルダに移動します。

• Netscape メール クライアントを使用する場合 － 削除された E メールは Netscape の Trash

フォルダに移動し、Netscape の受信箱には表示されません。 Outlook 2000 または 2002 の

場合、次の操作を行わない限り、受信箱で非表示になることはありません。

• 削除済みメッセージが Trash フォルダに移動されるように Netscape プログラムを設定し

て、終了時に受信箱を空にするオプションをオンにします。
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• 他のプログラムの受信箱がサーバーと同期して同じメッセージが表示されるのを防ぐため

には、同時に実行するプログラムは 1 つだけにして、作業後にはプログラムを終了するよ

うにしてください。

また、送信済みの E メールは Netscape の Sent フォルダ（または他のユーザー定義フォル

ダ）に移動されます。送信済みメッセージを Microsoft Exchange Server の Sent Items フォ

ルダにも表示するには、送信済みメールを Netscape の Sent フォルダから Sent Items フォ

ルダにドラッグで移動する必要があります。

Exchange Server および POP クライアント

企業のメール サーバーに Exchange Server を使用している場合、社員が職場で使用するコン

ピュータは、ネイティブ MAPI モードで Outlook 2000 または 2002 の E メール クライアン

トを使用するように構成されていると想定されます。

• 企業のノートパソコンを使用するユーザーの場合。サポートされている Outlook Express ク

ライアントのいずれかを使用して、SA シリーズ SSL VPN アプライアンス経由で Exchange

Server にリモート アクセスできます。

• 自宅のコンピュータを使用するユーザーの場合。MAPI アカウントがリモート コンピュータ

に設定されていれば、E メール クライアントのいずれを使用しても、SA シリーズ SSL VPN

アプライアンス経由で Exchange Server にリモート アクセスできます。

注: Netscape E メール クライアントは、SA シリーズがセキュア データ通信に必

要な S POP をサポートしていないため、リモート アクセスに POP モードで使用

することはできません。

Exchange Server および Outlook Web Access

Exchange Server への OWA によるアクセスを可能にし、ユーザーが SA シリーズ Web ブラウ

ザ機能を通じて Exchange Server にアクセスできるようにするには、Web ベースのアプリケー

ションとしてイントラネットに OWA を構成します。OWA の実装のために、ネットワーク外部で

別の手順を実行する必要はありません。

注: SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを使用して Outlook Web Access にアク

セスすることは、直接 Outlook Web Access をインターネットに接続するよりも安

全です。これにより、Nimda などの攻撃から Outlook Web Access IIS Web Server

を保護できます。

Lotus Notes および Lotus Notes メール サーバーについて

Lotus Notes メール サーバーは、POP3 インターフェースと IMAP4 インターフェースを提供

し、ユーザーは SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを通じて Lotus Notes メール設定から

メールを取り出すことができます。

以下のアクセスを有効にするには、次の操作を行います。
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• 企業の IMAP/POP/SMTP メール サーバー － 管理者コンソールの Users > Resource Policies

> Email Settings ページで、メール サーバー、E メール セッション、認証情報を指定しま

す。

• Microsoft Exchange サーバーおよび Lotus Notes サーバー － 管理者コンソールの Users

> User Roles > SAM > Applications ページの設定を使用します。

ロール レベルで E メール クライアントを有効にする

E メール クライアント機能を使用するには、まずロール レベルで有効にし、次にメール サー

バーの設定を指定するリソース ポリシーを作成します。

E メール クライアント機能をロール レベルで有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで Users > User Roles > ロール名 > General > Overview を選択しま

す。

2. Access features セクションで、Email Client チェックボックスを選択します。

3. Save Changes をクリックします。

4. メール サーバー設定を指定するリソース ポリシーを作成します。

E メール クライアント リソース ポリシーの作成

ロールに対して E メール クライアント アクセス機能を有効にする場合は、メール サーバー

の設定を指定するリソース ポリシーを作成する必要があります。他の機能とは異なり、セキュ

ア E メール クライアントの場合には、この機能が有効なロールすべてに対し、1 つのリソー

ス ポリシーが適用されます。ユーザーに対して E メール クライアント サービスを有効にす

るには、IMAP/POP/SMTP メール サーバーの情報とユーザー認証設定を指定する必要がありま

す。SA シリーズ SSL VPN アプライアンスは、指定されたサーバーの E メール プロキシとし

ての役割を果たします。

SA シリーズは、複数のメール サーバーをサポートしています。すべてのユーザーがデフォル

トのメール サーバーを使用するように要求できます。また、ユーザーが、カスタム SMTP およ

び IMAP または POP メール サーバーを指定できるように構成することも可能です。ユーザー

がカスタム メール サーバーを指定できるようにした場合、ユーザーは SA シリーズ SSL VPN

アプライアンスを通じてサーバー設定を指定する必要があります。SA シリーズ SSL VPN アプ

ライアンスは、名前の競合を避けるために E メール ユーザー名を管理します。

E メール クライアント メール サーバー リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行い

ます。

1. E メール クライアント機能をロール レベルで有効にするには、次の操作を行います。

2. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Email Client を選択します。

3. Email Client Support で Enabled をクリックします。

4. Email Authentication Mode でオプションを選択します。

• Web based email session － ユーザーは、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスの E

メール セットアップを 1 度だけ実行する必要があります。次に、各ユーザーは、それぞ

れの E メール クライアントを、SA シリーズの E メール セットアップで生成されたユー
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ザー名とパスワードを使用するよう設定します。ユーザーは SA シリーズ SSL VPN アプ

ライアンスにサインインして、E メール セッションを開始することをお勧めします。（デ

フォルト）

• Combined SA Series and mail server authentication － ユーザーは次の資格情報を使

用して、E メール クライアントを構成します。

• Username － ユーザーの標準のメール サーバー ユーザー名。あるいは、次のいずれか

の条件に適合する場合には、SA シリーズ E メール セットアップによって生成された

ユーザー名。(a) ユーザーが複数のメール サーバー ユーザー名を持っている場合、ま

たは (b) SA シリーズ SSL VPN アプライアンスのユーザー名とメール サーバーのユー

ザー名が異なる場合

• Password － ユーザーの SA シリーズ パスワード、カスタマイズできる資格情報の区

切り文字、ユーザーのメール サーバー パスワードの順で設定します。

ユーザーは、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスにサインインしなくても、E メール

を使用できます。

• Mail server authentication only － ユーザーは、標準のメール サーバー ユーザー名

とパスワードを使用するよう、各自の E メール クライアントを設定します。ユーザー

は、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスにサインインしなくても、E メールを設定また

は使用できます。

注: ユーザーは、Email Setup ページを参照することによって、簡単に E メー

ルのユーザー名とパスワードを確認できます。

5. Default Server Information で、メール サーバー情報を指定します。SA シリーズ SSL VPN

アプライアンスは、このサーバーの E メール プロキシとしての役割を果たします。

注: 指定できるデフォルト メール サーバーは 1 つだけです。ユーザーが複数

の SMTP サーバーおよび POP サーバーまたは IMAP サーバーから E メールを取

り出す必要がある場合には、該当するチェックボックスを選択して、追加のメー

ル サーバーを定義できるようにします。ユーザーがカスタム サーバーを指定で

きるように構成した場合、ユーザーは各自の SA シリーズの Email Setup ペー

ジで 1 度だけサーバーに関する情報を入力する必要があります。

6. Email Session Information で、以下を指定します。

• Idle Timeout － ユーザーの E メール セッションがアイドル状態になってから、SA シ

リーズ SSL VPN アプライアンスが E メール クライアント セッションを終了するまでの

時間を制御します。

• Max. Session Length － ユーザーの E メール セッションがアクティブ状態になってか

ら、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスが E メール クライアント セッションを終了

するまでの時間を制御します。

7. Save Changes をクリックします。
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ネットワークコネクトについて

ネットワークコネクトのアクセス オプションは、VPN を実現し、SA シリーズ アプライアンス

を使用して、企業のリソースに対する追加のリモート アクセス メカニズムとして機能します。

この機能は、クライアント コンピュータからのダイヤルアップ、ブロードバンド、LAN シナリ

オなど、あらゆるインターネット アクセス モードをサポートし、SSL トラフィックをサポー

トするクライアントサイドのプロキシ機能やファイアウォール機能も備えています。

ユーザーがネットワークコネクトを起動すると、ネットワークコネクトは、クライアント間の

すべてのトラフィックを、セキュアなネットワークコネクト トンネルを介して送受信します。

唯一の例外は、Web ブラウズ、ファイル参照、telnet/SSH など、他の SA シリーズ対応機能が

開始したトラフィックの場合です。特定のユーザーに対して、他の SA シリーズ機能を無効に

したい場合は、ネットワークコネクト オプションだけを有効にしたユーザー ロールを作成し、

このユーザーを作成したロールにマップします。そして、他の SA シリーズ機能が有効になっ

ている別のロールに、このユーザーがマップされないようにします。

ネットワークコネクトが実行されていると、クライアント マシンはリモート（企業）LAN の

ノードとして効果的に機能し、ユーザーのローカル LAN 上には表示されなくなります。SA シ

リーズ アプライアンスは、クライアントのドメイン名サーバー（DNS）ゲートウェイとして機

能し、ユーザーのローカル LAN の情報は全く認識しません。ただし、PC 上に静的なルートを

定義すれば、ユーザーは引き続きローカル LAN にアクセスしながら、同時にリモート LAN に

も接続することができます。PC トラフィックは、ネットワークコネクト トンネルを通過して

企業内部リソースに渡されるため、ユーザーのローカル ネットワーク内の他のホストが、ネッ

トワークコネクトを実行する PC に接続できないようにします。

ネットワーク接続が切断された場合、Windows と Macintosh のバージョンのネットワークコネ

クトのみが、再接続を（無限に）試みます。

ローカル サブネットへのユーザー アクセスを拒否することにより（Users > User Roles >

ロールを選択 > Network Connect タブで設定）、リモート ユーザーの LAN の他のホストが、

企業内部リソースにアクセスできないように設定できます。ローカル サブネットへのアクセス

を許可しない場合、SA シリーズ アプライアンスは、静的ルートが定義されているクライアン

トが開始したネットワークコネクト セッションを終了します。また、管理者は、クライアント

が個人用ファイアウォールなどのエンドポイント セキュリティ ソリューションを実行してか

らネットワークレベルのリモート アクセス セッションを起動するよう、要求することもでき

ます。SA シリーズ アプライアンスに接続したホストでエンドポイント セキュリティ チェッ

クを実行するホストチェッカーは、クライアントがエンドポイント セキュリティ ソフトウェ

アを使用しているかどうかを検証できます。
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注: 以下の場合をサポートするために、ホスト ファイル エントリがネットワーク

コネクトによって追加されます。

• NC が接続するとき、スプリット トンネルが無効になっており、かつ、外部で解

決された元のホスト名（ユーザーが NC の起動前に最初に接続したホスト名）が

内部 DNS で別の IP アドレスに対して解決されている場合、クライアント シス

テム内では経路が定義されないため、ブラウザは Server not found ページにリ

ダイレクトします。

• NC クライアント接続の通常の終了（サインアウトまたはタイムアウト）では、

Hosts ファイルが復元されます。前述のケースで通常とは異なる終了によって

Hosts ファイルが復元されなかった場合には、Hosts ファイルは次回ユーザーが

ネットワークコネクトを起動したときに復元されます。

ネットワークコネクトが通信するには、次のポートが開いていなければなりません。

• ループバック アドレス上の UDP ポート 4242

• TCP ポート 443

• ESP モードを使用する場合、SSL VPN 上で設定された UDP ポート（デフォルトは UDP 4500）。

ネットワークコネクトによって、SA シリーズ アプライアンスを使用した、すべての企業アプ

リケーション リソースへの SSL ベースのネットワーク レベルでの安全なリモート アクセス

が、ポート 443 を通して可能になります。ネットワークコネクト サービスと、クライアント

PC 上のネットワークコネクト実行可能ファイルとの間の IPC 通信に、ポート 4242 が使用さ

れます。通常、エンドポイント製品は、このタイプの IPC 通信をブロックしません。ただし、

エンドポイント製品が、この通信をブロックする場合、ネットワークコネクトが適切に機能す

るよう、当該製品を設定しなければなりません。

タスク サマリー:ネットワークコネクトの設定

次の手順では、SA シリーズ アプライアンスのネットワーク ID の指定や、ユーザー ID の追

加など、前段階の設定手順は説明していません。

ネットワークコネクト用に SA シリーズ アプライアンスを設定するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールの Users > User Roles > Role > General > Overview ページの設定を使

用して、ロール レベルにおけるネットワークコネクトへのアクセスを可能にします。

2. Users > Resource Policies > Network Connect タブの設定を使用して、ネットワークコネ

クト リソース ポリシーを作成します。

a. 管理者コントロールの Network Connect Access Control タブで、ネットワークコネク

トの一般的なアクセス設定と詳細なアクセス規則を指定します。

b. 管理者コンソールの Network Connect Connection Profiles タブで、リモート ユーザー

に割り当てるネットワークコネクト接続プロファイルを指定します。
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c. （オプション）管理者コンソールの Network Connect Split Tunneling タブで、ネット

ワークコネクトのスプリット トンネリング動作を指定します。

3. 管理者コンソールの Users > User Roles > Role > Network Connect ページで、ネットワー

クコネクトに対する GINA/資格情報プロバイダのインストールの有効化、スプリット トン

ネリングの使用、または自動起動を行うかどうかを指定します。

注: このページで、ネットワークコネクトのスプリット トンネリング動作を有

効にする場合は、上記の説明に従って、初めに少なくとも 1 つのネットワーク

コネクト スプリット トンネリング リソース プロファイルを作成する必要があ

ります。

あるロールにマップされたユーザーが、Windows ログイン中に GINA/資格情報プ

ロバイダを使用できるようにするには、そのロールに対してネットワークコネク

トを有効にする必要があります。

4. 管理者コンソールの System > Network > Network Connect ページで、すべてのネットワー

クコネクト ユーザー セッションに使用するネットワークコネクトのサーバーサイドのプロ

セス用に IP アドレスを指定します。

5. 適切なネットワークコネクトのバージョンがリモート クライアントに使用可能であること

を確認します。

6. ネットワークコネクトのクライアントサイド ロギングを有効または無効にするには、管理

者コンソールの System > Configuration > Security > Client side タブから適切なオプ

ションを設定します。

ネットワークコネクトをインストールするには、Juniper Customer Support Center の

Client side Changes Guide にあるように、ユーザーは適切な権限を持っている必要がありま

す。これらの権限がユーザーにない場合は、管理者コンソールの Maintenance > System >

Installers ページで Juniper インストーラ サービスを使用して、この要求を回避します。

ネットワークコネクトは、クライアント アプリケーションをダウンロード、インストール、起

動するには、署名済み ActiveX あるいは署名済み Java アプレットがブラウザで有効に設定さ

れていることを必要とします。

デフォルトでは、Vista Advanced ファイアウォールは、すべてのインバウンド トラフィック

をブロックし、すべてのアウトバウンド トラフィックを許可します。ネットワークコネクトが

Vista Advanced ファイアウォールと連動するには、次の設定を行います。

• Vista Advanced ファイアウォールのデフォルト設定を、すべてのインバウンドおよびアウト

バウンド トラフィックをブロックするように変更します。

• 適切なファイアウォール プロファイルで次のアウトバウンド規則を作成します。

• allow any to any IP and TCP any port to 443 というポート規則を作成します。

• 127.0.0.1 から 127.0.0.1 の TCP を許可するカスタム規則を作成します。

• iExplorer.exe を許可します。
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以前のリリースでは、SA シリーズ アプライアンスが、特定のネットワークコネクト ユーザー

のネットワークコネクト パケットログをコンパイルするかどうかを指定できました。このオプ

ションは、パフォーマンスに影響を与えるので、使用できなくなりました。

ネットワークコネクトの実行

ネットワークコネクト エージェントは、以下の処理を実行します。

1. GINA（Graphical Identification and Authorization）がインストールされており、リモー

ト クライアント上で登録されている場合は、ユーザーが Windows にサインインすると、ク

ライアントは自動的に SA シリーズ アプライアンスへのネットワークコネクト トンネルを

起動します。それ以外の場合は、ユーザーは SA シリーズ アプライアンスにサインインし

て、SA シリーズ アプライアンスのエンドユーザー ホームページにあるネットワークコネ

クト リンクをクリックする必要があります（ネットワークコネクト が自動的に起動するよ

うに設定していない場合）。

注: ネットワークコネクト GINA がクライアント システムにインストールされ

ている唯一の GINA である場合に、SSO がサポートされます。

2. ユーザーが最新バージョンのネットワークコネクト インストーラを持っていない場合は、

SA シリーズ アプライアンスは ActiveX コントロール（Windows）または Java アプレット

（Macintosh および Linux）をクライアント コンピュータにダウンロードし、続いてネッ

トワークコネクト ソフトウェアをダウンロードして、インストール機能を実行します。SA

シリーズ アプライアンスが、アクセス権限またはブラウザの制限により、ActiveX コント

ロールを Windows にダウンロードあるいは更新できなかった場合、SA シリーズ アプライ

アンスは、ネットワークコネクト ソフトウェアをクライアントに配信するために Java ア

プレットを使用します。
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注: Microsoft Vista がユーザーのシステムで実行されている場合、ユーザーは

インストール処理中に表示されるセットアップ リンクをクリックすることによ

り、セットアップ クライアントおよびネットワークコネクトのインストールを

続行する必要があります。その他すべての Microsoft オペレーティング システ

ムでは、セットアップ クライアントおよびネットワークコネクトが自動的にイ

ンストールされます。

SA シリーズ アプライアンスが ActiveX コントロールまたは Java アプレット

のいずれかをダウンロードしても、両コンポーネントはクライアント上に存在す

るネットワークコネクト ソフトウェアの有無とそのバージョンを特定して、以

下のどちらのインストール機能を実行するかを決定します。

• クライアントのコンピュータにネットワークコネクト ソフトウェアが存在し

ない場合、最新バージョンをインストールします。

• クライアントのコンピュータにインストールされたネットワークコネクト ソ

フトウェアが、最新バージョンでない場合は、共有ネットワークコネクト コ

ンポーネントを新しいバージョンにアップグレードし、SA シリーズ アプライ

アンスから最新 UI バージョンをインストールします。

注: 有効な Java アプレット、インストール ファイルおよびその

ログ、配信メカニズムを実行するオペレーティング システムのディ

レクトリについては、Juniper Networks Customer Support Center

の Client side Changes Guide を参照してください。

3. インストールの完了後に、ネットワークコネクト エージェントは、SA シリーズ アプライ

アンスに要求を送信し、事前に指定された IP プールから IP アドレスを取得して接続を開

始します（ユーザー ロールに適用したネットワークコネクト接続プロファイル リソース

ポリシの定義に従います）。

4. ネットワークコネクト システム トレイ アイコンが、Windows クライアントのタスクバー

または Mac クライアントの Dock で実行を開始します。

5. SA シリーズ アプライアンスは、（ネットワークコネクト接続プロファイル リソース ポリ

シにより）IP アドレスを割り当て、クライアントが実行しているネットワークコネクト

サービスに一意の IP アドレスを割り当てます。

6. クライアントサイドのネットワークコネクト サービスは、割り当てられた IP アドレスを

使用して、SA シリーズ アプライアンス上で実行するネットワークコネクト プロセスと通

信します。

7. SA シリーズ アプライアンスが IP アドレスをクライアントに割り当てた後で、SA シリー

ズ アプライアンスは、ユーザーのリソース ポリシがアクセスを許可するクライアントとす

べての企業リソース間の直接通信チャンネルを開きます。内部アプリケーション サーバー

は通信元の IP アドレスをクライアントの IP アドレスとして見なします。

クライアントサイド ネットワークコネクト エージェントは、SA シリーズ アプライアンスと

通信します。さらに、アプライアンスはクライアントの要求を企業リソースに転送します。
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注: ホストチェッカーを使用して SA シリーズ アプライアンスで定義されたポリシ

に基づいてクライアントサイドのセキュリティ コンポーネントの有無を確認し、

ネットワークコネクト セッションの任意の時点でクライアントがそのセキュリティ

ポリシに準拠しない場合は、ホストチェッカーはそのセッションを終了します。

GINA を使用してネットワークコネクトに自動的にサインインする

GINA（Graphical Identification and Authorization）サインイン機能は自動化したサインイ

ン メソッドで、Windows クライアント上にインストールして有効化することによって、Windows

NT ドメインにサインインできます。ネットワークコネクトが、クライアント コンピュータに

GINA をインストールするように要求できます。または、ユーザーがネットワークコネクトを起

動するときに、GINA をインストールするかどうかをユーザーに決定させることができます。

注: 1 つのクライアントのシステムには複数の GINA 自動サインイン機能をインス

トールすることはできません。クライアントのシステムで別のアプリケーションが

GINA 機能を使用している場合は、ネットワークコネクトは GINA コンポーネントを

インストールして有効化することはできません。

GINA がクライアントにインストールされている場合は、ユーザーは、Windows にサインインす

るたびに、ネットワークコネクトを起動するかどうかを選択するように要求されます。GINA の

インストールをオプションにした場合は、ユーザーは、Network Connect ウィンドウの Auto

connect when login to Windows オプションを使用して、GINA を有効にできます。このオプ

ションは、ネットワークコネクト セッションが開いている間のみ使用できます。

クライアント システムの GINA のインストールを有効にするオプションは、ロール属性を定義

するときに Users > User Roles > Role > Network Connect ページで使用できます。

GINA インストール プロセスは 1 度のみ行い、GINA サインイン機能を有効にするためには、

ユーザーはシステムを再起動する必要があります。そのセッションが完了すると、GINA は、

ユーザーが Windows のサインインを行うたびに、ネットワークコネクトを起動するかどうかを

選択するようにユーザーに要求します。ユーザーがネットワークコネクトにサインインすると、

特に指定しない限り、ネットワークコネクト トンネルを確立する前に GINA はユーザーの

Windows サインイン資格証明書を認証用に SA シリーズ アプライアンスに渡します。

注: エンドユーザーは自身の Windows ユーザー パスワードをネットワークコネク

ト GINA 経由で変更することはできません。

ユーザーが Juniper GINA 経由で SA シリーズ アプライアンスにログインすると、ユーザーの

コンピュータ上のネットワークコネクト クライアントのバージョンが、SA シリーズ アプライ

アンス上のバージョンと一致する場合、Juniper GINA は、ネットワークコネクトの SA シリー

ズ アプライアンスへの接続を確立します。ネットワークコネクトのバージョンが一致しない場

合、Juniper GINA は、ネットワークコネクトの SA シリーズ アプライアンスへの接続を確立

しません。5.4 以前のリリースでは、Juniper GINA はバージョンの不一致警告を表示し、ユー

ザーがキャッシュされた資格証明書を使用して Windows デスクトップにログインすることを許

可します。5.4 以降のリリースでは、Juniper GINA は、ユーザーがキャッシュされた資格証明
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書を使用して Windows デスクトップにログインすることを許可してから、スタンドアロン ネッ

トワーク クライアントを起動します。ユーザーは SA シリーズ アプライアンスにログインす

ると、ユーザーのコンピュータに適切なネットワークコネクト クライアントが自動的にダウン

ロードされ、起動します。

ホストチェッカーを使用してクライアント側のセキュリティ コンポーネントの存在を確認する

（事前認証）場合、ホストチェッカーはネットワークコネクトが起動した後に開始します。こ

れはシステムモード チェックとも呼ばれます。確認成功後、ホストチェッカーは存続し、その

後、ユーザーがデスクトップにログインすると再起動されます（ユーザー モードと呼ばれま

す）。

GINA チェーンを使用する

ネットワークコネクトは GINA チェーンをサポートします。GINA チェーンとは、1 つの GinaDLL

が別の GinaDLL を呼び出すことを意味します。デフォルトでは、NC GINA を有効にすると、NC

GINA チェーンも有効になります。ネットワークコネクト クライアントは、既存の GINA チェー

ンの最上部に現在インストールされている GINA コンポーネントを検出します。GINA コンポー

ネントに互換性がある場合、NC GINA は現在の GINA コンポーネントの前に配置されます。現

在、ネットワーク コネクトは次の GINA コンポーネントをサポートします。

• Cisco VPN クライアント (CSGina.dll)

• Microsoft GINA (msgina.dll)

• Nortel Networks VPN クライアント (nngina.dll)

• RSA SecurID (AceGina.dill)

• Novell GINA (NWGINA.dll)

インストールされている GINA コンポーネントがサポートされていない場合 (すなわち、上記

リストにない場合)、警告メッセージが表示され、NC GINA はインストールされません。

ネットワークコネクトが GINA チェーンに GINA コンポーネントの情報を追加した後に、その

コンポーネントをアンインストールすると、NC GINA は、保存されている GINA 情報を削除し、

次回 GINA チェーンを通過するときに、その削除された GINA コンポーネントを呼び出しませ

ん。

注: NC GINA が GINA チェーンの最上部にインストールされている場合 (すなわち、

最後にインストールされている場合)、ネットワークコネクト クライアントをアン

インストールすると、NC GINA もアンインストールされます。しかし、NC GINA が

チェーンの中央にある場合は、NC GINA を削除する前に、ネットワークコネクト

GINA よりも上にあるチェーン内のすべての GINA を削除する必要があります。

Windows Vista および Windows 7 用ネットワークコネクト資格情報プロバイダ

Windows Vista 以前のリリースでは、インタラクティブ ユーザー ログオンのカスタム化は、

カスタム GINA を作成することで行いました。ユーザーはログオン UI に認証資格証明書を入

力し、GINA はこの情報を認証するため Winlogon に渡していました。しかしながら、GINA は

認証情報の譲渡以外のことも行うので、通常はその実行が困難です。
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Windows Vista では、ログオン UI と Winlogon が互いに直接対話する新しい認証モデルが導

入されました。資格情報プロバイダは、ログオン UI にプラグインするモジュールで、ログイ

ン UI が外部認証プロバイダに到達し通信するために必要な資格情報を説明するモジュールで

す。資格情報プロバイダは資格情報を収集すると、最終資格情報を Winlogon に渡します。

資格情報プロバイダには以下の 2 つの基本タイプがあります。標準認証および Pre Logon

Access Providers（PLAP）標準認証には、パスワードベースまたは証明書ベースの認証情報が

含まれます。PLAP は特殊なタイプの資格情報プロバイダで、ユーザーはシステムにログインす

る前にネットワーク接続を行うことができます。この 2 種類のプロバイダのもう 1 つの違い

はタイムアウトです。PLAP 資格証明書にはタイムアウトがありませんが、標準認証情報は通常

120 秒でタイムアウトします。

ネットワークコネクトの資格情報プロバイダは PLAP プロバイダです。このプロバイダは、シ

ステムがドメインの一部として構成されている場合にのみ表示されます。ネットワークコネク

ト プロバイダはネットワーク接続を作成します。ユーザーの資格証明書がドメインの資格証明

書(SSO)と同じ場合、資格情報は 1 回のみ入力されます。ユーザーの資格証明書がドメインの

資格証明書と異なる場合、ユーザーはドメイン認証用に別の資格情報プロバイダを選択します。

ユーザーがネットワークコネクト資格情報プロバイダを経由して SA シリーズ アプライアンス

にログイン完了後 5 分以内に、シングル サインオンまたはその他の資格情報プロバイダのい

ずれかを経由して Vista にログインします。Vista へのログイン後に、ネットワークコネクト

はトンネルに接続されます。ユーザーが 5 分以内に Vista にログインしない場合はネットワー

クコネクトのトンネルは切断されます。

ネットワークコネクトの資格情報プロバイダをインストールするには、以下の操作を行います。

1. クライアント ユーザーが Windows ドメインの一部であることを確認します。

2. 管理者コンソールで、User Roles > Network Connect に進み、Require NC to start when

logging into Windows オプションを選択します。

3. （Windows Vistaを OS とする）クライアント システムにネットワークコネクトをインス

トールする際には、GINA/資格情報プロバイダ ウィンドウが表示され、GINA/資格情報プロ

バイダ認証を設定するように要求されます。OK をクリックします。

4. ネットワークコネクト トンネルがクライアント システム上に確立された後に、Network

Connect ウィンドウを開きます。Advanced View に進み、Information タブを選択します。

Results セクションで、GINA/資格情報プロバイダ プラグインが設定されていることを確認

します。GINA Plug In あるいはこれに似た表示があるはずです。設定済み

資格情報プロバイダを使用するには、次の操作を行います。

1. Windows からログアウトし、Ctrl+Alt+Delete を押します。

Network logon アイコンが表示されるはずです。Windows ユーザー標準タイルのみが表示さ

れる場合は、Network logon アイコンが表示されるように、標準 Windows 資格情報タイル

にある、Switch user オプションをクリックします。

2. Network login アイコンをクリックし、SA Series Appliance logon アイコンをクリックし

ます。

3. Windows ドメイン資格情報を入力し、右矢印ボタンをクリックします。ユーザー名には、

domain\username または user@domain という形式を使用してください。
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ネットワークコネクトはデフォルト URL および config.ini 内のプロキシ サーバーにユー

ザーをサインインさせます。

注: SA シリーズ資格証明書が Windows ドメイン資格証明書と同じでない場合

は、警告ボックスが表示されます。OK をクリックした後に表示される Network

Connect login ウィンドウに SA シリーズ資格証明書を入力します。Network

Connect ウィンドウには、URL、プロキシ サーバー等の入力用の他のウィンドウ

を開くためのオプション ボタンも含まれています。

Vista では、ネットワークコネクト資格情報プロバイダについていくつか注意すべき点があり

ます。

• Windows XP では、GINA は Windows のログオン ウィンドウが表示される前に表示されます。

Windows Vista では、SA Series Appliance logon アイコンで、Windows ドメイン認証情報

を入力します。Network Connect ウィンドウが表示され、Windows デスクトップにログイン

している間にネットワークコネクト PLAP 接続が確立されます。

• ネットワークコネクト資格情報プロバイダは、以下の認証プロバイダをサポートしています。

ローカル認証、LDAP、RADIUS（UN/PWD のみ）、NIS、ADS およびダイヤルアップ接続。さら

に、スマートカード資格情報プロバイダは証明書ログインをサポートします。

スマート カード資格情報プロバイダ

Windows Vista は、スマート カード資格情報プロバイダもサポートしており、スマート カー

ドが挿入されると、ユーザー資格情報を渡します。スマート カードが存在する場合、ネット

ワークコネクト スマート カード資格情報プロバイダ DLL タイルが、PLAP レイヤに表示され

ます。タイルをクリックし、スマート カード PIN を入力して、ログインします。

スマート カード ネットワークコネクト資格情報プロバイダをインストールするには、次の操

作を行います。

1. クライアント ユーザーが Windows ドメインの一部であることを確認します。

2. 管理者コンソールで User Roles > Network Connect を選択し、Require NC to start when

logging into Windows オプションを選択します。

3. （Windows Vista を OS とする）クライアント システムにネットワークコネクトをインス

トールする際には、GINA ウィンドウが表示され、GINA 認証を設定するよう要求されます。

OK をクリックします。

スマート カードを使用して、ブラウザから SA シリーズ アプライアンスにログインしま

す。すると、config.ini ファイルにスマート カード ログイン URL が含まれ、これをス

マート カード DLL が使用できるようになります。

4. ネットワークコネクト トンネルがクライアント システム上に確立されたら、Network Connect

ウィンドウを開きます。Advanced View を選択し、Information タブを選択します。Results

セクションで、GINA プラグインが設定されていることを確認します。GINA Plug In:

Configured あるいはこれに似た表示があるはずです。
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スマート カード ネットワークコネクト資格情報プロバイダを使用するには、次の操作を行い

ます。

1. Windows からログアウトし、Ctrl+Alt+Delete を押します。

画面の右下隅に Network logon アイコンが表示されるはずですWindows ユーザー標準タイ

ルしか表示されない場合は、Network logon アイコンが表示されるよう、標準 Windows 資

格情報タイルで、Switch user オプションをクリックしてください。

2. Network login アイコンをクリックし、smart card アイコンをクリックします。

3. PIN 番号またはパスワードを入力し、右矢印ボタンをクリックします。

ネットワークコネクトは、PIN を使用して、保管された証明書を取得し、SA シリーズ アプ

ライアンスにログインします。ログインが成功すると、PIN は Winlogon に渡され、Vista

にログインします。

注: SA シリーズ アプライアンスの資格情報が、Windows ドメインの資格情報と

異なる場合、警告ボックスが表示されます。OK をクリックします。接続アイコ

ンが、画面の右下隅に表示されたら、標準の資格情報ログイン タイルに切り替

えて、Vista にログインします。表示されない場合は、ログイン ボックスに

Windows 資格情報を入力します。

ネットワークコネクトは、スマート カードからユーザー プリンシパル名（UPN）

を取得し、それをログイン ユーザー名およびドメイン名と比較します。それら

が一致しない場合、ネットワークコネクトはトンネルを無効にします。通常、UPN

では user@domain の形式を使用します。

Windows セキュア アプリケーション マネージャ セッション中にネットワークコネクトを起動
する

ユーザーは、SA シリーズ アプライアンスにサインインしているときに、Windows セキュア ア

プリケーション マネージャ（WSAM）を介してネットワークコネクトを起動できます。ユーザー

がこのシナリオでネットワークコネクトを起動すると、ネットワークコネクトのインストーラ

が、ネットワークコネクトを起動する前に自動的に WSAM セッションを終了します。

このプロセスでは、ネットワークコネクトを起動するために WSAM セッションを終了すること

を警告するメッセージが、ユーザーに表示されます。ユーザーのネットワークコネクトのリソー

ス ポリシでは、ネットワーク リソースへのアクセスを、WSAM セッションの場合と同じに指定

することをお勧めします。そうすることにより、ユーザーがネットワークコネクトの起動を指

定した場合でも（同時に WSAM を終了）、同じネットワーク リソースにアクセスすることがで

きます。
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注: ユーザーがネットワークコネクトを起動しないように指定した場合でも、ネッ

トワークコネクトのインストーラは自動的にユーザーのコンピュータにクライアン

ト アプリケーションをインストールしますが、ネットワークコネクトを起動するこ

とはありません。クライアント アプリケーションがインストールされると、ユー

ザーは、セキュア ゲートウェイ ホームページ、あるいは Windows のスタート メ

ニューのフォルダ オプションより、手動でクライアント アプリケーションをアン

インストールすることが可能です。

セキュア トンネルを介した Windows へのログイン

ユーザーが、既存のネットワークコネクトのセキュア トンネルを介して Windows 環境にログ

インするは、Logoff On Connect 機能を使用します。この機能により、ユーザーを、ローカル

にキャッシュされた資格情報を使って認証するのではなく、Windows ドメイン サーバーに対し

てリアルタイムで認証できます。この機能が有効な場合、ネットワークコネクト セッションが

始まると、ユーザーは Windows から自動的にログオフされます。標準の Windows ログイン画

面が再表示され、Windows 資格情報を使ってログインします。ユーザーの Windows 環境は、

ネットワークコネクト トンネルを通じて確立されます。

注: ユーザーは、ログイン画面が再表示されてから 5 分以内、またはホストチェッ

カー ポリシーが期間の終了を評価する前のいずれか早い方に、Windows にログイン

する必要があります。そうしないと、ユーザーのネットワークコネクトの接続がタ

イムアウトになり、セキュア トンネルを介して Windows にログインできなくなり

ます。ネットワークコネクトがタイムアウトになると、エラーが表示されます。

Logoff On Connect 機能は、SVW 内ではサポートされていません。

Logoff On Connect 機能を使用するには、次の操作を行います。

1. ユーザーは、ドメインにキャッシュされている資格情報を使ってローカル マシンにログイ

ンします。マシンは Windows ドメインの一部である必要があります。

2. ユーザーはネットワークコネクトを起動して、ネットワークコネクト ログインページで

Tools をクリックします。

3. Logoff on Connect オプションを選択し、OK をクリックします。

4. ユーザーは、ユーザー名とパスワードの資格情報を、ネットワークコネクトのログイン ペー

ジに入力します。

ネットワークコネクトはトンネルを確立し、ユーザーをローカル マシンからログオフさせ

ます。Windows ログイン ページが表示されます。

5. ユーザーはユーザー名とパスワードの資格情報を入力し、ネットワークコネクト トンネル

を使って Windows ドメインにサインインします。
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複数の DNS 設定をサポートするネットワークコネクト接続プロファイル

リモート ユーザーが DNS 検索をできる限り効率的または安全に実行できるようにするため、

ユーザーのロール メンバーシップに基づいて、ネットワークコネクト セッション中に複数の

DNS 設定を許可するように SA シリーズ アプライアンスを設定できます。

SA シリーズ アプライアンスがユーザーのネットワークコネクト セッションを起動するとき、

SA シリーズ アプライアンスは、IP アドレス、DNS、WINS 設定を含むユーザー ロール メン

バーシップに基づいてマッチング プロファイルを使用します。

スプリット トンネリングを有効にすると、DNS の検索順序設定により、優先する DNS 設定を

定義できます。たとえば、SA シリーズ アプライアンスの DNS サーバーの前にクライアント

LAN の DNS サーバーの検索を行ったり、その逆も可能です。ネットワークコネクトは、ネット

ワークコネクト接続を確立する前に、クライアントの DNS 設定/検索に対する優先順序のバッ

クアップを作成します。セッションが終了したら、ネットワークコネクトはクライアントを元

の DNS 設定に復元します。スプリット トンネリングを無効にすると、すべての DNS 要求は、

SA シリーズ アプライアンスの DNS サーバーに送信され、DNS 検索優先順序の設定は適用され

ません。

注: DNS クライアントの停止と再起動の後、クライアントは、複数の DNS アドレス

の検索順序を適時にピックアップできない場合があります。この場合、ネットワー

クコネクトの起動時に参照順序が正しいものでなくなります。DNS 名の解決とフェー

ルオーバーを制御する規則は複雑で、特定のクライアントのオペレーティング シス

テムに対して特有のものです。管理者あるいはエンドユーザーは、クライアント コ

ンピュータのコマンド ウィンドウから、ipconfig /registerdns コマンドの実行を

試みることができます。これにより、検索順序を正しい順序にリセットできる場合

があります。DNS サーバーの検索解決順序について理解するには、お使いのオペレー

ティング システム プラットフォームに該当する Microsoft DNS のドキュメントを

参照してください。

SA シリーズ アプライアンスのマルチサイト クラスタを使用する場合、IP プールおよび DNS

設定は、異なるサイトに存在する各 SA シリーズ アプライアンス固有である必要があります。

このため、SA シリーズ アプライアンスでは異なるネットワークコネクト接続プロファイル ポ

リシをノードごとにもつことができます。すなわち、リソース ポリシは、新しいセッションが

確立されるごとに、クライアントがクラスタ内の同じ SA シリーズ アプライアンスに接続でき

るようにします。

ネットワークコネクトと他の VPN クライアント アプリケーションとの非互換性

サードパーティ ベンダの VPN クライアント アプリケーションは、ネットワークコネクトと互

換性がない場合があります。次の表には、VPN クライアント ベンダと、そのベンダの VPN ク

ライアント アプリケーションと ネットワークコネクトとの相対的な互換性について、既知の

内容を記載しています。

表30: ネットワークコネクトとサードパーティ VPN クライアントとの互換性

互換性ベンダ
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表30: ネットワークコネクトとサードパーティ VPN クライアントとの互換性 （続き）

ありCisco

ありNortel

ありNS Remote

ありIntel

ありCheckpoint

互換性のない VPN クライアント アプリケーションを搭載したクライアントにネットワークコ

ネクトをインストールする場合は、ネットワークコネクトをクライアントにインストールして

起動する前に、クライアントから互換性のないアプリケーションをアンインストールする必要

があります。

Linux クライアントの必要条件

Mozilla Firefox バージョン 1.6 経由でネットワークコネクトにサインインする Linux クラ

イアントは、OpenSSL ライブラリがクライアントにインストールされている必要があります。

ほとんどの Linux のバージョンには、OpenSSL が付属しています。OpenSSL ライブラリを持た

ない Linux ユーザーの場合、次から無料で入手してインストールするように、指示することが

できます。

詳細は、http://www.openssl.org/related/binaries.html を参照してください。（また、

http://www.openssl.org/source/ のソースにアクセスしてユーザーのバージョンをコンパイル

するように、ユーザーに通知することもできます。）必要なバージョンは libssl.so.0.9.6b

です。

クライアント サイド ログ作成

ネットワークコネクト クライアントサイド ログは、サインイン、デバッグ、その他の統計情

報を含んだリモート クライアント上に常駐するファイルで、ネットワークコネクトの潜在的な

問題をトラブルシューティングするために使用します。ネットワークコネクト ユーザーに対し

てクライアントサイド ログ作成を有効にすると、クライアントはネットワークコネクト イベ

ントを一連のログ ファイルに記録し、その後のユーザー セッション中に機能が起動されるた

びに継続的にエントリを追加します。作成されたログ ファイルは、サポート チームと協力し

てネットワークコネクトの問題をデバッグするときに役立ちます。

ネットワークコネクト ユーザーがクライアントサイド ログ作成をオフにすると、（SA シリー

ズ アプライアンスでログ作成を有効にした場合でも）クライアントは新しいクライアントサイ

ド ログ情報を記録しません。ユーザーがログ作成機能をオンにし、その後 SA シリーズ アプ

ライアンスがクライアントサイドのログ作成を無効にするように設定されている場合、クライ

アントは新しいクライアントサイドのログ情報を記録しません。

ネットワークコネクト プロキシのサポート

ネットワークコネクトは、プロキシ サーバーを使用してインターネット（およびインターネッ

ト経由の SA シリーズ アプライアンス）にアクセスするリモート クライアントをサポートし
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ます。また、インターネットにアクセスするためにプロキシを必要とせず、プロキシ経由で内

部ネットワークのリソースにアクセスするクライアントもサポートします。さらに ネットワー

クコネクトは、クライアントおよび SA シリーズ アプライアンス プロキシ設定を指定する PAC

（プロキシ自動設定）ファイルにアクセスするクライアントへのサポートにも対応し、Web ア

プリケーションへのアクセスを可能にします。

注: ネットワークコネクト クライアントは、MS Winsock プロキシ クライアントの

使用をサポートしていません。ネットワークコネクト クライアントを実行する前

に、MS Winsock プロキシ クライアントを無効にしてください。詳細については、

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/mobility/expert/vpns.mspx を参照し

てください。

これらさまざまな方式でのプロキシ実装に対応するため、ネットワークコネクトは、ネットワー

クコネクト セッションの対象となるトラフィックのみが一時プロキシ設定を使用するように、

一時的にブラウザのプロキシ設定を変更します。ネットワークコネクト セッションを対象とし

ないトラフィックはすべて、既存のプロキシ設定を使用します。

注: ネットワークコネクト クライアントは、プロキシ設定の自動検出のためのオプ

ションはサポートしていません。自動設定スクリプト（PAC）を使用するか、プロキ

シ サーバーを指定する必要があります。プロキシ サーバーと自動設定スクリプト

の両方を同時に使用することはできません。Users > Resource Policies > Network

Connect > NC Connection Profiles > Select Profile > Proxy でプロキシ サー

バーまたは自動スクリプトを定義します。

スプリット トンネリングの有効化、無効化に関わらず、SA シリーズ アプライアンスは次のプ

ロキシ シナリオをサポートします。

• 明示プロキシを使用して、SA シリーズ アプライアンスにアクセスする

• 明示プロキシを使用して、内部 Web アプリケーションにアクセスする

• PAC ファイルを使用して SA シリーズ アプライアンスにアクセスする

• PAC ファイルを使用して、内部 Web アプリケーションにアクセスする

以下の例外に留意してください。

• SA シリーズ アプライアンスはリダイレクト ダウンロードをサポートしていないので、内部

PAC ファイルのダウンロードのリダイレクトもサポートしていません。

• SA シリーズ アプライアンスの dsinet クライアントは SSL をサポートしていませんので、

SSL サーバーから PAC ファイルを取得できません。

• SA シリーズ アプライアンスは、「自動検出プロキシ」をサポートしていません。静的プロ

キシおよび「自動プロシキ スクリプト（pac）」の両方が定義されている場合、SA シリーズ

アプライアンスは静的プロキシ設定を使用します。
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• ネットワークコネクト プロファイルには、内部プロキシ用の静的プロキシ例外フィールドは

ありません。プロキシ例外を要求する場合は、プロキシ例外ロジックのある PAC ファイルを

使用することができます。

• 設定が PAC ファイル URL の場合のみ、ネットワークコネクト クライアントは「自動プロキ

シスクリプト（pac）」をサポートします。URL が URL または IE プロキシ設定スクリプト

の場合は、サポートされません。

SA シリーズ アプライアンスでスプリット トンネリングが有効にされると、ネットワークコネ

クトは、プロキシが実装された方法に応じて、次のいずれかの方法でプロキシ設定を管理しま

す。

• プロキシ サーバーを使用してインターネットにアクセスするリモート クライアントの場合

は、ブラウザで生成され、SA シリーズ アプライアンスを対象とするすべての HTTP 要求は、

明示プロキシまたはリモート クライアントによりアクセスされた PAC ファイルのいずれか

を経由します。明示プロキシが存在しているか、PAC ファイルへのアクセスがすでにクライ

アントサイドに供給されたため、クライアントは、ネットワークコネクト セッションの確立

を試みる前に、ローカルの一時プロキシを設定します。

• プロキシ サーバーを使用してインターネットに接続するリモート クライアントの場合は、

ブラウザで生成され、SA シリーズ アプライアンスを対象とするすべての HTTP 要求は、明

示プロキシまたはリモート クライアントによりアクセスされた PAC ファイルのいずれかを

経由します。明示プロキシが存在しているか、PAC ファイルへのアクセスがすでにクライア

ントサイドに供給されたため、クライアントは、ネットワークコネクト セッションの確立を

試みる前に、ローカルの一時プロキシを設定します。

• リモート クライアントが事前に設定された HTTP ベースの PAC ファイルにアクセスすると、

クライアントは、ネットワークコネクトがセッション接続を確立するまで PAC ファイルにア

クセスできません。ネットワークコネクトが接続を確立すると、クライアントは PAC ファイ

ルにアクセスし、PAC ファイルの内容をローカルの一時プロキシに含め、続いてブラウザの

プロキシ設定を更新します。

ネットワークコネクトの通信品質

ネットワークコネクトを介して内部ネットワークの通信品質（QoS）をサポートするために、SA

シリーズ アプライアンスは「内部」 IP パケット ヘッダー（たとえばアプリケーション レイ

ヤ パケット暗号化）を「外部」パケット ヘッダーに変換して、ネットワークのレイヤーレベ

ルのパケット優先順位付けを可能にします。これにより、ネットワーク内のルータは、ネット

ワークコネクト IPsec パケットを識別し、優先順位付けして、適切にネットワーク全体に送信

することができます。この機能は、IP ビデオ ストリームなど、時間制限のある IP パケット

の送受信を確実にサポートするのに役立ちます。

注: ネットワークコネクト QoS は、UDP（IPsec）パケットのみに適用します。ネッ

トワークコネクト QoS 機能を使用しても、SSL パケット暗号化や転送方法は変更さ

れません。
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ネットワークコネクト マルチキャスト サポート

IP ビデオ ブロードキャストのストリーミングを内部ネットワークで有効にするために、ネッ

トワークコネクトは、IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）ゲートウェイ マルチ

キャスト プロキシをサポートしています。

注: NC マルチキャスト サポートを使用し、かつ L2 スイッチを使用している場合

は、IGMP v3 をサポートしているスイッチであることを確認してください。

ユーザーがマルチキャスト グループへの参加要求を開始した場合、SA シリーズ アプライアン

スはクライアントに代わり、IGMP 参加メッセージをローカル マルチキャスト ルータあるいは

スイッチに送信します。さらに、ネットワーク内のマルチキャスト ルーターが SA シリーズ

アプライアンスに対して IGMP グループ情報をポールするたびに、SA シリーズ アプライアン

スが現在のマルチキャスト ユーザーとグループ要求で応答できるように、SA シリーズ アプラ

イアンスは IGMP グループ要求クエリをキャッシュに保存します。ルーターあるいはスイッチ

が SA シリーズ アプライアンスからの応答を受信しない場合、シリーズ アプライアンスに対

するマルチキャスト グループ情報が、ルーターあるいはスイッチの転送テーブルから削除され

ます。

注: ネットワークコネクトは、ストリーミング メディアを、単一トンネル上で毎秒

2 MB でサポートしています。

ネットワークコネクト ロール設定の定義

スプリット トンネリング、自動起動、自動アンインストール、GINA（Graphical Identification

and Authentication）オプションを指定するには、ロール レベルの設定を使用します。

ネットワークコネクトのスプリット トンネリング、自動起動、自動アンインストール、および

GINA インストールの各オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロール > Network Connect を選択します。

2. Split Tunneling Options で、次のオプションのいずれかを選択します。

• Disable Split Tunneling － クライアントからのネットワーク トラフィックは、すべて

ネットワークコネクト トンネルを経由します。ネットワークコネクトと SA シリーズ ア

プライアンスとの接続が確立されると、SA シリーズ アプライアンスは、スプリット ト

ンネリング動作を起こす可能性のある既定のローカル（クライアント）サブネットとホス

ト間のルートをすべて削除します。ネットワークコネクトのアクティブ セッション中に

クライアントのルート テーブルに変更が加えられると、そのセッションは SA シリーズ

アプライアンスによって中断されます。

• Allow access to local subnet － SA シリーズ アプライアンスは、クライアントのロー

カル サブネット ルートを保持するので、プリンタなどのローカル リソースへのアクセ

スは維持されます。必要に応じて、ネットワークコネクト セッション中に、クライアン

トのルート テーブルへエントリを追加できます。SA シリーズ アプライアンスはセッショ

ンを中断しません。これはデフォルトのオプションです。
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• Enable Split Tunneling － このオプションはスプリット トンネリングをアクティブ化

します。さらに、リモート クライアントと企業イントラネット間で渡されるトラフィッ

クを SA シリーズ アプライアンスが処理するネットワーク IP アドレスとネットマスク

の組み合わせを指定する必要があります。また、ネットワークコネクト トンネルを通過

してはいけないトラフィックを指定できます。

スプリット トンネリングを使用すると、ネットワークコネクトがクライアント上のルー

トを修正することによって、企業イントラネット ネットワークに向けられたトラフィッ

クがネットワークコネクトに向かい、その他すべてのトラフィックがローカルの物理アダ

プタを経由するようにします。

• Enable Split Tunneling with route change monitor － ネットワークコネクト セッショ

ンが始まると、クライアントのルート テーブルでネットワークコネクトを介したトラ

フィック宛のネットワーク IP アドレス/ネットマスクの組み合わせを変更すると、セッ

ションが終了します。このオプションをオンにすると、プリンタなどのローカル リソー

スへのアクセスは維持されます。

ルート変更モニターが有効な場合、ルートの変更がネットワークコネクトのトラフィック

に影響するときにのみ、ネットワークコネクトは切断されます。たとえば、ルートのメト

リックが変更され高くなった場合には、ネットワークコネクトは切断されません。

• Enable Split Tunneling with allowed access to local subnet － スプリット トンネ

リングをアクティブ化し、クライアントのローカル サブネット ルートを保持するので、

プリンタなどのローカル リソースへのアクセスは維持されます。

3. Auto Launch Options で、Network Connect セッションを有効にする 1 つ以上のロールに、

認証されたユーザーがマップされるとき、ネットワークコネクトが自動的に起動するかしな

いかを指定します。

4. Auto Uninstall Options では、ユーザーがネットワークコネクト セッションからサインア

ウトしたときに、ネットワークコネクトをリモート クライアントからアンインストールす

るかどうかを指定します。

注: Linux では、ネットワークコネクト インターフェースを使用してユーザー

がサインアウトしたとき、自動アンインストールはサポートされません。ユー

ザーがブラウザを使用してサインアウトしたときは、自動アンインストールがサ

ポートされます。

5. TOS Options では、このオプションを有効または無効にすることにより、IP TOS ビット コ

ピー サービス品質（QoS）機能を有効にするかしないかを指定します。このオプションが有

効な場合、ネットワークコネクトは、内部の IP パケット ヘッダーから外部の IP パケッ

ト ヘッダーに IP TOS ビットをコピーします。

注: このオプションを有効にするには、ネットワークコネクトがはじめて Windows

OS にインストールされたときに、コンピュータの再起動が必要になる場合があ

ります。

SA シリーズ アプライアンスでこのオプションを有効にする場合、Repeat

Protection オプションが無効に設定されていることを確認してください。
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6. Multicast Option では、ネットワークコネクトをマルチキャスト モードで運用するかどう

かを指定します。

7. Windows Interactive User Logon Options では、次のオプションを 1 つ選択して、GINA/

資格情報プロバイダのサインイン動作を指定します。

• Launch NC during Windows Interactive User Logon － GINA/資格情報プロバイダのサイ

ンイン プロセスの一部として、ネットワークコネクトを起動します。

• Require NC to start when logging into Windows － GINA/資格情報プロバイダがインス

トールされると、このオプションにより、Windows ユーザーがサインインするたびに、

ネットワークコネクト サインイン機能が自動的に起動します。

• Allow user to decide whether to start NC when logging into Windows － GINA/資格

情報プロバイダがインストールされると、このオプションにより、ユーザーは、GINA/資

格情報プロバイダのインストール後にネットワークコネクトを起動するかどうかを、Windows

の起動時に選択できます。

注: あるロールにマップされたユーザーが、Windows ログイン中に GINA/資格情

報プロバイダを使用できるようにするには、そのロールに対してネットワークコ

ネクトを有効にする必要があります。

8. Session Scripts で、以下を指定します。

a. Windows、Macintosh、Linux clients のネットワークコネクト開始スクリプトと終了ス

クリプトの場所。開始スクリプトや終了スクリプトを指定しなかった場合、ネットワー

クコネクトは、セッションを開始あるいは終了するスクリプトを実行しません。

ネットワークコネクトが起動すると、開始スクリプトと終了スクリプトがクライアント

にコピーされ、セッションが終了すると、クライアントから削除されます。スクリプト

には、ファイル共有などの常に利用可能なローカル ネットワーク リソースを経由して、

ローカルあるいはリモートでアクセスすることができます。
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注: NC が開始スクリプトと終了スクリプトをコピーできるようにするには、

クライアントはリモート サーバーと同じドメインのメンバーでなければなり

ません。サーバーにクライアントの資格情報が示されていない場合、スクリ

プトのコピーは失敗します。NC がユーザーにユーザー名とパスワードの入力

を求めることはありません。

Windows は、拡張子が .bat または .cmd のスクリプトのみをサポートして

います（.cmd は、MSDOS の .cmd アプリケーションではなく、バッチ ファ

イルのことです）。.vbs スクリプトを実行するには、ユーザーは、.vbs ス

クリプトを呼び出すバッチ ファイルを持っている必要があります。同様

に、.exe アプリケーション（C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe など）を起動

するには、ユーザーは、.exe アプリケーションを呼び出すバッチ ファイル

が必要です。

ネットワークコネクト クライアントは、トンネルがセットアップされた後で

終了スクリプトのコピーを作成し、そのスクリプトを一時ディレクトリに保

存します。これにより、ネットワーク接続が失敗した場合でも、終了スクリ

プトを使ってネットワークコネクト セッションを終了できるようにします。

b. 指定した Windows セッション開始スクリプトをバイパスするには、Skip if Windows

Interactive User Logon Enabled オプションを選択します。

クライアントが GINA/資格情報プロバイダの自動サインイン機能を使って Windows ドメ

インにサインインした場合、Windows クライアントによってスクリプトが実行されます。

この場合サインイン スクリプトは、指定されたネットワークコネクトの開始スクリプト

と同じである可能性があります。したがって、このオプションを使用して、同じスクリ

プトを 2 度実行するのを防ぐことができます。

9. Save Changes をクリックします。

ネットワークコネクト リソース ポリシの設定

ネットワークコネクト リソース ポリシでは、さまざまなネットワークコネクト セッション

パラメータを指定し、リモート クライアントのアクセス方法の決定に使用することができま

す。SA シリーズ アプライアンスで次のタイプのリソース ポリシを設定し、1 つまたはそれ以

上のユーザー ロールを適用できます。

• アクセス リソース ポリシ － このポリシ タイプは、ユーザーがネットワークコネクトを使

用して、企業イントラネット上の Web、ファイル、サーバー コンピュータなど、どのリソー

スにアクセスできるかを指定できます。

• パケット ログ作成リソース ポリシ － このポリシ タイプでは、SA シリーズ アプライアン

ス上のクライアントサイド ネットワークコネクト パケット ログをコンパイルし、接続問題

を診断および解決します。接続プロファイル リソース ポリシ － このポリシ タイプは、SA

シリーズ アプライアンスが IP アドレスをクライアントサイドのネットワークコネクト エー

ジェントに割り当てるために使用するオプション（DHCP または SA シリーズ アプライアン

スが管理する IP アドレス プール）を指定します。また、この機能を使用して、ネットワー

クコネクト セッションの転送プロトコルや暗号化の方法を指定できます。
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• スプリット トンネリング リソース ポリシ － このポリシ タイプでは、SA シリーズ アプ

ライアンスがリモート クライアントと企業イントラネット間のトラフィックを処理するため

のネットワーク IP アドレス/ネットマスクの組み合わせを、１ つ以上指定できます。

ネットワークコネクトのリソース ポリシにリソースを指定する際には、次の注意点がありま

す。

• ネットワークコネクトのリソース ポリシにホスト名を指定することはできません。指定でき

るのは IP アドレスのみです。

• ネットワークコネクトのプロトコル（tcp、udp、icmp）を指定できます。その他のアクセス

機能リソース ポリシに関しては、プロトコルの指定はサポートされません。

• プロトコルがない場合、すべてのプロトコルが想定されます。プロトコルを指定する場合、

区切り文字「://」を使用する必要があります。特殊文字は使用できません。

• ネットワークコネクトのリソース ポリシにポート リストおよびポート範囲を 80、443、

8080 8090 などのように、同時に使用することができます。

• ポートを指定するときには、プロトコルを指定しなければなりません。

• ポート番号がない場合、デフォルト ポート ∗ が http に割り当てられます。

ネットワークコネクト アクセス コントロール ポリシーの定義

Network Connect Access Control タブを使用して、ネットワークコネクトの使用中にユーザー

が使用できるリソースを制御する、ネットワークコネクト リソース ポリシーを作成します。

ネットワークコネクト アクセス リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Network Connect > Network Connect

Access Control を選択します。

2. ネットワークコネクトの Network Connect Access Control ページで、New Policy をクリッ

クします。

3. New Policy ページで、以下を入力します。

• このポリシーに付ける名前

• ポリシーの説明（オプション）

4. Resources セクションで、このポリシーを適用するリソースを指定します。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。
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• Allow access － Resources リストで指定されたリソースへのアクセスを許可する場合

に、このオプションを選択します。

• Deny access － Resources リストで指定されたリソースへのアクセスを拒否する場合に、

このオプションを選択します。

• Use Detailed Rules － 指定されたリソースに制限を追加するリソース ポリシー規則を

定義する場合に、このオプションを選択します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Network Connect Access Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでのポリシー評

価の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユー

ザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト内のリ

ソースとマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止されま

す。

ネットワークコネクト接続プロファイルの作成

NC Connection Profiles タブを使用して、ネットワークコネクト リソース プロファイルを作

成します。SA シリーズ アプライアンスは、ネットワークコネクト セッションの開始を求める

クライアント要求を受信すると、クライアントサイドのネットワークコネクト エージェントに

IP アドレスを割り当てます。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーのロールに適用する

DHCP Server ポリシーまたは IP Address Pool ポリシーに基づいて、この IP アドレスを割り

当てます。さらにこの機能で、ネットワークコネクト セッションに対し、トランスポート プ

ロトコルや暗号化方法、データ圧縮を使用するかどうかなどを指定できます。

マルチサイト クラスタのノードは構成情報を共有します。つまり、別々のネットワーク上にあ

る SA シリーズ アプライアンスが IP アドレス プールを共有します。いずれの SA シリーズ

アプライアンス ノードでも、ネットワークコネクト セッションの開始を求めるクライアント

要求を受信する可能性があるので、ノードに対して、このノードで利用できるネットワーク ア

ドレスだけをフィルタリングする IP フィルタを指定する必要があります。ネットワークコネ

クト セッションを作成する要求を受信すると、クラスタ ノードは、フィルタリングされた IP

アドレスの範囲から、そのセッション用の IP アドレスを割り当てます。

ネットワークコネクト接続プロファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Network Connect > NC Connection

Profiles を選択します。

2. Network Connect Connection Profiles ページで、New Profile をクリックします。

3. New Profile ページで、以下の情報を入力します。

• このポリシーに付ける名前

• ポリシーの説明（オプション）

4. IP address assignment セクションで、以下のいずれかを選択してクライアントサイド IP

アドレスの割り当てを指定します。

• DHCP server － このオプションでは、クライアントサイド IP アドレスの割り当てを行

う、ネットワーク DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバーのホスト名ま

たは IP アドレスを指定することができます。
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カンマで区切ることにより（カンマの前にスペースは入れない）DHCP を 3 つまで指定す

ることができます。複数の DHCP サーバーがリストされると、SA シリーズ アプライアン

スは、すべてのリストされた DHCP サーバーに対して DHCP Discover メッセージを送信

し、応答まで 5 秒間待ちます。複数の DHCP サーバーが応答すると、SA シリーズ アプ

ライアンスはリース期間が最も長いサーバーを選びます。

DHCP は、設定情報をホストに渡すためのフレームワークを提供します。設定パラメータ

および他の制御情報は、DHCP メッセージの options フィールドに保管される、タグ付き

データ項目に入れて搬送されます。転送する DHCP オプションを指定するには、オプショ

ン番号、その値とタイプを入力し、Add をクリックします。DHCP オプションの完全なリ

ストは、インターネットで入手可能な「RFC2132 DHCP Options and BOOTP Vendor

Extensions」記事を参照してください。オプションを削除するには、オプション番号の隣

のチェックボックスを選択して、Delete ボタンをクリックします。

デフォルトでは、クライアントのホスト名は、DHCP ホスト名オプション（オプション

12）で、SA シリーズ アプライアンスから DHCP サーバーへ送信されます。DHCP ホスト

名オプションでの useruid の転送は、もはやサポートされていません。その代わりに、

DHCP オプション テーブルで次の項目を設定できます。例：

option number=12, option value=<username><authMethod>, option type=String

または、DHCP オプション テーブルの項目に、希望する値のホスト名を追加して、値を渡

すことができます。例：

option number=12, option value=foo, option type=String

注: ネットワークコネクト セッションの終了後、SA シリーズ アプライアン

スは、DHCP サーバーに DHCP リリースを送信しません。

• IP address pool － このオプションでは、ネットワークコネクト サービスを実行するク

ライアントに SA シリーズ アプライアンスが割り当てる IP アドレスまたは IP アドレ

スの範囲を指定することができます。使用する標準書式:ip_range

ip_range は、下に示されているように指定することができます。ここで、IP アドレスの

最後の部分はハイフン（ ）で区切られた範囲です。特殊文字は使用できません。

表31: IP アドレス プールに対する構文

説明IP アドレス範囲

単一の IP アドレスを指定します。a.b.c.d

最初のアドレスから最後のアドレスを含むすべての IP アドレスを指定します。a.b.c.d e.f.g.h

a.b.c.d から a.f.g.h までの範囲を指定する短縮された形式a.b.c.d f.g.h

a.b.c.d から a.b.g.h までの範囲を指定する短縮された形式a.b.c.d g.h

a.b.c.d から a.b.c.h までの範囲を指定する短縮された形式a.b.c.d h

ネットワーク内のすべてのアドレスを指定します。a.b.c.d/mask
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たとえば、172.20.0.0 から 172.20.3.255 の範囲にあるすべてのアドレスを割り当てる

には、172.20.0.0 3.255 を指定します。または、クラス C ネットワークですべてのア

ドレスを割り当てるには、10.20.30.0/24 を指定します。

注: 自分の配備内のエンドポイントのすべてに対して、IP アドレス プール内

の十分な数のアドレスを指定してください。プール内のアドレスのすべてがエ

ンドポイントに割り当てられているとき、追加のエンドポイントは仮想 IP ア

ドレスを入手できず、保護されているリソースへのアクセスはブロックされま

す。IP アドレスがエンドポイントに割り当てできないとき、SA シリーズ ア

プライアンスはイベント ログにメッセージを記録します。

ネットワークコネクト クライアントサイド IP アドレス プール、またはネッ

トワークコネクト接続プロファイルで指定された DHCP サーバーが、SA シリー

ズ アプライアンスと同じサブネット上に存在するように、ネットワークを設

定することをお勧めします。

ネットワーク トポロジーによって、SA シリーズ アプライアンスの内部 IP

インターフェースと IP アドレス プールまたは DHCP サーバーとが、異なる

サブネットに存在することになった場合、静的ルートをイントラネットのゲー

トウェイ ルーターに追加して、企業リソースと SA シリーズ アプライアンス

が内部ネットワークで相互アクセス可能にする必要があります。

LAN または WAN 上でマルチユニット クラスタを実行している場合は、クラス

タ内の各ノードで有効なアドレスが IP アドレス プールに含まれていること

を確認します。次に、この IP アドレス プールに適用する各ノードの IP フィ

ルタを設定します。

SA シリーズ アプライアンスは、アクティブ/アクティブ クラスタのネット

ワークコネクトでは共通 IP アドレス プールはサポートしていません。A/A

ネットワークコネクト配備では、ネットワークコネクト IP プールをノード固

有のサブプールに分割することをお勧めします。さらに、協調的にバックエン

ド ルーター インフラストラクチャにおいて静的ルーティング設定を行うこと

をお勧めします。各サブプールへの静的ルートが、次ホップ ゲートウェイと

してホスティング クラスタ ノードの内部 IP アドレスを指すようにします。

IP アドレス プールは、属性置換もサポートします。たとえば、このフィールドに

<userAttr.Framed IP Address> など、RADIUS ロール マッピング属性を入力すること

ができます。

5. Connection Settings セクションで、この接続プロファイルの転送、暗号化、圧縮の設定を

指定します。SSL が deflate 圧縮法を使用するのに対し、ESP は、LZO 圧縮を使用します。
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圧縮は遅いリンクには有効ですが、極度に大きい配備では、サイクルが余分にデータの圧縮

に使用されるので、問題が生じることがあります。

a. カプセル化と転送の方法について、以下のいずれかを指定します。

• ESP (maximize performance) － UDP カプセル化 ESP 転送方法を使ってクライアント

と SA シリーズ アプライアンス間のデータを安全に転送するには、このオプションを

選択します。UDP ポート、ESP to SSL フォールバック タイムアウト値、ESP 暗号

化キー有効期間の値を定義することにより、データ転送パラメータをさらにカスタマ

イズできます。

注: ESP は、FIP アプライアンスではサポートされません。SSL を使用し

てください。FIPS アプライアンスで ESP を選択しても、SSL 転送方法が

使用されます。

• SSL (maximize compatibility) － この接続プロファイルに標準の SSL 転送方法を使

用するには、このオプションを選択します。

b. ESP 転送方法に SA シリーズ アプライアンスのデフォルト値を使用する場合には、次の

ステップに進みます。デフォルト値を使用しない場合は、次の値を使用できます。

• UDP port － UDP 接続トラフィック送信用の SA シリーズ アプライアンスのポートを

指定します。デフォルトのポート番号は 4500 です。

注: カスタムのポート番号を指定しても、または SA シリーズ アプライア

ンスで設定されたデフォルトのポート番号（4500）を使用しても、他のデ

バイスおよび暗号化されたトンネルは、SA シリーズ アプライアンスとネッ

トワークコネクト クライアント間で UDP トラフィックをやり取りできる

ようにする必要があります。たとえば、インターネットと企業イントラネッ

ト間でエッジ ルーターとファイアウォールを使用する場合、ルーターと

ファイアウォールの両方でポート 4500 を有効にし、ポート 4500 が UDP

トラフィックを渡せるように設定する必要があります。

• ESP to SSL fallback timeout － UDP 接続失敗の後、すでに確立されている SSL 接

続へフォールバックする時間（秒数）を指定します。デフォルトの時間は 15 秒です。

注: フォールバックが発生すると、設定できない 60 秒のアイドル タイム

アウトも影響を受けます。トンネルが ESP を通して確立された後、ネット

ワークコネクト クライアントは、ESP チャネルで非アクティブ状態が 60

秒続くと（アイドル タイムアウト）、キープ アライブを送信します。し

たがって、フォールバックまでの合計時間はフォールバック タイムアウト

にアイドル タイムアウト（60 秒）を加えた時間になります。たとえば、

ESP から SSL へのフォールバックのタイムアウトに 25 秒を設定した場

合、ネットワークコネクト クライアントが切り替わるのに、約 60+25、つ

まり 85 秒かかります。
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• Key lifetime － SA シリーズ アプライアンスが、この接続プロファイルに対して同

じ ESP 暗号化キーを連続して使用する期間を、分単位で指定します。ローカル サイ

ドとリモート サイドの両暗号化転送トンネルは、限られた時間だけ同一の暗号化キー

を使用することによって、許可のないアクセスを防ぎます。デフォルトの時間は 20

秒です。

注: 頻繁に暗号化キーを変更すると、SA シリーズ アプライアンスの CPU

の負担を増加させます。

• Replay Protection － SA シリーズ アプライアンスでの再生保護を有効にするには、

このオプションを選択します。このオプションを有効にすると、ネットワークからの

悪意のある「繰り返し攻撃」の防御に役立ちます。クライアントからパケットを受信

すると IP ヘッダー情報をチェックし、同じ IP ヘッダー情報を持つパケットが受信

されていないか確認します。すでに受信している場合、そのパケットは拒否されます。

ネットワークコネクト リソース ポリシーでは、デフォルトで有効です。

Enable TOS Bits Copy オプションを有効にすると、TOS ビットが異なる IP パケット

は、ネットワークのゲートウェイ ルーターを通過するときに、順序が変更される場合

があります。SA シリーズ アプライアンスに到着したとき、不正な順序で受信したパ

ケットが自動的に廃棄されるように、このリソース ポリシーでは Replay Protection

オプションを無効にできます。

注: クライアントの複数のソースからパケットを受信することを想定して

いない場合は、再生保護を有効のままにしておくことをお勧めします（た

とえば、1 つのアプリケーションだけがネットワークコネクト トンネル上

でトラフィックを送受信している場合など）。

c. 暗号化の方法を、以下のいずれかを選択して指定します。

注: このページの圧縮と暗号化のオプションは、ESP モードにのみ該当しま

す。SSL を選択すると、これらの値は無視されます。SSL モードでは、圧縮

は、System Maintenance Options ページの Enable GZIP compression オプ

ションによって制御されます。

• AES128/MD5 (maximize performance) － このオプションでは、データ チャネルで AES

（Advanced Encryption Standard）128 ビット暗号化を使用し、ネットワークコネク

ト セッション時に MD5 認証方法を使用するよう、SA シリーズ アプライアンスに指

示します。

• AES128/SHA1 － このオプションでは、データ チャネルで AES 128 ビット暗号化を使

用し、ネットワークコネクト セッション時に SHA1 認証方法を使用するよう、SA シ

リーズ アプライアンスに指示します。
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• AES256/MD5 － このオプションでは、データ チャネルで AES 256 ビット暗号化を使

用し、ネットワークコネクト セッション時に MD5 認証方法を使用するよう、SA シ

リーズ アプライアンスに指示します。

• AES256/SHA1 (maximize security) － このオプションでは、データ チャネルで AES

256 ビット暗号化を使用し、ネットワークコネクト セッション時に SHA1 認証方法を

使用するよう、SA シリーズ アプライアンスに指示します。

注: MD5 認証アルゴリズムはデジタル署名を作成します。MD5 認証方法は、

入力文字列（たとえばユーザーの ID やサインイン パスワードなど）を固定

の 128 ビット指紋（「メッセージ ダイジェスト」とも呼ばれる）に変換し

てから、SA シリーズ アプライアンスとの送受信を行います。SHA1 認証法

は、ユーザー ID とパスワード情報をコード化するのに簡単に使用でき、効

果的です。

SHA1 アルゴリズムは、ユーザー ID またはパスワード文字列から成る文字

を、判読不能なテキストに変換し、そのテキストを SA シリーズ アプライア

ンスと送受信します。同じアルゴリズムを使用して変換を元に戻してから、

認証サーバーに提示します。

AES256 は、Windows XP 上のネットワークコネクトでの SSL 転送方法ではサ

ポートされません。

d. 接続をセキュリティ保護するために圧縮を使用するかどうか指定します。

6. DNS Settings セクションで、クライアントに送信する設定を指定します。SA シリーズ ア

プライアンスの値、カスタム値、または DNS サーバー、DNS ドメイン、NetBIOS サーバー

について DNCP サーバーが SA シリーズ アプライアンスに送信する値を送信できます。

• IVE DNS Settings － SA シリーズ アプライアンスの DNS 設定を送信するには、このオ

プションを選択します。

• Manual DNS Settings － 指定した設定で標準の DNS 設定を上書きするには、このオプ

ションを選択します。

• Primary DNS － プライマリ DNS の IP アドレスを入力します。

• Secondary DNS － セカンダリ DNS の IP アドレスを入力します。

• DNS Domain(s) －「yourcompany.com, yourcompany.net」など、DNS ドメインを入力し

ます。

• WINS － WINS 解決名または IP アドレスを入力します。

• DHCP DNS Settings － DHCP サーバーが SA シリーズ アプライアンスに送信する値を送

信するには、このオプションを選択します。DHCP サーバーが値を送信しなければ、SA シ

リーズ アプライアンス DNS 設定へのフォールバックは行われません。

• DNS サーバーについて許可規則を作成する場合には、Auto allow IP's in DNS/WINS オ

プションを選択します。たとえば、IP アドレス 10.0.0.0 からの要求を許可するポリシー

を定義しているのに対して、DNS サーバーのアドレスが 172.125.125.125 の場合、DNS
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サーバー要求は破棄されます。このオプションを選択すると、アプライアンスが DNS 要

求を許可する規則を作成します。

• スプリット トンネルが有効化されている場合にのみ、DNS search order セクションで、

DNS サーバー検索順序を以下から選択します。

• Search client DNS first, then the device

• Search the device’s DNS servers first, then the client

7. Proxy Server Settings セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。

• No proxy server － 新しいプロファイルはプロキシ サーバーが不要であると指定しま

す。

• Automatic (URL for PAC file on another server) － PAC ファイルがあるサーバーの

URL と、ネットワークコネクトが PAC ファイルの更新されたバージョンをポーリングす

る間隔（分単位）を指定します。ネットワークコネクトに更新された PAC ファイルを 10

分間隔でチェックさせることができます。デフォルト（および最小）の更新間隔は 10 分

です。PAC ファイルは、ローカルの PC ではなく Web サーバー上に存在する必要があり

ます。

注: ネットワークコネクトでは、内部（サーバー側）PAC ファイルのサイズを

最大 30 K に制限しています。

SA シリーズ アプライアンス上で PAC ファイル更新方法は 10 分間隔で実行

されます。更新周期を 10 の倍数に指定すると、正確にその時間に実行されま

す。更新周期を 10 の倍数でない値に指定すると、10 の倍数に繰り上げられ

た周期で実行されます。たとえば、15 分に更新周期を指定すると、SA シリー

ズ アプライアンスは、20 分ごとに PAC ファイルを更新します。

• Manual configuration － サーバーの IP アドレスまたはホスト名を指定し、ポートを割

り当てます。

• Preserve client side proxy settings － デフォルトでは、ネットワークコネクトは、

必要に応じてプロキシ設定を変更できます。たとえば、ネットワークコネクトは、ネット

ワークコネクト セッション宛のトラフィックが、一時的なプロキシ設定を使用するよう

に、ブラウザのプロキシ設定を一時的に変更できます。クライアント側のプロキシ設定を

ネットワークコネクトが無効にするのを防ぐには、Preserve client side proxy settings

オプションを選択します。

このオプションを選択すると、ネットワークコネクトが接続を確立した後に、HTTP と FTP

のトラフィック パスが変わる場合があります。プロキシ論理とスプリット トンネルのオ

プションを分析し、意図したようにトラフィックが流れるか確認してください。

8. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。
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• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

9. Save Changes をクリックします。

10. NC Connection Profiles ページで、SA シリーズ アプライアンスでのプロファイル評価の

順序に従って、プロファイルに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンスで、ユー

ザーから要求されたリソースが、プロファイル（または詳細規則）の Resource リスト内の

リソースとマッチすると、指定されたアクションが実行され、プロファイルの処理が停止さ

れます。

ネットワークコネクト スプリット トンネリング ポリシーの定義する

Network Connect Split Tunneling タブを使用して、ネットワークコネクト リソース ポリシー

を作成します。このリソース ポリシーでは、リモート クライアントと企業イントラネット間

のトラフィックを SA シリーズ アプライアンスが処理するためのネットワーク IP アドレス/

ネットマスクの組み合わせを、1 つ以上指定します。また、ネットワークコネクト トンネルを

通過してはいけないトラフィックを指定できます。

スプリット トンネリングを使用すると、ネットワークコネクトがクライアント上のルートを修

正することによって、企業イントラネット ネットワークに向けられたトラフィックがネット

ワークコネクトに向かい、その他すべてのトラフィックがローカルの物理アダプタを経由する

ようにします。SA シリーズ アプライアンスはまず、物理アダプタ経由のすべての DNS 要求の

解決を試み、次に、失敗した要求をネットワークコネクト アダプタにルーティングします。

例：

• スプリット トンネリングが無効であり、除外ルートに 10.204.50.0/24 が含まれる場合、

10.204.50.0 ネットワーク以外のすべてのトラフィックは、ネットワークコネクトを通過し

ます。

• スプリット トンネリングが有効であり、許可ルートに 10.204.64.0/18 が含まれ、除外トラ

フィックに 10.204.68.0/24 が含まれるとします。このシナリオでは、10.204.64.0/18 から

10.204.127.0/18 へのネットワークは、ネットワークコネクト トンネルを通過します。一

方、10.204.68.0/24 ネットワークは、ネットワークコネクト トンネルを通過しません。

• スプリット トンネリングが有効であり、許可ルートに 10.204.64.0/24（除外ルートのサブ

ネット）が含まれ、除外ルートに 10.204.64.0/18（許可ルートのスーパー セット）が含ま

れる場合、許可ネットワークのトラフィックは、依然としてネットワークコネクト トンネル

を通過するようルーティングされます。

ネットワークコネクト スプリット トンネリング ネットワーク リソース ポリシーを作成する

には、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Network Connect > Split tunneling

Networks を選択します。

2. Network Connect の Network Connect Split Tunneling ページで、New Policy をクリック

します。

3. New Policy ページで、以下を入力します。
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• このポリシーに付ける名前

• ポリシーの説明（オプション）

4. Resources セクションで、SA シリーズ アプライアンスがリモート クライアントと企業イ

ントラネット間のトラフィックを処理すためのネットワーク IP アドレス/ネットマスクの

組み合わせを、１ つ以上指定します。/（スラッシュ）表記を使用してネットワークを指定

することもできます。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

6. Action セクションで、以下を指定します。

• Allow access － Resources リストで指定したネットワーク IP アドレスとネットマスク

の組み合わせは、ネットワークコネクト トンネルを通過します。

• Exclude access － Resources リストで指定したネットワーク IP アドレスとネットマス

クの組み合わせは、ネットワークコネクト トンネルを通過しません。

• Use Detailed Rules（「Save Changes」をクリックした後、利用可能） － 指定されたリ

ソースに制限を追加するリソース ポリシー規則を定義する場合に、このオプションを選

択します。

注: Junos Pulse 1.0 は、Exclude access オプションをサポートしません。

7. Save Changes をクリックします。

8. Network Connect Split Tunneling Policies ページで、SA シリーズ アプライアンスでの

ポリシー評価の順序に従って、ポリシーに順序を設定します。SA シリーズ アプライアンス

で、ユーザーから要求されたリソースが、ポリシー（または詳細規則）の Resource リスト

内のリソースとマッチすると、指定されたアクションが実行され、ポリシーの処理が停止さ

れます。

使用例: ネットワークコネクト リソース ポリシーの設定

このトピックでは、実際のネットワークコネクト アプリケーションについての説明と、ネット

ワーク上のリモート ユーザーにアクセスを提供するリソース ポリシーを適切に設定する手順

について、記述しています。

大規模な金融機関（または「フォーチュン企業」）では、ネットワークコネクトのような強固

なクライアント サインイン アプリケーションが必要です。これにより、遠隔地の社員が、本

社の広範囲な企業リソースに、シームレスなネットワーク接続を行うことができます。通常、
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リモート ユーザーは、シンプルな E メールまたはミーティング予定作成アプリケーション以

外にも、ノートパソコンやクライアントのコンピュータで複数のアプリケーションにアクセス

できる必要があります。これらリモートの「スーパー ユーザー」または「パワー ユーザー」

には、Microsoft OutlookTM、OracleTM データベース、RemedyTM ケース管理システムなどの、

パワフルなサーバー アプリケーションに対して、セキュアで暗号化されたアクセスが必要とな

ります。

このシナリオでは、以下を想定しています。

• 同じ SA シリーズ アプライアンスを経由して金融機関の企業リソースにアクセスする、小グ

ループのリモート ユーザーが存在する

• すべてのユーザーのユーザー ID には、同じロール「user_role_remote」が割り当てられて

いる

• ホストチェッカーとキャッシュクリーナーが設定され、SA シリーズ アプライアンスへのロ

グイン時とネットワークコネクト セッションの起動時に、ユーザーのコンピュータを確認す

る。

• すべてのユーザーは、以下の属性で本社の 3 つの大型サーバーにアクセスできる必要があ

る。

• IP アドレス 10.2.3.201 で “outlook.acme.com” にアクセス

• IP アドレス 10.2.3.202 で “oracle.financial.acme.com” にアクセス

• IP アドレス 10.2.3.99 で “case.remedy.acme.com” にアクセス

• この企業は、その IP アドレス プールを厳重に管理したいため、各 SA シリーズ アプライ

アンスは、IP アドレスをリモート ユーザーに供給します（特定の SA シリーズ アプライア

ンスは、10.2.3.128 ～ 10.2.3.192 間の IP アドレスを制御します）。

• この企業は、アクセスをできるだけ安全にすることと同時に、クライアントのダウンタイム

を最小限にすることに関心があります。

このフォーチュン企業のリモート ユーザーに適切なアクセスを提供するには、ネットワークコ

ネクト リソース ポリシーを以下のように設定します。

1. 新しいネットワークコネクト リソース ポリシーを作成し、これに、リモート ユーザーに

アクセスを許可する 3 台のサーバーを指定します。

a. Resources セクションで、3 台のサーバー（“outlook.acme.com”、

“oracle.financial.acme.com”、および “case.remedy.acme.com”）にアクセスを許

可するために必要な IP アドレスの範囲を、改行で区切って指定します。

udp://10.2.3.64 127:80,443

udp://10.2.3.192 255:80,443

注: リソースの 10.1.1.1 128:∗ への設定は、サポートされていません。設

定すると、エラーが発生します。

b. Roles セクションで Policy applies to SELECTED roles オプションを選択して、Selected

roles リストで “user_role_remote” ロールだけが表示されるようにします。
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c. Action セクションで、Allow access オプションを選択します。

2. ネットワークコネクト接続プロファイルを新規で作成し、クライアントと SA シリーズ ア

プライアンスとの間のデータ トンネルの転送と暗号化の方法を定義します。

a. IP address assignment セクションで IP address pool オプションを選択し、関連する

テキスト フィールドで 10.2.3.128 192 を入力します。

b. Connection Settings セクションで、ESP transport オプションと AES/SHA1 暗号化オ

プションを選択します。

c. Roles セクションで Policy applies to SELECTED roles オプションを選択して、Selected

roles リストで “user_role_remote” ロールだけが表示されるようにします。

ネットワークコネクト帯域幅管理ポリシについて

帯域幅管理はネットワーク インターフェイス上で送受信されるトラフィック レートを管理し

ます。帯域幅管理は、余分なパケットを破棄し、ユーザーに特定量の帯域幅が割り当てられる

ようにします。指定したレートと同等またはそれ以下のトラフィックの送信が保証されます。

指定したレートを超えるトラフィックはドロップまたは遅延されます。

保証されている総帯域幅と予備の帯域幅が、ユーザーがログイン、ログアウトする度にトラッ

キングされアップデートされます。予備帯域幅は、管理者が設定した最大帯域幅からログイン

したユーザーに対する総保証帯域幅を引いた値と定義されます。

保証帯域幅と最大帯域幅はロール レベルで定義されます。この限度はロール内の各ユーザーに

適用され、各ユーザーは少なくとも保証された帯域幅を必ず受け取れますが、設定された最大

幅を超えることはありません。ユーザーが複数のロールにマッピングされている場合、最も高

い最大帯域幅が適用されます。ロールに対する保証帯域幅を定義していない場合、そのロール

内のユーザーはログインすることはできますが、帯域幅は保証されません。つまり、保証帯域

幅はゼロに設定されます。

帯域幅管理は IVS にも適用されます。管理者は、各 IVS の総保証帯域幅を設定し、各 IVS 内

のロールに対して最大帯域幅を設定します。各 IVS の総保証帯域幅は、装置の最大帯域幅と同

等かそれ以下でなければなりません。全 IVS の全てのネットワークコネクトの最大帯域幅の合

計は、ネットワークコネクトの最大帯域幅と同等かそれ以下でなければなりません。SA シリー

ズ アプライアンス（System > Network > Overview）および IVS（System > Virtual Systems

> root）両方に対する帯域幅を必ず設定してください。

注: 複数の IVS システムで同じ VLAN を使用する場合、帯域幅管理はサポートされ

ていません。

使用可能な総帯域幅を超える帯域幅を SA シリーズ アプライアンスが使用することのないよう

に、ネットワークコネクトのトンネルを開始する能力は制限されています。ユーザーは、自身

のロールに対して保証されている帯域幅が使用可能な場合に限り、ネットワークコネクトを開

始することができます。一旦、ユーザーがネットワークコネクト セッションを開始すると、帯

域幅の制限を理由にドロップされることはありません。以下の表に示されているように、権限

レベルによりこの制限が管理されます。
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表32: 権限レベルと最大帯域幅率

ネットワークコネクト最大帯域幅率権限レベル

最大 50％低

最大 75％中

最大 90％高

最大 100％最大

たとえば、権限レベル「低」を割り当てられているユーザーは、現在のネットワークコネクト

の帯域幅使用量が、設定されている ネットワークコネクト最大帯域幅の 50％ 未満であれば、

ネットワークコネクトを開始することができます。権限レベル「最大」を割り当てられている

ユーザーは、使用可能な SA シリーズ アプライアンス帯域幅があれば、その値に関係なく、い

つでもネットワークコネクトを開始することができます。

ユーザーがネットワークコネクトの接続開始を試行すると、すべてのオープンなネットワーク

コネクト接続の全保証最大帯域幅は、設定された ネットワークコネクト総帯域幅で分割されま

す。得られた値がそのユーザーの設定された権限レベル未満の場合、ユーザーのネットワーク

コネクト接続が確立されます。それ以上である場合は、ネットワークコネクト接続要求は拒否

されます。たとえば、ユーザーの権限が 75％ で、計算された現在の使用率が 70％ であれば、

ユーザーのネットワークコネクト接続は確立されます。計算された現在の使用率が 80％ の場

合、ユーザーのネットワークコネクト接続要求は拒否され、エラー コード 23791 が表示され

ます。

注: 一般従業員には「低」か「中」権限レベルを割り当てることをお勧めします。

高い権限を持つ従業員には、帯域幅が利用可能なかぎりいつでもイントラネットに

アクセスできるよう、「最大」権限レベルを割り当てることができます。

ユーザーにネットワークコネクト トンネル設定のために帯域幅が割り当てられていない場合、

ログインはできますが、行えることが制限されます。たとえば、Web E メールのみにアクセス

ができる等に制限されます。

保証最小帯域幅とは、ネットワークコネクト接続が一旦確立された後に、ユーザーに保証され

る帯域幅です。残りのネットワークコネクト帯域幅が保証最小帯域幅よりも少ない場合、ユー

ザーのネットワークコネクト接続要求は拒否され、エラー コード 23791 が表示されます。保

証最小帯域幅は、SA シリーズ アプライアンスのネットワークコネクト最大帯域幅よりも小さ

くなければなりません。

最大帯域幅とは、ユーザーがネットワークコネクト接続で使用可能な帯域幅です。これは帯域

幅が利用可能な場合に、ユーザーが使用できる最大帯域幅です。たとえば、ユーザーの最大帯

域幅が 100kbps である場合、そのユーザーは利用可能な帯域幅に関わらず、100kbps を超える

帯域幅を使用することはできません。

以下のフローチャートはその決定プロセスを表しています。

帯域幅管理の統計数値は、システム スナップショットに記録されます。
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注: ネットワークコネクト帯域幅管理ポリシを使用するには、装置用に最大帯域幅

とネットワークコネクトの最大帯域幅を指定する必要があります。

ユーザーが複数ロールにマップされている場合

ユーザーが複数ロールにマップされている場合は、以下の決定プロセスが行われます。

• 定義されている特権レベルに基づき、帯域幅管理ポリシを計算します。

• 現在の帯域幅使用率を計算し、マップされたロールの帯域幅管理ポリシの特権レベルと比

較します。

• ユーザーによるネットワークコネクト トンネルの設定を許可していない権限レベルの帯域

幅管理ポリシはすべて破棄されます。

• 条件に一致する帯域幅管理ポリシを比較し保証最小帯域幅の値が最も大きいポリシを選択し

ます。保証最小帯域幅の最大値が同じポリシが 2 つ以上ある場合、最大帯域幅の値が最も大

きいポリシが優先されます。

たとえば、あるユーザーに 3 つのロールが割り当てられており、各ロールの帯域幅管理ポリシ

が以下のように設定されている場合については、次のようになります。

ロール 3ロール 2ロール 1

100 mbps200 mbps100 mbps最小保証帯域幅

400 mbps400 mbps500 mbps最大保証帯域幅

最大高中権限レベル

現在の帯域幅総使用率が 80％ の場合、

• ロール 1 の権限は、ネットワークコネクト トンネルをセットアップするには不足している

ので、ロール 1 の帯域幅管理ポリシは無視されます。

• ロール 2 のポリシは、ロール 3 の最小保証帯域幅よりも値が高いので、ロール 2 が優先さ

れます。このユーザーは、200mbps の最小保証帯域幅と 400mpbs の最大保証帯域幅を受け取

ります。

しかし、現在の帯域幅総使用率が 92% の場合は、ロール 3 の権限のみが NC トンネルをセッ

トアップできます。したがって、ロール 3 の帯域幅管理ポリシが使用されます。したがって、

このユーザーは、100mbps の最小保証帯域幅と 400mpbs の最大保証帯域幅を受け取ります。

制限事項

帯域幅管理は、以下の状況では正しく機能しない場合があります。

• 複数の IVS が同じ SA シリーズ アプライアンス内部ポートを使用している場合。

• 複数の IVS が同じ VLAN IP を使用している場合。

• 複数 IVS 間でネットワークコネクト IP が重複している場合。
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ネットワークコネクト帯域幅管理リソース ポリシーの作成

ネットワークコネクト帯域幅管理リソース ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Network Connect > NC Bandwidth

Management を選択します。

2. ネットワークコネクトの Network Connect Bandwidth Management ページで、New Policy

をクリックします。

3. New Policy ページで、以下を入力します。

• このポリシーに付ける名前

• ポリシーの説明（オプション）

4. Bandwidth Management Settings セクションで以下を指定します。

• Admission Privilege Level — ユーザーによるネットワークコネクト セッション開始を

許可するネットワークコネクト最大帯域幅のパーセンテージを選択します。帯域幅がこの

パーセンテージ以下の場合にのみ、ユーザーはログインできます。

• Guaranteed Minimum Bandwidth — ユーザーがネットワーク セッションを開始した後の最

小帯域幅を指定します。

• Maximum Bandwidth — ユーザーがネットワーク セッションを開始した後の最大帯域幅を

指定します。

注: 最大帯域幅は、装置の最大規定値以下でなければなりません。

5. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

6. Save Changes をクリックします。

IP フィルタの設定

SA シリーズ アプライアンスがネットワークコネクト IP プールに適用する IP フィルタは、

管理者コンソールの System > Network > Network Connect タブで指定できます。

ネットワークコネクト フィルタ リストに IP アドレスを追加するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Network Connect を選択します。
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2. IP アドレスとネットマスクの組み合わせを指定して、Add をクリックします。このページ

で指定したフィルタが、ユーザーの要求に対応するネットワークコネクト IP プールのリ

ソース ポリシーに適用されます。

ネットワークコネクト サーバー IP アドレスの指定

サーバーサイドのネットワークコネクト プロセスは、サーバー IP アドレスを使用して、企業

リソースと通信します。

注: ネットワークコネクト サーバー IP アドレスは、Juniper Networks Support

チームから指示があった場合にのみ変更してください。

ネットワークコネクト サーバー IP アドレスは、NC 接続プロファイルの一部として指定され

ている IP アドレス プールの一部にはできません。すなわち、この IP アドレスは、ネット

ワークコネクト用に設定された IP アドレス プールの範囲内、または DHCP サーバーによって

割り当てることができる IP アドレスにはできません。

ネットワークコネクト インストーラの概要

ネットワークコネクト アプリケーションを Windows の実行可能ファイルとしてダウンロード

するには、Maintenance > System > Installers を選択します。

ネットワークコネクト インストール プロセスの依存関係

インストール中、ネットワークコネクトは複数のシステム コンポーネントと互いに影響し合っ

てチェックや検証を行います。以下にインストールにおける実行順序を示しています。ネット

ワークコネクトのインストール プロセスのデバッグの際、参照すると便利です。

1. 事前インストール手順の開始方法

a. コマンド ライン引数を解析します。

b. コマンド ラインで適切な変数を設定します。

c. 必要に応じてコマンドを処理します。

d. コマンド ラインのエントリがヘルプあるいはバージョン情報で応答すると、コマンド

ラインの処理の後に、ネットワークコネクトのインストール プログラムが終了します。

通常これは、ネットワークコネクトのインストーラをスタンドアロンのインストーラと

して実行すると生じます。

2. システムの検証方法

a. OS を確認します。ネットワークコネクトは、Windows 98、Windows 2000、Windows XP

のみをサポートしています。OS が Windows 95、ME、あるいは NT 4.0 の場合、エラー

が表示されて、検証プロセスが中止されます。

b. 管理者権限を確認します。
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c. サード パーティの GINA コンポーネント － GINA を登録する必要がある場合、登録さ

れた既存の GINA コンポーネントがあるかを確認します。ある場合は、インストールを

中止します。

3. すでにネットワークコネクトがインストールされている場合、既存のネットワークコネクト

のアップグレードのモードでアンインストールをトリガします。

4. 既存のネットワークコネクトのアンインストール処理が完了するまで待機します（アップグ

レード モードにて）。

5. アンインストール処理がタイムアウトになると、エラー メッセージが表示され、ネットワー

クコネクトのインストールが中止されます。そうでない場合は、ネットワークコネクトのイ

ンストールが続行されます。

6. ネットワークコネクト コンポーネントにログ作成レジストリ キーを作成します。

7. ネットワークコネクトのインストールを開始します。

8. 共有コンポーネントのインストール方法

a. 共有コンポーネントの sharedDll レジストリ値をチェックして、これが共有コンポーネ

ントのインストールの最初のインスタンスであるかを確認します。

b. Neo_CleanInst フラグが設定されているかを確認します。

c. 手順 a あるいは手順 b が true である場合、sharedDll レジストリ値がクリーンであ

ることを確認します。

d. サービスをまだ実行している場合は、停止します。

e. インストールとドライブを確認します。

• ドライバがインストールされていて、それがクリーンなインストールである場合、ド

ライバをアンインストールします。

• ドライバがインストールされていて、それがクリーンなインストールでない場合、ド

ライバのバージョンを比較します。

• アップグレードの場合は、ドライバ インストール フラグを設定します。そうでない

場合は、ドライバをインストールしないでください（現行のより新しいバージョンの

ドライバを維持します）。

9. ネットワーク コネクト コンポーネントのインストール方法

a. ドライバのインストール フラグが設定されている、またはクリーンなインストールであ

る場合、ドライバをインストールします。

b. ネットワークコネクト サービスおよび GINA コンポーネントの共有コンポーネント イ

ンストール マクロを呼び出します。このマクロは、バージョンの比較を行い、適切な

アップグレードを行い、sharedDll レジストリ キーの値を増加させます。

c. 他のネットワークコネクト バイナリ ファイルをコピーします。
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d. msGINA によってロックされている可能性があるファイルに対し NCCopyFile マクロを呼

び出します。このマクロは、古いファイル名の変更を行い、再起動の際にそのファイル

を削除します。

e. GINA フラグが設定されている場合、GINA を登録します。

10.ユーザーの config.ini にロケール設定および GINA 設定を保存します。

11. NCService を開始します。

12.プログラムのショートカットを作成します。

13.アンインストール レジストリ キーを作成します。

14.ネットワークコネクトのユーザー インターフェースを開始します。

15.ネットワークコネクトのインストール プロセスを終了します。

16.インストール後の手順の開始方法

a. 製品のバージョンを印刷して、インストール ログを管理者ログ ファイルに追加します。

b. 再起動フラグが設定されている場合は、再起動します。

ネットワークコネクト アンインストール プロセスの依存関係

アンインストール中、ネットワークコネクトは複数のシステム コンポーネントと互いに影響し

合ってチェックや検証を行います。以下にアンインストールにおける実行順序を示しています。

ネットワークコネクトのアンインストール プロセスのデバッグの際、参照すると便利です。

1. 事前アンインストール手順の開始方法

a. 以下を含むコマンド ライン引数を解析します。

• ロケール

• クリーンなアンインストール フラグ

• アップグレード フラグ

2. アンインストール操作を開始します。

3. 管理者権限を確認します。

4. GINA が登録されている場合、登録解除します。

5. アップグレード モードでアンインストールを行っている場合は、ネットワークコネクト

サービスを停止します。

6. アップグレード モードでアンインストールを行っていない場合は、現在の sharedDll レジ

ストリ キーの値をチェックします。値が 1 の場合、共有コンポーネントを使用する唯一の

インスタントであるため、以下を行います。

a. ドライバをアンインストールします。

b. ドライバ ファイルを削除します。
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c. ネットワークコネクト サービスを停止して登録解除します。

7. 共有コンポーネント マクロを呼び出して、共有コンポーネントをアンインストールします。

このマクロは、SharedDLL レジストリ キーの値を減少させ、ソース ファイルを削除しま

す。

注: アンインストール プロセスがアップグレード モードで行われている場合、

この手順は実行されません。アンインストールはネットワークコネクトのインス

トール プロセスからトリガされ、インストール プロセスの共有コンポーネント

マクロが共有コンポーネントのアップグレード操作を処理するからです。

8. 他のネットワークコネクト ファイルを削除します。以下が削除対象となります。

• dsNcAdmin.dll

• dsNcDiag.dll

• versioninfo.ini

9. NCDeleteFile マクロを呼び出して、msGINA によってロックされている可能性があるファイ

ルを削除します。

10.ネットワークコネクト レジストリ キーを削除します。

11.ネットワークコネクトのプログラム ファイル ディレクトリを削除します。

12.アンインストール プロセスを終了します。

13.製品のバージョンを印刷して、ネットワークコネクト インストール ログを管理者ログに追

加します。

14.再起動フラグが設定されている場合は、再起動します。

ネットワークコネクト ランチャ（NC ランチャ）の概要

ネットワークコネクト ランチャは、非常に小さい範囲のクライアントサイドのコマンドライン

ユーティリティです。動作可能なネットワークコネクト クライアントを必要とする他のアプリ

ケーションとともに、NC ランチャをバンドルすることができます。他のアプリケーションに

NC ランチャをバンドルすることによって、エンドユーザーが簡単にこれらのアプリケーション

にアクセスできるようになります。NC ランチャによって、スクリプト、バッチ ファイル、ま

たはアプリケーションからの呼び出しによって、グラフィカルなユーザー インターフェースな

しに NC セッションを起動することができます。

注: NC ランチャは、ロール マッピング オプション をサポートしません。ユーザー

に複数のロールが割り当てられているときには、割り当てられたロールから選択し

なければなりません。NC ランチャを使用していてユーザーに複数のロールが割り当

てられている可能性がある場合には、割り当てられたすべてのロールに対していず

れかのマージ設定を選択するか、各規則によって割り当てられたマージ済みのロー

ルのセットをユーザーに選択させるオプションを選択する必要があります。
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NC ランチャを使用するには、次の操作を行います。

1. NC ランチャを呼び出すスクリプト、バッチ ファイル、またはアプリケーションを作成しま

す。

2. NC ランチャの実行可能ファイルへの呼び出しを含めます。

NC ランチャ コマンドの構文は以下のとおりです。

nclauncher.exe [ version| help| stop| signout] u <user> p <password> url <url> r

<realm> c <certificate name> d <DSID>

アクション引数

NC ランチャのバージョン情報を表示して終了します。version

使用可能な引数情報を表示します。help

ユーザー名を指定します。u <user>

認証用パスワードを指定します。p <password.

Secure Access URL 情報を指定します。url <SA URL>

SA シリーズ アプライアンスがユーザーの資格証明書を送信する領域を指定します。r <realm>

ユーザー名とパスワードの代わりにユーザー認証用に使用する証明書を指定します。<certificate name>

については、証明書の Issued To フィールドで指定される文字列を使用します。

証明書認証を NC ランチャで使用するには、最初に、ユーザー証明書認証経由でサインインできるよう

に SA シリーズ アプライアンスを設定します。トラステッド クライアント CA 証明書を SA シリーズ

アプライアンスで設定し、NC ランチャを実行する前に、対応するクライアントサイド証明書をエンド

ユーザーの Web ブラウザにインストールする必要があります。

c 引数を使用するとき、 url および r <realm> 引数も指定します。

証明書が無効な場合、NC ランチャがコマンド ラインにエラー メッセージを表示し、nnclauncher.log

ファイルにメッセージを記録します。

c <certificate name>

NC ランチャが起動するとき、別の認証メカニズムから NC ランチャにクッキーを渡します。d <DSID>

NC トンネルを終了し、現在のユーザーをサインアウトします。signout

NC トンネルを終了します。stop

注: nclauncher は 2 次認証をサポートしません。

たとえば、エンドユーザーに簡単なログイン アプリケーションを配布することができます。こ

のアプリケーションでは、エンドユーザーのユーザー名とパスワード、アクセスしようとする

SA シリーズ リソース、および割り当てられている領域を取り込むことができます。
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この例では、エンドユーザーが入力する資格証明書を取り込むために以下のようにアプリケー

ションに対してスクリプトを書き込む、もしくはロジックを追加し、そして nclauncher.exe

にその資格証明書を引数として渡す必要があります。

nclauncher.exe u JDoe p my$Pass84 url https://int company.portal.com/usr r User

次の表は、NC ランチャが終了したときに返すコードの一覧です。

説明Code

( Stop/ Signout) ネットワークコネクトが実行されていません。システム エラーが発生しました。1

ネットワークコネクトが開始しました。0

無効な引数1

ネットワークコネクトはセキュア ゲートウェイへの接続ができません。2

ネットワークコネクトはサーバーで認証できません。3

指定されたロールが無効であるか、存在しません。4

必要な事前認証アプリケーションが起動できなかったので、ネットワークコネクトが実行できません。5

ネットワークコネクトのインストールが失敗しました。6

ネットワークコネクトは、必要なソフトウェア アップグレードを行うことができませんでした。8

接続しようとしているサーバーは、この機能をサポートしていません。10

ネットワークコネクトはクライアント証明書の認証に失敗しました。12

証明書が無効なため、ネットワークコネクトはクライアント証明書の認証に失敗しました。15

証明書が有効期限切れのため、ネットワークコネクトはクライアント証明書の認証に失敗しました。16

証明書が取り消されているため、ネットワークコネクトはクライアント証明書の認証に失敗しました。17

ホストチェッカー ポリシが失敗しました。18

ネットワークコネクトがブラウザで起動された場合は、証明書認証はブラウザによって行われ

ます。同様に、ネットワークコネクトが Windows のスタンドアロン アプリケーションで起動

された場合は、アプリケーションが証明書認証を行います。ただし、ネットワークコネクトが

Windows の NC ランチャで起動された場合は、NC ランチャは有効期限切れ、または取り消され

たクライアント証明書を取り扱います。

他のプラットフォーム上のネットワークコネクトを起動する

非 Windows プラットフォーム上でネットワークコネクトのコマンドライン セッションを開始

するには、次の操作を行います。

# cd ~/.juniper_networks/network_connect/

643Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第27章: ネットワークコネクト



# ./ncsvc h host u user p passwd f cert_file [ r realm] [ L log_level] [ g] [ U

sign_in_url] [ y proxy] [ z proxy_port] [ s proxy_user] [ a proxy_password] [ d proxy_domain]

[ v] [ K]

非 Windows プラットフォーム上でスタンドアロンのネットワークコネクトのグラフィカル ユー

ザー インターフェース セッションを開始するには、次の操作を行います。

# cd /user/local/nc/

#<javapath> cp NC.jar NC h host u user p passwd f cert_file [ r realm] [ l log_level]

[ L log_level] [ U sign_in_url] [ y proxy] [ z proxy_port] [ s proxy_user] [ a proxy_password]

[ d proxy_domain] [ n start_script] [ t end_script]

ncsvc のパラメータは次のとおりです。

説明パラメータ

サインイン オプション

SA のホスト名または IP アドレスh host

ユーザー名u user

パスワードp passwd

SA のサインイン領域r realm

サービス ポート番号P port

SA 証明書f cert_file

SA 証明書 MD5 ハッシュm md5hash

SA 領域サインイン URLU url

プロキシ オプション

プロキシ サーバーのホスト名または IP アドレスy proxy

プロキシ サーバーのポート番号z proxy_port

プロキシ サーバーのユーザー名s proxy_user

プロキシ サーバーのパスワードa proxy_pass

プロキシ サーバーのドメイン名d proxy_domain

ロギング オプション
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ログ メッセージのレベル。オプションは次のとおりです。

0 － クリティカル メッセージのみを記録

1 － クリティカル メッセージとエラー メッセージを記録

2 － クリティカル メッセージ、エラー メッセージ、警告メッセージを記録

3 － クリティカル メッセージ、エラー メッセージ、警告メッセージ、情報メッセージ

を記録（デフォルト）

4 － 詳細メッセージを記録

5 － すべてのメッセージを記録

L log level

その他のオプション

バージョン番号を印刷v

ログ ファイルを zip 圧縮してホストへアップロードg

実行中の全 ncsvc サービスを強制終了K

スクリプト オプション

ネットワークコネクト開始スクリプトn start_script

ネットワークコネクト切断スクリプトt end_script

ネットワークコネクト エラーをトラブルシューティングする

エンドユーザーが、支援なしには自分自身で解決できないエラーに遭遇する場合があります。

以下のトピックでは、エンドユーザーに役立つと思われるエラーについて示します。

nc.windows.app.23792

このエラー（または nc.windows.app.1023）が発生した場合には、エンドユーザーは SA シリー

ズ アプライアンスに接続できません。

クライアント コンピュータ、および SA シリーズ アプライアンスの両方の項目を確認してく

ださい。

クライアント側

• このエラーは、クライアント上で Java が適切にインストールされていない可能性を示して

います。クライアントで JRE をアンインストールしてから再インストールします。

• エンドユーザーのコンピュータ上に 1 台以上のサードパーティ クライアントがあると、接

続に障害が発生したり中断される場合があります。VPN クライアント、アンチウイルス ソフ

トウェア、パーソナル ファイアウォール、スパイウェア、その他のタイプのエンドポイント

セキュリティ クライアントを確認する必要があります。

• エンドユーザーのコンピュータの \Documents and Settings フォルダが暗号化されている可

能性があります。ネットワークコネクトは、暗号化されたディレクトリにはインストールで

きません。

SA シリーズ アプライアンス側
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• SA シリーズ アプライアンスの DNS 名検索が、パブリック/プライベート IP アドレスの解

決を行っていないことを確認します。

• NC プロファイルが外部の DHCP サーバーを使用するように設定されている場合には、DHCP

サーバーが SA シリーズ アプライアンスに応答していることを確認します。

• System > Network > Overview を選択し、SA シリーズ アプライアンスに設定された DNS が

あることを確認します。

ダウングレードによるバージョンの矛盾

以前のリリースにダウングレードしたときには、ネットワークコネクトを開始したときにエン

ドユーザーにバージョンの矛盾に関するエラーが表示される場合があります。この問題は、新

しいバージョンのファイルを持っているクライアントでは古いバージョンを適切に使用するこ

とができないために発生することがあります。

この問題を解決するには、以下のファイルを削除してください。

• <user_home>/.juniper_networks/ncLinuxApp.jar

• <user_home>/.juniper_networks/network_connect/∗.∗

この解決策を行ってもバージョンの矛盾の問題が解決しない場合は、システム管理者にお問い

合わせください。

FIPS アプライアンスへの接続時のエラー

「証明書が無効、またはクライアント システムから信頼されないために、セキュア ゲートウェ

イに接続できません。OK をクリックして ネットワークコネクトを終了し、もう一度セキュア

ゲートウェイにサインインしてください。問題が解決しない場合は、管理者へご連絡くださ

い。」というエラーが起きるのは、ネットワークコネクト クライアントが FIPS アプライアン

スからサーバー証明書を受け取けとった時です。また、以下のことがその原因と想定されます。

• SA シリーズ アプライアンスに自己署名された証明書が設定されている場合は、結果として

サーバー証明書が無効、またはクライアント システムから信頼されないかのどちらかになり

ます。

• SA シリーズ アプライアンスに完全証明書チェーンが設定されている場合は、結果としてサー

バー証明書が無効、または root CA 証明書チェーンがクライアントから信頼されていないか

のどちらかになります。

• SA シリーズ アプライアンスに完全な証明書チェーンが設定されているが、リーフ証明書（SA

シリーズ アプライアンスにいくつかの下位 CA がない場合）を送信した場合は、結果として

サーバー証明書が無効である、またはクライアント上に完全な証明書チェーンがないかのど

ちらかになります。
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第5部

システム管理

• システム管理全般 649ページ

• 証明書 687ページ

• システム アーカイビング 723ページ

• ログ作成とモニタリング 763ページ

• トラブルシューティング 787ページ

• クラスタリング 801ページ

• 管理者ロールの委任 829ページ

• インスタント仮想システム 839ページ

• SA シリーズ アプライアンスおよび IDP 相互運用性 891ページ
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第28章

システム管理全般

• 一般的なネットワーク設定 650ページ

• 内部ポートと外部ポート 651ページ

• 内部ポートと外部ポートの設定 652ページ

• 内部ポートと外部ポート 653ページ

• SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンス上で SFP ポートを設定する 654ページ

• SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンス上で管理ポートを設定する 655ページ

• VLAN を SA シリーズ アプライアンスと使用する 656ページ

• 仮想ポートの設定 657ページ

• ネットワーク トラフィックの静的ルートを指定する 659ページ

• ARP キャッシュの作成 660ページ

• IC シリーズ デバイスによってローカル解決されるホスト名を指定する 661ページ

• IP フィルタの設定 661ページ

• 中央管理機能を使用する 662ページ

• システム ユーティリティを設定する 663ページ

• アプリケーション インストーラをダウンロードする 668ページ

• SA シリーズ アプライアンス ライセンス 670ページ

• ライセンス オプションの設定 671ページ

• ライセンス キーのアップグレード 673ページ

• 購読ライセンスの概要 674ページ

• 緊急モードのアクティブ化と非アクティブ化 675ページ

• セキュリティ オプションを設定する 676ページ

• NCP と JCP の設定 679ページ

• Juniper ソフトウェア サービス パッケージのインストール 680ページ

• シリアル コンソールから管理ポート ネットワークを設定する 682ページ

• 管理者コンソールから管理ポート ネットワークを設定する 682ページ

• 静的ルートを管理ルート テーブルに追加する 682ページ

• 管理ポートに証明書を割り当てる 682ページ

• 管理者のサインイン アクセスのコントロール 683ページ
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• 管理ポート経由でサインインする 684ページ

• カスタム式を使用してロールマッピング規則を設定する 684ページ

• 管理ポートのトラブルシューティング 684ページ

• クラスタ上で管理ポートを使用する 685ページ

• 管理ポートが有効なシステムに設定をインポートする 685ページ

一般的なネットワーク設定

SA シリーズ アプライアンスでは、初期設定の際にシリアル コンソールから入力するネット

ワーク設定を変更し、他の Secure Access 機能を有効にするために、IP フィルタなどの追加

のネットワーク設定を行うことができます。このセクションでは、管理者コンソールから指定

できるネットワーク設定の概要について説明します。

システムのポートの状態の表示、SA シリーズ アプライアンスのホスト名の指定、DNS 名の解

決、SA シリーズ アプライアンスの Windows Internet Naming Service（WINS）サーバーおよ

びマスター ブラウザの設定を、管理者コンソールの System > Network > Overview ページで

設定できます。また、このページの設定を使用して、初期設定の際にシリアル コンソールから

入力した DNS と WINS 設定を表示できます。

Windows のワークグループを削除すると、SA ワークグループのリストから削除されるまでは、

数時間そのリストに表示される場合があります。これは、SA シリーズ アプライアンスが、接

続できるすべてのシステムからワークグループの情報を得ているからです。ワークグループの

名前は、1 つ以上の Windows システム上に数時間キャッシュされる場合があります。その場

合、SA シリーズ アプライアンスがそれらのシステムに問い合わせたときに、ワークグループ

名が見つかります。これは SA シリーズ アプライアンス以外でもシステム上で一般に起きる現

象で、完全性の問題をもたらすものではありません。

一般的なネットワーク設定を行うには、このタブの設定を使用します。Status のエリアには、

以下の項目の読み込み専用のステータスが表示されます。

• Node Name － クラスタを実行している場合、現在のノード名。

• Failover Message － フェールオーバー機能が有効かどうかを示します（SA 6000 アプライ

アンスのみ）。

• Internal Port － 内部ポートのステータスと速度。

• Port 1 － 外部ポートを使用している場合、そのステータスと速度。

• Management Port － 管理ポートを使用している場合、そのステータス。

システム管理機能はすべての SA シリーズ製品の不可欠な部分ですので、SA シリーズ アプラ

イアンスの管理に特別なライセンスは必要とされません。ただし、以下の詳細管理機能は SA

700 アプライアンスでは利用できないのでご注意ください。

• ポート ボンディング

• SFP ポート

• 管理ポート

• VLAN
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• 中央管理機能

• クラスタ機能

• SSL アクセラレーション

• WSAM インストーラ

内部ポートと外部ポート

内部ポートは、内部インターフェースとも呼ばれ、リソースに対するすべての LAN 要求を処理

し、Web ブラウズやファイル参照、認証、送信メール要求をリッスンします。内部ポートの設

定では、SA シリーズ アプライアンスの初期設定の際に、IP アドレス、ゲートウェイ、DNS

サーバーとドメイン、MTU の各設定を行います。また、これらは、System > Network > Internal

Port > Settings タブでも変更できます。代わりに、アプライアンスをデュアルポート モード

に配置し、外部ポートでプロキシ経由の着信 Web とメール SSL 接続をリッスンすることもで

きます。

外部ポートは、外部インターフェースともいい、外部のお客様 LAN など、インターネットから

SA シリーズ アプライアンスにサインインしたユーザーのすべての要求を処理します。SA シ

リーズ アプライアンスは、受信したパケットが、外部インターフェースを通じてユーザーから

送信された TCP 接続に関連するものかどうかを判断してから、パケットを送信します。パケッ

トが TCP 接続に関連する場合、SA シリーズ アプライアンスは、外部インターフェースにパ

ケットを送信します。その他のパケットは、すべて内部インターフェースに送信されます。

各インターフェースに指定したルートは、SA シリーズ アプライアンスが内部インターフェー

スまたは外部インターフェースのどちらを使用するかを判断した後で適用されます。SA シリー

ズ アプライアンスが外部インターフェースからの要求を送信することはなく、外部インター

フェースが他の接続を受信することもありません（ping と traceroute 接続を除く）。リソー

スの種類に関係なく、すべての要求は内部インターフェースから発信されます。

注: 外部ポートを有効にすると、デフォルトでは管理者は外部からサインインでき

なくなります。管理者が外部ポートからアクセスできるようにするには、

Administrators > Admin Realms > 領域名 > Authentication Policy > Source IP

タブを使用します。

SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンス上でポートをボンディングする

SA 6000 のみですが、デフォルトでは、Secure Access はフェールオーバー保護のため、複数

ポートのボンディングを使用します。SA シリーズ アプライアンス上の 2 つのポートをボン

ディングすると、1 次ポートが失敗したときに自動的に 2 次ポートに移動します。

SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンスでは、以下のようにポートをボンディングします。

• 内部ポート＝ Port 0 + Port 2

• 外部ポート＝ Port 1 + Port 3

フェールオーバー機能が有効になっているかどうかは、System > Network > Overview ページ

のメッセージが表示します。
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SA シリーズ 6500 SSL VPN アプライアンス上でポートをボンディングする

SA シリーズ 6500 SSL VPN アプライアンスのみですが、デフォルトでは、Secure Access は

フェールオーバー保護のため、複数ポートのボンディングを使用します。ボンディングとは、2

つの物理ポートを 1 つの論理グループにまとめる技術です。SA シリーズ 6500 SSL VPN アプ

ライアンス上の 2 つのポートをボンディングすると、1 次ポートが失敗したときに自動的に 2

次ポートに移動するので、フェールオーバー機能が強化されます。

SA シリーズ 6500 SSL VPN アプライアンスでは、以下のようにポートをボンディングします。

• 内部ポート = Port 0 + Port 1

• 外部ポート = Port 2 + Port 3

フェールオーバー機能が有効になっているかどうかは、管理者コンソールの System > Network

> Overview ページのメッセージで表示します。ボンディング ポートは、別々のネットワーク

（マルチホーム）をつなぐことはできません。

内部ポートと外部ポートの設定

内部ポート（LAN インターフェース）のネットワーク設定を変更するには、次の操作を行いま

す。

注: このページのほとんどのフィールドには、SA シリーズ アプライアンスのイン

ストール時に指定した値が事前に読み込まれています。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Internal Port > Settings を選択します。

2. Port Information セクションで、SA シリーズ アプライアンスごとに IP アドレス、ネッ

トマスク、デフォルト ゲートウェイ設定を更新します。デフォルトでは、これらのフィー

ルドには、SA シリーズの設定時に指定した値が事前に入力されています。

3. Link Speed フィールドでは、内部ポートに使用する速度と二重通信の組み合わせを指定し

ます。

SNMP_GET を実行した後に Link Speed 値を変更した場合、変更を提出してから再び SNMP_GET

を実行するまで、少なくとも 5 分待つ必要があります。

4. ARP Ping Timeout フィールドで、タイムアウトするまでに Address Resolution Protocol

（ARP）要求に対する応答を待つ時間を指定します。クラスタ内の SA シリーズ アプライア

ンスは、相互通信が正常に機能していることを確認するために、ARP 要求を他の SA シリー

ズ アプライアンスのゲートウェイに送信します。

SA シリーズ アプライアンスをクラスタ環境で実行していない場合、SA シリーズ アプライ

アンスはこの設定を使用しません。SA シリーズ アプライアンスがクラスタ環境下にある場

合、指定したタイムアウト間隔はクラスタ内で同期されます。クラスタが複数のサイトに

渡っている場合、System > Clustering ページのオプションを使用して、クラスタにある

ノードごとに設定を上書きできます。ただし、アクティブ/パッシブ クラスタ環境では、SA

シリーズ アプライアンスは、さらに Internal タブの ARP Ping Timeout 設定を VIP の

フェールオーバー タイマーとして使用するため、この設定を変更するには注意が必要です。
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5. MTU フィールドに、SA シリーズ アプライアンスの内部インターフェースの最大送信単位を

指定します。

トラブルシューティングのために設定を変更する必要がある場合を除き、デフォルトの MTU

設定（1500）を使用してください。

6. Save Changes をクリックします。

外部ポートを有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Internal Port > Settings を選択します。

2. Use Port で Enable を選択します。

3. Port Information セクションで、SA シリーズ アプライアンスの外部ポートの IP アドレ

ス、ネットマスク、デフォルト ゲートウェイ情報を入力します。通常は、Internal Port >

Settings ページの設定をそのまま使用し、内部ポート情報をローカル IP アドレス、ネッ

トマスク、ゲートウェイ情報に変更します。

4. ARP Ping Timeout フィールドで、タイムアウトするまでに Address Resolution Protocol

（ARP）要求に対する応答を待つ時間を指定します。クラスタ内の SA シリーズ アプライア

ンスは、相互通信が正常に機能していることを確認するために、ARP 要求を他の SA シリー

ズ アプライアンスのゲートウェイに送信します。

5. MTU フィールドに、SA シリーズ アプライアンスの外部インターフェースの最大送信単位を

指定します。

6. Save Changes をクリックします。

内部ポートと外部ポート

内部ポートは、内部インターフェースとも呼ばれ、リソースに対するすべての LAN 要求を処理

し、Web ブラウズやファイル参照、認証、送信メール要求をリッスンします。内部ポートの設

定では、SA シリーズ アプライアンスの初期設定の際に、IP アドレス、ゲートウェイ、DNS

サーバーとドメイン、MTU の各設定を行います。また、これらは、System > Network > Internal

Port > Settings タブでも変更できます。代わりに、アプライアンスをデュアルポート モード

に配置し、外部ポートでプロキシ経由の着信 Web とメール SSL 接続をリッスンすることもで

きます。

外部ポートは、外部インターフェースともいい、外部のお客様 LAN など、インターネットから

SA シリーズ アプライアンスにサインインしたユーザーのすべての要求を処理します。SA シ

リーズ アプライアンスは、受信したパケットが、外部インターフェースを通じてユーザーから

送信された TCP 接続に関連するものかどうかを判断してから、パケットを送信します。パケッ

トが TCP 接続に関連する場合、SA シリーズ アプライアンスは、外部インターフェースにパ

ケットを送信します。その他のパケットは、すべて内部インターフェースに送信されます。

各インターフェースに指定したルートは、SA シリーズ アプライアンスが内部インターフェー

スまたは外部インターフェースのどちらを使用するかを判断した後で適用されます。SA シリー

ズ アプライアンスが外部インターフェースからの要求を送信することはなく、外部インター

フェースが他の接続を受信することもありません（ping と traceroute 接続を除く）。リソー

スの種類に関係なく、すべての要求は内部インターフェースから発信されます。

653Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第28章: システム管理全般



注: 外部ポートを有効にすると、デフォルトでは管理者は外部からサインインでき

なくなります。管理者が外部ポートからアクセスできるようにするには、

Administrators > Admin Realms > 領域名 > Authentication Policy > Source IP

タブを使用します。

SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンス上でポートをボンディングする

SA 6000 のみですが、デフォルトでは、Secure Access はフェールオーバー保護のため、複数

ポートのボンディングを使用します。SA シリーズ アプライアンス上の 2 つのポートをボン

ディングすると、1 次ポートが失敗したときに自動的に 2 次ポートに移動します。

SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンスでは、以下のようにポートをボンディングします。

• 内部ポート＝ Port 0 + Port 2

• 外部ポート＝ Port 1 + Port 3

フェールオーバー機能が有効になっているかどうかは、System > Network > Overview ページ

のメッセージが表示します。

SA シリーズ 6500 SSL VPN アプライアンス上でポートをボンディングする

SA シリーズ 6500 SSL VPN アプライアンスのみですが、デフォルトでは、Secure Access は

フェールオーバー保護のため、複数ポートのボンディングを使用します。ボンディングとは、2

つの物理ポートを 1 つの論理グループにまとめる技術です。SA シリーズ 6500 SSL VPN アプ

ライアンス上の 2 つのポートをボンディングすると、1 次ポートが失敗したときに自動的に 2

次ポートに移動するので、フェールオーバー機能が強化されます。

SA シリーズ 6500 SSL VPN アプライアンスでは、以下のようにポートをボンディングします。

• 内部ポート = Port 0 + Port 1

• 外部ポート = Port 2 + Port 3

フェールオーバー機能が有効になっているかどうかは、管理者コンソールの System > Network

> Overview ページのメッセージで表示します。ボンディング ポートは、別々のネットワーク

（マルチホーム）をつなぐことはできません。

SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンス上で SFP ポートを設定する

SA 6000 には、2 つの SFP（Small Form factor Pluggable）Gigabit Ethernet ポート（SA

6000 前面のポート 2 と ポート 3 に指定）が搭載されています。これらのポートは、主に

フェールオーバー用に使用されます。SFP ポートの設定を行う必要はありません。プラグを差

し込むだけで直ちに使用することができます。

以下の操作で外部ポートを有効にしてください。

1. System > Network > Port [#] (External Port) を選択し、Settings タブを選択します。

2. Use Port? で Enabled を選択し、外部ポートをアクティブにします。
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SA シリーズ 6000 SSL VPN アプライアンス上で管理ポートを設定する

SA 6000 は、専用の管理ネットワークへシームレスに統合できる管理ポートを提供し、継続的

に SA シリーズ アプライアンスへの管理アクセスを提供して、ユーザー トラフィックとの間

で相互に影響を与えることなくアクティビティを管理することができます。

典型的な使用時のシナリオでは、syslog サーバーや SNMP サーバーなどの専用デバイスで構成

され、企業内のビジネス システムへのアクセス用に内部ポート、インターネットとの間のアク

セス用に外部ポート、管理ネットワークへのアクセス用に管理ポートを活用します。

管理ポート機能を有効にすると、以下の特定タイプの管理トラフィックは、管理ポートを通じ

て送信されます。

• Syslog トラフィック

• SNMP トラップ

• SNMP クエリ

• NTP トラフィック

• FTP/SCP アーカイブ トラフィック

注: IVS ライセンスを使用している場合、IVS の管理トラフィックのキャプチャに

管理ポートは使用できません。また、管理ポート上ではサインインに IVS パスベー

スの URL プレフィックスを使用できません。

管理ポートは、内部ポートと同じように設定することができます。管理者コンソールの System

> Network > Management Port タブで、ポート設定や、IP アドレス、ネットマスク、MTU、ARP

キャッシュなど、高度な設定を指定することができます。

管理ポートのネットワーク設定を変更するには、次の操作を行います。

1. Management Port > Settings タブをクリックします。

注: このページのほとんどのフィールドには、インストール時に指定した値が事

前に読み込まれています。

2. Use Port? で Enabled を選択し、管理ポートをアクティブにします。

3. System > Network > Management Port > Settings を選択します。

4. Port Information セクションで、IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、リンク速度

設定を更新します。

5. ARP Ping Timeout フィールドで、タイムアウトするまでに Address Resolution Protocol

（ARP）要求に対する応答を待つ時間を指定します。クラスタ内の SA シリーズ アプライア

ンスは、相互通信が正常に機能していることを確認するために、ARP 要求を他の SA シリー

ズ アプライアンスのゲートウェイに送信します。
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注: SA シリーズ アプライアンスをクラスタ環境で実行していない場合、SA シ

リーズ アプライアンスはこの設定を使用しません。SA シリーズ アプライアン

スがクラスタ環境下にある場合、指定したタイムアウト間隔はクラスタ内で同期

されます。クラスタが複数のサイトに渡っている場合、System > Clustering

ページのオプションを使用して、クラスタにあるノードごとに設定を上書きでき

ます。ただし、アクティブ/パッシブ クラスタ環境では、SA シリーズ アプライ

アンスは、さらに Management Port タブの ARP Ping Timeout 設定を VIP の

フェールオーバー タイマーとして使用するため、この設定を変更するには注意

が必要です。

6. ARP Ping Timeout フィールドで、タイムアウトするまでに Address Resolution Protocol

（ARP）要求に対する応答を待つ時間を指定します。

7. MTU フィールドに、SA シリーズ アプライアンスの内部インターフェースの最大送信単位を

指定します。

注: トラブルシューティングのために設定を変更する必要がある場合を除き、デ

フォルトの MTU 設定（1500）を使用します。

8. Save Changes をクリックします。

VLAN を SA シリーズ アプライアンスと使用する

SA シリーズ アプライアンスによって、企業用の VLAN を作成できます。VLAN は、仮想システ

ムで広く使用されます。すべての企業エンドユーザーが使用できるよう SA シリーズ アプライ

アンスを配置する環境に、VLAN を構築することも可能です。

VLAN では、VLAN タグを活用することができます。VLAN タグでは、トラフィックがバックエン

ド上に転送される前に、SA シリーズ アプライアンスがトラフィックに 802.1Q VLAN ID でタ

グ付けします。インフラストラクチャは VLAN タグを使用して、パケットを適切な VLAN/サブ

ネットへと導きます。

フロントエンドからのトラフィック（インバウンド トラフィック）には、VLAN タグは付与さ

れません。SA シリーズ アプライアンスのポートの 1 つからメッセージが到達すると、メッ

セージにタグを付けます。

各 VLAN には IEEE 802.1Q 準拠タグの一部である VLAN ID が割り当てられています。タグは

各送信 Ethernet フレームに追加されます。VLAN ID はすべてのインバウンド トラフィックを

一意に識別します。このタグ付けにより、システムは全トラフィックを適切な VLAN に誘導し、

トラフィックに個別のポリシーを適用することができます。

VLAN 終端点とは、VLAN タグが付いたトラフィックを識別し、VLAN タグを取り除いて、適切な

トンネルを介してバックエンドに転送するデバイスのことです。

VLAN ポートは、各 VLAN に対して定義する必要があります。VLAN ポートの定義時に特定の

VLAN ID を割り当てます。
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設定する各 VLAN に対して、仮想化 SA シリーズ アプライアンスは、固有の論理 VLAN イン

ターフェースまたはポートを内部インターフェースに用意します。内部ポート IP アドレスと

各 VLAN ポート IP アドレス間に、相互関係はありません。各 VLAN ポートには独自のルート

テーブルが存在します。

内部ポートは、ルート システムに割り当てられ、デフォルト VLAN としてマークされている必

要があります。また、VLAN インターフェースをルート システムに割り当てることができます。

ただし、ルート システム用に設定されている全ての認証サーバーは、VLAN インターフェース

で到達可能であっても、内部ポートのルート テーブル内にルートがなければなりません。VLAN

インターフェース経由で到達可能なサーバーへのルートには、VLAN インターフェース用に設定

されたゲートウェイに対して設定されているネクストホップ ゲートウェイと、VLAN ポートと

して定義されている出力ポートが必要です。

アクティブ/パッシブ クラスタ環境では、MSP ネットワークのルート管理者は、全ての VLAN

ポートを設定し、そのうち少なくとも 1 つを仮想ポートにする必要があります（System >

Network > VLANs > Virtual Ports）。ルーター管理者は、VLAN 仮想ポートの IP アドレスに

ポイントされている IVS ネットワークコネクト IP 範囲のルートをネクストホップ ゲートウェ

イとして設定する必要があります。これは、アクティブ ノードの IVS からそれに対応するパッ

シブ ノードの IVS へのネットワークコネクト セッションのフェールオーバー用に必要です。

各 VLAN ポート定義は、以下で構成されます。

• Port Name － システムまたはクラスタで定義するすべての VLAN ポートにおいて、一意でな

ければなりません。

• VLAN ID － 1 から 4094 までの整数で、VLAN を一意に識別します。

• IP Address/Netmask － SA シリーズ アプライアンスは、レイヤ 2 ネットワーク接続の VLAN

終端点に接続するので、VLAN 終端点と同じネットワークからの IP アドレスまたはネットマ

スクでなければなりません。VLAN IP アドレスは一意である必要があります。VLAN を内部

ポートと同じネットワークに設定することはできません。たとえば、内部ポートが

10.64.4.30/16 の場合に VLAN を 10.64.3.30/16 と設定すると、予期せぬ結果やエラーが生

じる可能性があります。

• Default gateway － デフォルト ルーター（通常は CE または CPE ルーター）の IP アドレ

ス。デフォルト ゲートウェイは、VLAN 終端点として機能させるか、または VLAN 終端点の

背後に配備することが可能です。

• Other network settings － 内部ポートから継承します。

新しい VLAN ポートを作成する際に、システムはデフォルトで以下の 2 つの静的ルートを作成

します。

• デフォルト ゲートウェイをポイントしている VLAN のデフォルト ルート

• 直接接続されたネットワークへのインターフェース ルート

仮想ポートの設定

SA シリーズ アプライアンスでは、社員など、社内ネットワーク内部から SA シリーズ アプラ

イアンスにサインインするユーザー用に仮想ポートを作成できます。仮想ポートは、物理ポー

トで IP エイリアスをアクティブにし、その仮想ポートをホストするポートと、すべてのネッ

トワーク設定（IP アドレスを除く）を共有します。IP エイリアスは、仮想ポートにバインド
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された IP アドレスです。（IP エイリアスは、SA シリーズ アプライアンスのプライマリ IP

アドレスとは異なるので注意してください。後者は、初期化プロセスでの必須設定項目です。）

仮想ポートは、ロール ベースのソース IP エイリアスとしても指定できます。これらのエイリ

アスは、SA シリーズ アプライアンスの内部インターフェースからの有効なアドレスとして、

バックエンド ネットワーク デバイスで指定するソース IP アドレスと対応させることができ

ます。たとえば、エンドユーザー トラフィックをソース IP アドレスに基づいて特定の部署に

導くのに、SA シリーズ アプライアンスの背後にファイアウォールを使用したい場合がありま

す。この場合、ロール ベースのソース IP エイリアスを各部署のサイトに定義できます。これ

により、各エンドユーザーは、ソース IP エイリアスの使用により、そのロールに基づいて特

定の場所に導かれます。

仮想ポートと複数のデバイス証明書機能を併用すれば、ユーザーは異なる IP エイリアスを通

じて同一の SA シリーズ アプライアンスにアクセスできるようになります。

IVS ライセンスで設定された SA シリーズ アプライアンスを使用する際に、仮想ポートを使用

します。

つまり、仮想ポートを置く物理ポートに応じて、以下のような様々な目的に仮想ポートを使用

することができます。

• バックエンド ネットワークでのサブネット化と、ロール ベースの ソース IP のエイリアス

化をサポートするため、内部ポートに仮想ポートを設定できます。IVS ライセンスをお持ち

であれば、仮想ポートを使って、トラフィックを他の仮想システムに仕向けることもできま

す。

• クラスタリングと外部サインインをサポートするには、外部ポートに仮想ポートを設定しま

す。

• 管理トラフィックのリダイレクトをサポートするには、管理ポートに仮想ポートを設定しま

す。

• ポート間のトラフィックのリダイレクトをサポートするには、SFP ポートに仮想ポートを設

定します。

スタンドアロン SA シリーズ アプライアンスに仮想ポートを作成するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Port タブ > Virtual Ports を選択します。Port

タブで、Port 1、2、3、4、内部ポートまたは外部ポート、管理ポートのいずれかを指定し

ます。

2. New Port をクリックします。

3. 仮想ポートに固有の名前を入力します。

4. 仮想ポートと関連付ける一意な IP エイリアスを入力します。すでに別の仮想ポートに関連

付けられている IP アドレスは使用しないでください。IP アドレスを入力しないと、SA シ

リーズ アプライアンスは仮想ポートをアクティブにしません。

5. Save Changes をクリックします。

仮想ポートをデバイス証明書と関連付ける必要がある場合には、System > Configuration >

Certificates > Device Certificates タブの設定を使用します。
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クラスタ ノードで仮想ポートを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Port タブ > Virtual Ports を選択します。Port

タブで、Port 1、2、3、4、内部ポートまたは外部ポート、管理ポートのいずれかを指定し

ます。

2. Settings for ドロップダウン リストから、Entire cluster を選択し、Update をクリック

します。

3. New Port をクリックします。

4. 仮想ポートの固有の名前を入力して、Save Changes をクリックします。SA シリーズ アプ

ライアンス により Virtual Ports リストに仮想ポート名が追加され、クラスタ内の各ノー

ドにアクセスできるようになります。

5. ノードへのリンクをクリックして、IP アドレス設定ページを表示します。仮想ポートと関

連付ける一意な IP エイリアスを入力します。すでに別の仮想ポートに関連付けられている

IP アドレスは使用しないでください。IP アドレスを入力しないと、SA シリーズ アプライ

アンスは仮想ポートをアクティブにしません。

6. Save Changes をクリックします。Virtual Ports ページが Virtual Port タブに戻ります。

必要に応じて、Settings for ドロップダウン リストから Entire cluster を再び選択し

て、この手順の前の 2 つのステップを繰り返します。

ロールに基づくサブネット宛先を定義するには、次の操作を行います。

1. System > Network > Internal Port タブの設定を使用して、仮想ポートを作成します。

2. 管理者コンソールの Users > Roles > RoleName > General > Source IP ページで、仮想

ポートへポイントするロールを 1 つ以上変更します。

3. 管理者コンソールの Authentication > 領域名 > Role Mapping ページで、ロールのソース

IP が示すサブネットに基づいて、特定のロールにユーザーをマップします。

証明書を仮想ポートに関連付けるには、次の操作を行います。

1. System > Network > Internal Port タブの設定を使用して、仮想ポートを作成します。

2. 管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Device Certificates ペー

ジの設定を使用して、ユーザー証明書の検証に使用するサーバー証明書をインポートしま

す。また、このタブを使用して、SA シリーズ アプライアンスが証明書に関連付ける必要の

あるポートを指定します。

ネットワーク トラフィックの静的ルートを指定する

Secure Access では、System > Network > Routes タブの設定を使用して、ルーティング テー

ブル エントリを追加できます。ルート設定に関係なく、内部リソースへの接続要求はすべて、

SA シリーズ アプライアンスの内部ポートから送信されます。外部ポートのルート設定は、リ

モート クライアントからの接続に関係するパケットのルーティングにのみ使用されます。

要求をルーティングする際に、SA シリーズ アプライアンスが使用する特定のルートを指定し

たい場合は、静的ルートを追加できます。有効な IP アドレス、ゲートウェイ、DNS アドレス

を指定する必要があります。メトリックにより、複数のルートを比較して優先度が確立されま

す。通常は、1 から 15 までの値で、値が小さいほど優先度が高くなります。したがって、メ
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トリック 2 のルートは、メトリック 14 のルートより優先して選択されます。メトリック ゼ

ロ（0）は使用しないルートとして識別されます。

SA6000 アプライアンスでは、2 つのポート（Port 2 と Port 3）を設定できます。Port 2 と

Port 3 は、内部ポートと同じように見えますが、実はそうではありません。SA シリーズ アプ

ライアンスは、デフォルトではアウトバウンド接続を確立するときに、トラフィックを内部ポー

トに仕向けます。そのため、これらのポートのうちの 1 つが、内部ポートが到達できないネッ

トワークに接続されている場合は、到達できないネットワークへのアクセスのための書き換え

に、静的ルートが必要です。静的ルートがないと、書き換えに失敗します。

このような理由から、静的ルートをこれらのポートに設定する必要があります。ポートは、ド

ロップダウン ポート メニューに、Port 2 と Port 3 として表示されます。

ネットワーク トラフィックの静的ルートを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Routes を選択します。

2. 宛先ルート テーブルを View route table for: ドロップダウン リストから選択します。

3. New Route をクリックします。

4. 必要な情報を入力します。

5. Add to [destination] route table をクリックします。

宛先ルート テーブルは、構成するハードウェア プラットフォームや定義した VLAN によって、

内部ポート、外部ポート、管理ポート、Port 2、Port 3 に使用できる場合があります。

注: Port 2 と Port 3 は、SA6000 および SA6500 アプライアンスでのみ使用でき

ます。

ARP キャッシュの作成

SA シリーズ アプライアンスに接続するルーターやバックエンド アプリケーション サーバー

などのネットワーク デバイスの物理（MAC）アドレスは、ARP キャッシングを使用して調べる

ことができます。System > Network > Internal Port > ARP Cache タブでは、次のようなタイ

プの ARP（Address Resolution Protocol）エントリを管理できます。

• 静的エントリ －IP アドレスと MAC アドレスに関連付けられたキャッシュに、静的 ARP エ

ントリを追加できます。SA シリーズ アプライアンスは、再起動時に静的エントリを保存し、

再起動後にエントリを再アクティブ化します。静的エントリは SA シリーズ アプライアンス

に常駐しています。

• 動的エントリ －ネットワークは、通常の動作時やネットワーク デバイスとの対話時に、動

的 ARP エントリを「学習」します。SA シリーズ アプライアンスは、動的エントリを最大

20 分間キャッシュに保存し、再起動時に自動的に削除します。エントリは手動でも削除でき

ます。

ARP キャッシュからは、静的エントリと動的エントリを表示または削除でき、静的エントリを

追加することができます。SA シリーズ アプライアンスをクラスタ構成で実行している場合に
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は、ARP のキャッシュ情報はノードごとに異なります。SA シリーズ アプライアンスでは、非

マルチサイト クラスタのみで ARP のキャッシュ情報が同期されます。

静的エントリを ARP キャッシュに追加するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Port タブ > ARP Cache を選択します。Port タ

ブで、Port 1、2、3、4、内部ポートまたは外部ポート、管理ポートのいずれかを指定しま

す。

2. 表の上部にある IP Address フィールドと Physical Address フィールドに、IP アドレス

と物理アドレスをそれぞれ入力します。既存の IP アドレスが含まれるエントリを追加する

と、SA シリーズ アプライアンスでは、既存のエントリが新しいエントリで上書きされま

す。また、MAC アドレスの有効性は検証されないので注意してください。

3. Add をクリックします。

IC シリーズ デバイスによってローカル解決されるホスト名を指定する

Hosts タブを使用して、SA シリーズ アプライアンスがローカルで IP アドレスに解決できる

ホスト名を指定します。この機能は、次のような場合に便利です。

• DNS サーバーが SA シリーズ アプライアンスにアクセスできない場合

• WINS を使用して LAN 内のサーバーにアクセスする場合

• 会社のセキュリティ規定により、内部サーバーを外部の DNS に公開できない場合、または内

部ホスト名を非表示にする必要がある場合

SA シリーズ アプライアンスによってローカルに解決されるホスト名を指定するには、次の操

作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Hosts タブを選択します。

2. IP アドレス、IP アドレスに解決されるホスト名のカンマ区切りのリスト、および 200 語

以下のコメント（オプション）を入力して、Add をクリックします。

IP フィルタの設定

SA シリーズ アプライアンスがネットワークコネクト IP プールに適用する IP フィルタは、

System > Network > Network Connect タブで指定できます。IP プールとは、ネットワークコ

ネクト要求に使用できる IP アドレスの特定の範囲です。
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中央管理機能を使用する

中央管理機能は、クラスタ メンバであるか否かに関係なく、複数の SA シリーズ アプライア

ンスを管理することができる 2 層（クライアント/サーバー）システムです。中央管理機能に

は、以下が含まれます。

• システム ダッシュボード － システム ダッシュボード機能は、システムの監視を容易にす

るシステム容量グラフおよびアラームを表示します。システム ダッシュボードには、管理者

コンソールの System > Status ページからアクセスできます。

• 強化されたログ作成と監視 － ログ作成機能ではカスタム フィルタを作成できます。これに

より、選択したログ メッセージのみを指定のフォーマットで表示し保存できるようになりま

す。ログ作成機能には、管理者コンソールの System > Log/Monitoring ページからアクセス

できます。

• 転送設定機能 ー 転送設定機能によって、SA シリーズ アプライアンス同士の設定の転送を

容易に行うことができ、便利な集中管理が可能になります。転送設定機能には、管理者コン

ソールの Maintenance > Push Config ページからアクセスできます。

• アップグレード時の最小ダウンタイム － アップグレード時の最小ダウンタイム機能では、

クラスタ内のいずれかのメンバが常に動作している状態でアップグレード プロセスを行うこ

とができます。このアップグレード機能には、管理者コンソールの Maintenance > System >

Upgrade/Downgrade ページからアクセスできます。

• 決定論的クラスタ復旧 － 決定論的クラスタ復旧機能によって、クラスタが「スプリット ブ

レイン」状態から復旧したときに最高のランクのノードに適切なクラスタ状態を伝達させる

など、クラスタ内のさまざまなノードへのランク割り当てを行うことができます。

• 強化されたユーザー インターフェース － Central Manager 用の管理者コンソールは、ユー

ザー ライセンスを持つアプライアンス用の標準管理者コンソールよりも外観が強化されてい

ます。

• 強化された SNMP MIB － 強化された SNMP MIB 機能によって、メトリック値を利用すること

が可能になりました。管理者コンソールの System > Log/Monitoring > SNMP ページから、

強化された SNMP MIBをダウンロードできます。

• ローカル バックアップの保存 － ローカル バックアップ機能によって、システムとユーザー

設定ファイルのバックアップを10 個まで SA シリーズ アプライアンス上に保存することが

できます。このアップグレード機能には、管理者コンソールの Maintenance > Archiving >

Local Backups ページからアクセスできます。

中央管理ダッシュボード グラフを変更する

SA シリーズ アプライアンスに Central Manager アップグレード版をインストールしている場

合は、管理者コンソールを開いたときに、システム ダッシュボードが表示されます。このダッ

シュボードには、システムを監視しやすくするシステム容量グラフが表示されます。

お持ちのツールを使用してこれらのグラフ情報を解析または表示したい場合は、グラフ ダウン

ロード機能を使用することができます。システム ダッシュボードから、各グラフ データを XML

ファイルにダウンロードできます。次に、自分のツールを使用して、XML ファイルのデータを

再フォーマットまたは解析します。

中央管理ダッシュボード グラフの XML スキーマ
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システム ダッシュボード グラフの XML ファイルの基本 XML 要素は、どのファイルでも同じ

です。

• <xport> ー トップ レベル要素

• <meta> ー セカンド レベル要素

• <start> ー システムが、グラフの最初のデータ ポイントを収集した時刻(UTC 形式）

• <step> － システムが、そのグラフのデータ ポイントを収集する時間間隔（秒単位）たとえ

ば、次の XML エントリは、システムがデータを毎分収集することを表します。<step>60</step>

• <end> － システムが、グラフの最後のデータ ポイントを収集した時刻（UTC 形式）

• <rows> — グラフ用に収集されたデータ ポイントの数

• <columns> — グラフ用に収集されたメトリックの数（管理コンソールでグラフに表示される線

の数に一致します）。

• <legend> — グラフ用に収集された各メトリックの名前を定義する <entry> サブ要素のリスト

を保存。たとえば、Concurrent Users グラフ用のサブ要素は以下のようになります。

<legend> <entry>Local users</entry> <entry>Concurrent users</entry> </legend>

• <data> － 各エントリ用に収集された定期データを含む <row> サブ要素のリストを保存。各

<row> 要素には、システムがデータを収集した時刻を記録した <t> サブ要素と、各データ用

の <v> サブ要素が保存されています。たとえば、Concurrent Users グラフ内の row は以下

のとおりです。

<data> <row> <t>1089748980</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v>

</row>

XML スキーマの例

次のサンプルは、Concurrent Users グラフ用の XML 出力を示しています（簡略化のために、

元の <row> 要素の一部をサンプルから削除しています）。

<xport> <meta> <start>1089748980</start> <step>60</step>

<end>1089763440</end> <rows>242</rows> <columns>2</columns> <legend>

<entry>Local users</entry> <entry>Concurrent users</entry> </legend> </meta>

<data> <row> <t>1089748980</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v> </row>

<row> <t>1089749040</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v> </row> <row>

<t>1089749100</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v> </row> ...<row>

<t>1089763440</t><v>NaN</v><v>NaN</v> </row> </data> </xport>

システム ユーティリティを設定する

SA シリーズ アプライアンス システム ユーティリティでは、サーバーの管理、システム ソフ

トウェアのアップグレードまたはダウングレード、バージョンの監視、クライアント アプリ

ケーションやサービスのダウンロードができます。
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システム データを確認する

管理者コンソールの Maintenance > System > Platform ページでシステム データをリストし

ており、そこには SA シリーズ アプライアンスの再起動、リブート、シャットダウンの管理に

関しての事項も含まれています。またサーバーの接続状態をテストするためのコントロールも

含まれます。SA シリーズ アプライアンスがクラスタのメンバである場合は、このページには

追加のクラスタ特有のシステム データがリストされ、そのコントロールはクラスタ 全体に対

して行われます。

再起動、リブート、シャットダウン、またはサーバー接続状態のテスト

Maintenance > System > Platform ページで SA シリーズ アプライアンスの次のシステム デー

タをリストしています。

• Model ー SA シリーズ アプライアンスのモデルを表示します。

• Version ー SA シリーズ アプライアンスのソフトウェアのバージョンを表示します。

• Rollback － インストールされたイメージをロールバックした時に SA シリーズ アプライア

ンスが戻るソフトウェア バージョンを表示します。

• Last Reboot － SA シリーズ アプライアンスの最後のリブートからの経過時間を表示しま

す。

SA シリーズ アプライアンスがクラスタ メンバの場合は、Platform ページには以下の追加の

システム データがリストされます。

• Cluster－ SA シリーズ アプライアンスが属するクラスタ名を表示します。

• Member－ SA シリーズ アプライアンスのクラスタ メンバ名を表示します。

Platform ページには以下のコントロールが含まれます。

• Restart Services/Cluster － すべてのプロセスを削除して SA シリーズ アプライアンスを

再起動します。SA シリーズ アプライアンスがクラスタ メンバの場合は、このコントロール

はすべてのプロセスを削除して、クラスタのすべてのメンバを再起動します。

• Reboot － SA シリーズ アプライアンスの電源を入れ直して、リブートします。SA シリーズ

アプライアンスがクラスタ メンバの場合は、このコントロールは電源を入れ直して、クラス

タのすべてのメンバをリブートします。

• Shut down － SA シリーズ アプライアンスをシャットダウンします。サーバーを再起動する

にはアプライアンスのリセット ボタンを押さなければなりません。SA シリーズ アプライア

ンスがクラスタ メンバの場合は、このコントロールはクラスタのすべてのメンバをシャット

ダウンします。クラスタを再起動するには、クラスタされた各サーバーのリセット ボタンを

押す必要があります。サーバーをシャットダウンした後でも、コンピュータの電源はオンの

ままであることに注意します。

注: クラスタ内の 1 つの SA シリーズ アプライアンスを再起動、リブート、

シャットダウン、または更新したい場合、まず System > Clustering > Status

ページのコントロールを使用して SA シリーズ アプライアンスを無効にし、次に

Platform ページに戻り、希望のコントロールを実行します。
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• Rollback － ソフトウェア イメージをロールバックして SA シリーズ アプライアンスをリ

ブートします。SA シリーズ アプライアンスをリブートすると、SA シリーズ アプライアン

スのイメージは上記の Rollback フィールドに表示されたイメージに自動的にロール バック

されます。

• Test Connectivity － SA シリーズ アプライアンスで使用するように設定されているすべて

のサーバーに SA シリーズ アプライアンスから ICMP Ping を送信して、サーバーの接続状

態を調べます。各サーバーのステータスは Server Connectivity Results の下に表示されま

す。

SA シリーズ アプライアンスをアップグレード、またはダウングレードする

別のサービス パッケージをインストールするには、Juniper サポートの Web サイトからソフ

トウェアを取得して、それを管理者コンソールからアップロードします。SA シリーズ アプラ

イアンス サーバーが、Juniper Networks によって発行された有効なパッケージのみを受け入

れるようにするため、パッケージ ファイルは暗号化され署名されています。これにより、トロ

イの木馬プログラムが SA シリーズ アプライアンス サーバーに侵入するのを防ぐことができ

ます。

この機能は通常、システム ソフトウェアのより新しいバージョンへのアップグレードに使用さ

れますが、このプロセスを旧バージョンへのダウングレードする場合または、現在のすべての

設定を削除して「クリーン スレート」から始める場合にも使用できます。シリアル コンソー

ルから旧システム状態へのロールバックすることもできます。

SA シリーズ アプライアンスのアップグレードまたはダウングレードは、管理者コンソールの

Maintenance > System > Upgrade/Downgrade ページから実行することができます。

注: サービス パッケージをインストールする場合は、処理に数分かかる場合があり

ます。また、インストール完了後に SA シリーズ アプライアンスを再起動する必要

があります。既存のシステム データはこのときにバックアップされるため、サービ

ス パッケージをインストールする前にシステム ログを削除しておくとインストー

ル時間を短縮できます。

システム オプションを設定する

以下のようなシステム オプションを設定することができます。

• Enable Automatic Version monitoring— SA シリーズ アプライアンスでは重要なソフトウェ

ア パッチやアップデートの自動通知を設定することで、システムを常に最新の状態に保ち、

安全性を確保することができます。これを行うには、以下のデータを Juniper Networks に

送ります。会社名、ライセンス設定の MD5 ハッシュ、現在のソフトウェア バージョン情報。

• Enable gzip compression － HTTP 圧縮対応ブラウザを使用するときに、ダウンロードの時

間を短縮できます。

• Enable Kernel Watchdog ー カーネル ウォッチドックを有効にすると、カーネルの重要なリ

ソースが少なくなった場合、またはカーネル デッドロックによって、システムを自動的に再

起動します。
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注: Juniper Networks のテクニカル サポートに指示された場合のみ、カーネル

ウォッチドックを有効にしてください。

• Enable File System Auto clean Feature ー ディスク使用量が 90% に達したときに、ファ

イル システムを自動クリーンアップするシステムを有効にします。重要: これを有効にする

と、この機能は 1 週間またはそれ以前に起きたシステム問題をデバッグしたときの関連デー

タが損失するという結果を引き起こす場合があります（古いデバッグログ、コア ファイルお

よびスナップショットなどが削除されることがあります）。

• Java instrumentation caching － Java アプリケーションのダウンロード時のパフォーマン

スを向上させます。

• End user localization －End user localization － エンドユーザーのブラウザの言語を

設定し、またはブラウザのデフォルト設定を受け入れます。

• Show auto allow － リソース ポリシを使用する時に、ロールのブックマークを対応するア

クセス コントロール ポリシにコピーします。

• External user records management — システムから古いユーザー記録を削除します。使用の際

には注意してください。

Maintenance > System > Options から次のシステム オプションを設定してください。

1. 重要なソフトウェア パッチやアップデートの通知を自動的に受け取るには、Automatic

Version Monitoring チェック ボックスを選択します。安全の確保のために、この自動サー

ビスを有効にすることを強く推奨しますが、必要に応じて無効にできます。

2. HTTP 圧縮機能をサポートするブラウザに送信されるデータの量を減らすために、Enable

gzip compression チェック ボックスを選択します。

3. カーネルに関する問題によって、SA シリーズ アプライアンスを自動的にシャットダウンす

ることを許可するには、Enable Kernel Watchdog を選択します。

4. ディスク使用量が 90% に達したときに、システムがファイル システムを自動クリーンアッ

プすることを許可するには、Enable File System Auto clean Feature を選択します。

5. Java アプリケーションをダウンロードする性能を向上するには、Enable Java

instrumentation caching チェックボックスを選択します。これを有効にすると、SA シリー

ズ アプライアンスはエンドユーザーがアクセスする Java アプレットをキャッシュし、同

じアプレットが後ほど要求された場合は、キャッシュしたアプレットを提供します。

6. アプライアンスからアクセラレータ カードへの SSL ハンドシェイクの暗号化および復号化

の処理負荷を軽減するには、Enable SSL acceleration チェックボックスを選択します。

注: 対応するアクセラレータ カードを搭載する SA シリーズ アプライアンスを

購入した場合にのみ、このオプションを表示します。

7. Show Auto allow チェックボックスが選択されていて、自分自身や、ロール用に新しいブッ

クマークを作成する他の管理人に対して、自動許可オプションを非表示にしたい場合には、

このチェックを外します。
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自動許可オプションは、特定のロールに関するブックマークを自動的にアクセス コントロー

ル ポリシに追加する（たとえば、自動許可が設定されているブックマークを Web アクセス

コントロール ポリシに追加する）機能です。この機能は、リソース ポリシを使用している

場合にのみ使用します。このオプションではなく、リソース プロファイルを使用すること

をお勧めします。

8. Show Auto allow オプションでは、以下のいずれかを選択します。

• Only this URL － このオプションは、アクセス コントロール ポリシに追加されるブッ

クマークを 1 次 URL のみに限定します。たとえば、アクセス コントロール ポリシに

http://www.company.com という URL が追加されます。

• Everything under this URL －このオプションを選択すると、1 次 URL の下の他のパス

に対するブックマークをアクセス コントロール ポリシに追加できます。ロール別に追加

の Web サイトを定義する場合、これらをアクセス コントロール ポリシに入れたいと思

うでしょう。たとえば、このオプションを選択すると、以下の URL が両方とも追加され

ます。

• http://www.company.com/sales

• http://www.company.com/engineering

9. External User Records Managementにあるオプションを使用すると、古いユーザーの記録を

SA シリーズ アプライアンスから削除できます。この機能は、ユーザー記録が多すぎてシス

テム性能に影響が出た場合に役立つ機能です。この機能を使用する場合は、その前に Juniper

Networks のテクニカル サポートにご相談いただくことを強くお勧めします。

ユーザー記録を削除すると、SA シリーズ アプライアンス上のそのユーザーに関する永続的

クッキー、SSO 情報等のリソースが削除されます。外部または内部認証サーバーからはユー

ザー記録は削除されません。ユーザー記録を削除した後に、そのユーザーが認証サーバーに

再びログインすると、新しいユーザー記録が作成されます。そのユーザーが現在ログイン中

の場合は、記録は削除されません。

• Persistent user records limit ー SA シリーズ アプライアンスに設定可能な最大のユー

ザー記録数を入力します。

• Number of user records to delete when the limit is exceeded ー 上限を超えた時に、

削除する記録の数を入力します。古い記録から先に削除されます。そのユーザーが現在ロ

グイン中の場合は、記録は削除されません。

• Delete Records Now — 永続的ユーザー記録上限数を超えていないかどうかをチェックす

るには、このボタンをクリックします。上限を超えている場合、上記オプションで指定し

た数のユーザー記録を削除します。

• Enable automatic deletion of user records during new user logins — 新しいユーザー

記録が作成される際に必ず、永続的ユーザー記録上限数を超えていないかどうかをチェッ

クします。超えている場合、新しいユーザー記録を作成する前に、古い記録を削除しま

す。

10. End user Localization ドロップダウン メニューから、エンドユーザーのブラウザの言語

を選択します。

11. Save Changes をクリックします。
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アプリケーション インストーラをダウンロードする

アプリケーションまたはサービスは、Windows の実行ファイルとしてダウンロードできます。

これにより、次のことが可能になります。

• ソフトウェア配信ツールを使用して、クライアント コンピュータへファイルを配信します。

このオプションにより、ユーザーが、アプリケーションやサービスをインストールするため

に必要な管理者権限を持っていない場合でも、クライアント コンピュータにアプリケーショ

ンまたはサービスをインストールすることができます。

• 適切な権限を持つユーザーが、正しいバージョンをダウンロードしてインストールできるよ

う、実行可能ファイルをセキュア リポジトリに転送します。

• インストーラの適切なバージョンを FTP サーバーから自動的に検索するスクリプトをダウン

ロードし、実行します。

これらのオプションを使用すれば、クライアント コンピュータで実行するアプリケーションま

たはサービスのバージョンをコントロールできます。

• Juniper インストーラ サービス － 管理者権限がない場合でも、クライアントサイド アプ

リケーションのダウンロード、インストール、アップグレード、および実行が可能になりま

す。これらのタスクを実行するには管理者権限が必要なので、Juniper インストーラ サービ

スは、クライアントのローカル システム アカウント（システムへの完全アクセス権を持つ

強力なアカウント）の下で実行し、Windows の サービス コントロール マネージャ（SCM）

に登録します。ユーザーの Web ブラウザ内で実行されている ActiveX コントロールや Java

アプレットは、SA シリーズ アプライアンスとクライアント システム間の安全なチャンネル

を通じて、実行されるインストール処理の詳細を通信します。

Juniper インストーラ サービスをクライアント システムにインストールする場合は、次の

事項に注意してください。

• Juniper インストーラ サービスのインストールには管理者権限が必要です。詳細は、

Juniper Networks Customer Support Center の Client side Changes Guide を参照して

ください。

• Juniper インストーラ サービスをインストールする前に、クライアント システムに

Microsoft Windows インストーラが存在することを確認します。

• エンドユーザーのクライアント システムには、有効で使用可能な Java Runtime Engine

（JRE）または最新の SA シリーズ アプライアンス ActiveX コントロールが含まれている

必要があります。クライアント システムにこれらのソフトウェア コンポーネントがどち

らも含まれていない場合には、エンドユーザーはゲートウェイに接続することができませ

ん。

• エンドユーザーのクライアント システムで、有効な JRE が使用可能になっていること

を確認します。

• エンドユーザーのクライアント システムに JRE がない場合には、適切なインストーラ

パッケージを Maintenance > System > Installers からダウンロードします。
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• このサービスは、Windows サービス（ローカル）リストに、Neoteris Setup Service とい

う名前で表示されます。

• サービスは、インストール時とクライアント システム起動時に自動的に開始されます。

• ホストチェッカー － このインストーラ（HCInst.exe）は、ユーザーのシステムにホスト

チェッカーをインストールします。ホストチェッカーは、SA シリーズ アプライアンスに接

続したホストでエンドポイント チェックを実行するクライアントサイドのエージェントで

す。

ホストチェッカーを配信する場合は、Authentication > Endpoint Security > Host Checker

ページで Autoupgrade Host Checker オプションを必ずオフにしてください。これを行わな

いと、SA シリーズ アプライアンスは、配信されるバージョンとは異なるバージョンのホス

トチェッカー アプリケーションをユーザーのコンピュータにダウンロードする場合がありま

す。

• サードパーティ統合測定検証（IMV）サーバー － このインストーラ

（RemoteIMVServerInstall.exe）は、IMV をユーザーのシステムにインストールします。IMV

は、エンドポイントの整合性における特定の面について検証を行う SA シリーズ アプライア

ンス上で実行されるソフトウェア モジュールです。

• Windows 2000/XP/Vista プラットフォーム用セキュア アプリケーション マネージャ ー こ

のインストーラ（WSAMInstNt.exe）には、W SAM の NetBIOS バージョンが含まれています。

NetBIOS バージョンを使用すると、Windows リソースにドライブをマップできます。Windows

2000 と Windows XP システムに WSAM をインストールするにはこのバージョンを使用しま

す。

• Windows Mobile 5.0 PocketPC/6.0 Classic/6.0 Professional 用 Junos Pulse ー このイン

ストーラは WSAM の PDA バージョンを含み、現在では Junos Pulse と呼ばれています。

Pocket PC システムに Junos Pulse をインストールするにはこのバージョンを使用します。

• Windows Mobile 5.0 Smartphone/6.0 Standard Professional 用 Junos Pulse ー このイン

ストーラは WSAM の PDA バージョンを含み、現在では Junos Pulse と呼ばれています。

Smartphone システムに Junos Pulse をインストールするにはこのバージョンを使用します。

• Windows 用ネットワークコネクト － このインストーラ（NcInst.exe）は、Windows システ

ムにネットワークコネクトをインストールします。ネットワークコネクトは、VPN 機能を提

供するリモート アクセス メカニズムです。

• Mac OS X 用ネットワークコネクト － このインストーラ（NetworkConnect.dmg）は、Macintosh

OS X システムにネットワークコネクトをインストールします。ネットワークコネクトは、VPN

機能を提供するリモート アクセス メカニズムです。

• Linux 用ネットワークコネクト － このインストーラ（ncui 1.2 1.i386.rpm）は、Linux

システムにネットワークコネクトをインストールします。ネットワークコネクトは、VPN 機

能を提供するリモート アクセス メカニズムです。

• Junos Pulse インストーラ(.exe) － このインストーラはすべての Junos Pulse コンポーネ

ントをインストールします。

• Junos Pulse インストーラ(.msi) － このインストーラはすべての Junos Pulse コンポーネ

ントをインストールします。

Maintenance > System > Installers からすべてのインストーラをダウンロードします。
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SA シリーズ アプライアンス ライセンス

イニシャル ライセンスの使用、ライセンスのアップグレード、デフォルトのセキュリティ オ

プションの設定、NCP または JCP 通信プロトコルの設定には、System > Configuration ペー

ジを使用します。

SA シリーズ ライセンスの入力またはアップグレード

SA シリーズ アプライアンスは、あらかじめ基本的なアクセスを許可するライセンスが付属し

ています。ただし、アプライアンスの機能を完全に活用するには、Juniper Networks License

Management System にアクセスし、Licensing Hardware ID および Authorization Code を提

示してライセンス キーを取得し、管理者コンソールにサインイン後に、Juniper Networks か

ら取得したライセンス キーを入力する必要があります。

Licensing Hardware ID は一意の 16 文字のコードで、Juniper Networks は、ライセンス キー

を生成する際にこのコードを使用してユーザーの SA シリーズ アプライアンスを識別します。

SA シリーズ アプライアンスの Licensing Hardware ID は、シリアル コンソールのメニュー

オプションの上部、および管理者コンソールの下部にあります。

Authorization Code は、ユーザーまたはユーザーの会社が SA シリーズ アプライアンス用に

購入したライセンス キーを、生成および有効化するのに必要な合鍵です。SA シリーズ アプラ

イアンスおよび関連する製品や機能ライセンスを購入した後に、SA シリーズ アプライアンス

とは別に Authorization Code(s) を受け取ります。

Juniper Networks License Management System からダウンロードするパッケージまたは、Juniper

Networks から受け取る E メールには、以下の異なるタイプのライセンスが含まれています。

• ユーザー ライセンス キー ー ユーザー ライセンス キーを使用すると、ライセンス キー

コードで指定された同じ数のユーザーをホストすることができます。SA シリーズ アプライ

アンス ユーザー ライセンス キーは「追加型」で、ユーザー ライセンス キーを追加で取得

して構成に追加することによって、SA シリーズ アプライアンスにアクセスできるユーザー

の数を増やすことができます。たとえば、最初に 100 のユーザー ライセンスを購入し、将

来別の 100 のユーザー ライセンスを購入した場合、SA シリーズ アプライアンスは最大 200

名の ユーザーに対応できるようになります。

注: ユーザー ライセンスの制限に達した場合、新しいユーザーがログインする

と、サインイン処理中にシャットダウンします。既存のユーザー セッションは影

響されません。

• アクセス機能ライセンス キー － アクセス機能ライセンス キーを使用すると、SA シリーズ

アプライアンスでアクセス メソッドを有効化できます。アクセス機能ライセンス キーでは、

ネットワークコネクトやセキュア アプリケーション マネージャ、セキュアミーティング、

および高度なアクセス機能ライセンスなど、さまざまなアクセス メソッドを使用できます。

• クラスタ ライセンス化 ー Secure Access ソフトウェア バージョン 7.0 は、次のようなク

ラスタ ライセンスの変更を導入しています。

• クラスタの作成に、ライセンスは不要になりました。

• CL ライセンスはもはや必要ありませんが、まだサポートされています。
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• 5 日間のクラスタ無料期間中は、ノードがクラスタの他の部分とクラッシュしたり接続を

失ったときに、ライセンスの柔軟性を提供します。

• ノードがクラスタから切断するときに多数のライセンスが失われないように、クラスタ全

体に均等に ADD ライセンスを配信することを推奨します。

クラスタで許可された同時ユーザーの最大数は、接続している全ノードの全ユーザー ライセ

ンスの合計になります。ノードがクラスタ（A/A または A/P のいずれか）から切断する場

合、無料期間が終わるまでは、残りのノードごとの最大ライセンスは、現在のライセンスと、

自身のライセンスおよび他のノードのライセンスの最低限の数を合算したものになります。

• 緊急時ライセンス キー（ICE） ー 緊急時ライセンス キー（ICE）は、SA シリーズ アプラ

イアンスの緊急モードを有効にすることができ、SA シリーズ アプライアンスおよびセキュ

アミーティングの追加ユーザーに、必要に応じて 8 週間の一時的なテスト用のライセンス、

または永続的なライセンスに移行可能なライセンスを提供します。ICE ライセンスは EES ま

たは他のサードパーティ機能を含みません。詳細は 740 ページの「緊急モードを有効化およ

び無効化にする」を参照してください。

• 評価ライセンス キー － 評価ライセンス キーを使うと、ライセンス キーを購入して新しい

SA シリーズ アプライアンスの機能を永久的に有効にするかどうかを決定する前に、限定さ

れた期間中、SA シリーズ アプライアンスの最新機能を有効にしロールアウトすることがで

きます。評価ライセンス キーの有効期間は 1 週間、2 週間、または 4 週間です。

System > Configuration > Licensing タブを使用して、サイトのライセンス キーの入力、有

効期限の表示、あるいは必要に応じて削除を行います（必要な場合）。

Licensing タブからアクセス可能な使用許諾条件を読み、その後、ライセンス キーを送信して

ください。Licensing タブに表示される使用許諾条件は、初期セットアップ時にシリアル コン

ソールに表示されたものと内容は同じです。

ライセンス オプションの設定

新規ライセンス キーを作成、入力したり、または交換する SA シリーズ アプライアンスへラ

イセンス キーを転送するには、次の操作を行います。

1. Licensing Hardware ID と Authorization Code が使用可能であることを確認してくださ

い。

SA シリーズ アプライアンスの Licensing Hardware ID は、シリアル コンソールのメニュー

オプションの上、および管理者コンソールの下部にあります。

SA シリーズ アプライアンスおよび関連する製品や機能ライセンスを購入した後に、SA シ

リーズ アプライアンスとは別に Authorization Code(s) を受け取ります。

2. https://www.juniper.net/generate_license により Juniper Networks License Management

System にアクセスします。
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注: Juniper Networks License Management System では、Juniper Networks ラ

イセンスについての詳細情報へのアクセス ポイントを提供しています。この情

報には、ユーザーまたはユーザーの会社に登録されているすべてのライセンス

や、現在各 Licensing Hardware ID に関連付けられているライセンスが含まれ

ます。

この場所の情報にアクセスするには、Juniper Networks Customer Support Center

の有効なユーザー ID とパスワードが必要です。Juniper Networks Customer

Support Center ユーザー ID とパスワードを入手するには、Customer Support

Center にアクセスします。

3. Secure Access SSL VPN リンクをクリックして、新しいライセンス キーを生成するか、

Generate Replacement License for RMA Device をクリックして、交換する SA シリーズ

アプライアンスの既存のライセンスに基づいてライセンス キーを作成します。

注: Generate Replacement License for RMA Device オプションは、RMA ハード

ウェアの交換のみを目的としています。これは、間違って作成されたライセンス

キーの交換には使用できません（たとえば、最初にライセンスを購入した以外の

SA シリーズ アプライアンスに、Authorization Code を使用してライセンスを

作成した場合など）。

4. Generate Licenses ページで、次の操作を行います。

• 1 台の SA シリーズ アプライアンスのみにライセンス キーを作成する場合は、Licensing

Hardware ID と、1 つ以上の Authorization Code を該当するフィールドに入力します。

• 複数の SA シリーズ アプライアンスのライセンス キーを一度に作成するには、Generate

License Keys for Multiple SSL VPN Devices をクリックし、画面の手順に従ってライセ

ンス キーの生成に必要な Excel ファイルを作成します。

5. Generate をクリックします。

Confirm License Information ページが表示され、License Management System に送信した

情報の概要が表示されます。

6. この情報を見直して、すべての情報が正しいことを確認し、Generate License をクリック

します。

Generate License SSL VPN ページが表示され、新しいライセンス キーの詳細を表示するリ

ンクを含む、ライセンス キーの概要が表示されます。

7. Download/Email をクリックし、ファイル形式と、新しいライセンス キーを入手する際の配

信方法を指定します。

ライセンス キーをダウンロードするか、E メールを使用して受信した後、以下を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Licensing を選択します。

2. ライセンス同意リンクをクリックします。使用許諾条件を読み、同意する場合、次の手順に

進みます。
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3. ライセンス キーを入力し、Add をクリックします。

ライセンス キーのアップグレード

SA700 または Secure Access FIPS アプライアンスを使用している場合で、SA シリーズ アプ

ライアンス上のイメージを 5.1 以降にアップグレードした後にライセンス キーをアップグレー

ドする場合は、次の手順に従って新しいライセンス キーを作成し、入力する必要があります。

アップグレードの際に SA シリーズ アプライアンスは既存のライセンス情報を保持するので、

購入したライセンス アップグレードの新しいライセンス キーを確認して作成するだけで済み

ます。

ライセンス キーのアップグレードを古い SA シリーズ アプライアンスに対して行う場合は、

Juniper Networks License Management System は、作成する新しいライセンス キーについて

の情報や、購入して SA シリーズ アプライアンスに入力する将来のライセンス キーの情報を

保持します。古いライセンス キーの詳細にはアクセスできません。Juniper Networks では、

バージョン 5.1 より古いソフトウェアのライセンス キー情報を確認することはできません。

間違ってライセンス情報を削除した場合は、Customer Support Center Case Manager 経由で

Juniper Customer Care までお問い合わせください。

• 1 800 638 8296（米国とカナダ）

• 1 408 745 9500（インターナショナル）

Juniper Customer Care では、申請者に代わって手続きを行い、紛失したライセンス キーの記

録を提供します。

ライセンス キーをアップグレードするには、次の操作を行います。

1. Licensing Hardware ID と Authorization Code が使用可能であることを確認してくださ

い。

SA シリーズ アプライアンスの Licensing Hardware ID は、シリアル コンソールのメニュー

オプションの上、および管理者コンソールの下部にあります。

SA シリーズ アプライアンスのソフトウェアとライセンス キーをアップグレードするには、

SA シリーズ アプライアンスを最初に購入したベンダーから、追加機能に対するライセンス

の Authorization Code を受け取ります。

2. https://www.juniper.net/generate_license により Juniper Networks License Management

System にアクセスします。

Juniper Networks License Management System では、Juniper Networks ライセンスについ

ての詳細情報へのアクセス ポイントを提供しています。この情報には、ユーザーまたはユー

ザーの会社に登録されているすべてのライセンスや、現在各 Licensing Hardware ID に関

連付けられているライセンスが含まれます。

この場所の情報にアクセスするには、Juniper Networks Customer Support Center の有効

なユーザー ID とパスワードが必要です。Juniper Networks Customer Support Center ユー

ザー ID とパスワードを入手するには、Customer Support Center にアクセスします。

3. Secure Access SSL VPN リンクをクリックして、新しいライセンス キーを生成するか、

Generate Replacement License for RMA Device をクリックして、交換する SA シリーズ

アプライアンスの既存のライセンスに基づいてライセンス キーを作成します。
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Generate Replacement License for RMA Device オプションは、RMA ハードウェアの交換の

みを目的としています。これは、間違って作成されたライセンス キーの交換には使用でき

ません（たとえば、最初にライセンスを購入した以外の SA シリーズ アプライアンスに、

Authorization Code を使用してライセンスを作成した場合など）。

4. Generate Licenses ページで、次の操作を行います。

• 1 台の SA シリーズ アプライアンスのみにライセンス キーを作成する場合は、Licensing

Hardware ID と、1 つ以上の Authorization Code を該当するフィールドに入力します。

• 複数の SA シリーズ アプライアンスのライセンス キーを一度に作成するには、Generate

License Keys for Multiple SSL VPN Devices をクリックし、画面の手順に従ってライセ

ンス キーの生成に必要な Excel ファイルを作成します。

5. Generate をクリックします。

6. SA シリーズ アプライアンスのシリアル番号を Serial Number フィールドに入力します。

シリアル番号の入力を要求されたときに入力しなかった場合は、ライセンス生成ポータル

は、上記で入力した Licensing Hardware ID を自動的に使用します。

7. Generate を再度クリックします。

Confirm License Information ページが表示され、License Management System に送信した

情報の概要が表示されます。

8. この情報を見直して、すべての情報が正しいことを確認し、Generate License をクリック

します。

Generate License SSL VPN ページが表示され、新しいライセンス キーの詳細を表示するリ

ンクを含む、ライセンス キーの概要が表示されます。

9. Download/Email をクリックし、ファイル形式と、新しいライセンス キーを入手する際の配

信方法を指定します。

ライセンス キーをダウンロードするか、E メールで受信した後、以下を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Licensing を選択します。

2. ライセンス同意リンクをクリックします。使用許諾条件を読み、同意する場合、次の手順に

進みます。

3. ライセンス キーを入力し、Save Changes をクリックします。

購読ライセンスの概要

購読ライセンスおよび更新ライセンス（ライセンス名に付加されている a から R で識別され

る）は、開始日と終了日が限定されています。顧客はまず指定された期日までに、有効な購読

ライセンスを購入します。ライセンスの有効期限が近づくと、ライセンスを更新することがで

きます。

ライセンスがインストールされると、開始日と終了日は、コンピュータに設定されているタイ

ムゾーンとローカルタイムに合わせられます。開始日は午前 12:00 で、終了日はその日の真夜

中です（次の日の午前 12:00）。開始日の日付を先にする場合は、購読または更新ライセンス

をその開始日まで有効にしません。更新ライセンスは、ライセンス サーバーに対応する期限切

れの購読ライセンスがある場合のみに、有効にすることができます。
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購読ライセンスは対応する更新ライセンスがある場合に更新が可能で、更新は対応する購読ラ

イセンスが有効期限切れになることによって行うことができます。

注: 購読ライセンス サーバーおよびライセンス サーバーは Secure Access 7.0 お

よび、それ以降のソフトウェアでサポートされています。

利用可能な購読ライセンス

購読ライセンスおよび更新ライセンスは SA シリーズ SSL VPN アプライアンスにのみインス

トール可能です。これらのライセンスは仮想アプライアンスにリースすることはできますが、

インストールはできません。

次の購読ライセンスが利用可能です（X と Z はユーザー数と年数、またはそのいずれかの適切

な番号に置き換えられます）。

• ACCESS EES XU ZYR ー 拡張エンドポイント セキュリティ

• ACCESS RDP XU ZYR ー 埋め込み RDP アプレット

• ACCESS XU ZYR ー 同時ユーザー数購読

• ACCESS SUB SVR ZYR ー デバイスをライセンス サーバーにすることを許可する

容量が基本のライセンス（ACCESS EES など）と時間が基本のライセンス（ACCESS SUB など）

は併用することができます。例:

• 2 つの ACCESS ES 10K 1YR ライセンスを購入した場合、1 年間に 20 K の容量が使用可

能です。

• 1 つの ACCESS 10K 1YR ライセンスと 1 つの ACCESS ESS 10K 2YR ライセンスを購入

した場合は、1 年間に 20K の容量、2 年目には 10K の容量になります。

• ACCESS SUB SVR 1YR および ACCESS SUB SVR 2YR ライセンスを購入すると、3 年のラ

イセンスになります。

以下にご注意ください。

• ACCESS SUB SVR ライセンスは最長で 3 年です。LMS は ACCESS SUB SVR ライセンスを

3 年以上購入する要求を拒否します。

• 更新ライセンスは更新されるライセンスと一致しなければなりません。例えば、

ACCESS ESS 10K 1YR ライセンスの有効期限が切れる場合には、ACCESS ESS 10K 1YR

ライセンスの更新のみ可能です。ACCESS ESS 10K 2YR ライセンスとして更新することは

できません。

緊急モードのアクティブ化と非アクティブ化

緊急モード機能により、一時的に SA シリーズ アプライアンスを多数のユーザーに対して有効

にできます

緊急モードで SA シリーズ アプライアンスをアクティブにするためには、標準の SA シリーズ

アプライアンス ライセンス インストール手順を使って、緊急時（ICE）ライセンスを最初にイ
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ンストールする必要があります。次に、緊急事態が発生したときに、SA シリーズ アプライア

ンスの Web コンソールを通じて、簡単に緊急モードをアクティブにできます。緊急事態が収

まったら、緊急モードを非アクティブ化する必要があります。

注: ICE ライセンスは、緊急モードをアクティブ化するまで永続します。緊急モー

ドをアクティブ化すると ICE ライセンスが一時ライセンスに切り替わり、緊急モー

ドで 8 週間だけ操作できるようになります。ICE ライセンスが期限切れになると、

全機能が消えて、ユーザーは緊急モードでは SA シリーズ アプライアンスにアクセ

スできなくなります。

緊急モードをアクティブ化または非アクティブ化するには、次の操作を行います。

1. Web コンソールで、System > Configuration > Licensing を選択します。

2. ライセンス リストで In Case of Emergency License エントリを探します。サンプルの ICE

ライセンス名には次が含まれています。

• SA4000 ICE

• SA4000 ICE CL

• SA6000 ICE

• SA6000 ICE CL

3. ライセンス コラムの右側にある Enable リンクをクリックして緊急モードをアクティブに

するか、Disable をクリックして非アクティブにします。

緊急モードを有効または無効にするとき、SA シリーズ アプライアンスは、対応するライセン

スを 5 分間隔で減らします。

セキュリティ オプションを設定する

SA シリーズ アプライアンスのデフォルトのセキュリティ設定を変更するには、System >

Configuration > Security ページを使用します。デフォルトのセキュリティ設定は、最大限の

セキュリティを提供するように配慮されているため、変更しないことをお勧めします。ただし、

ユーザーが特定のブラウザを使用できない場合や、特定の Web ページにアクセスできない場合

には、デフォルト設定を変更する必要があります。さらに、同じ IP アドレスからの DOS/DDOS/

パスワード解読攻撃から SA シリーズ アプライアンスとバックエンド システムを保護する、

ロックアウト オプションを設定することもできます。
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システム全体のセキュリティ オプションを設定する

ある特定の Web にアクセスする時に、ユーザーにブラウザ問題が起きた場合は、次の設定を調

整してください。

• Allowed SSL and TLS Version — SA シリーズ アプライアンス ユーザーへの暗号化要求を指

定します。SA シリーズ アプライアンスは oNCP と セキュア E メール クライアントを含む

すべての Web サーバー トラフィックと、Pocket PC と iMode を含むすべてのクライアント

タイプに、この設定を適用します。（SA シリーズ アプライアンスのデフォルト設定では、

SSL バージョン 3 と TLS を使用するように設定されています。）SSL バージョン 2 を使用

する旧バージョンのブラウザは、ブラウザをアップデートするか、SSL のバージョン 2、バー

ジョン 3、TLS に対応できるように SA シリーズ アプライアンスの設定を変更する必要があ

ります。

• Allowed Encryption Strength ー デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスが 128 ビッ

ト暗号化を要求しますが、168 ビットの暗号化を要求するように指定することもできます。

米国輸出規制法が改定される前までは海外輸出用に 40 ビット サイファ暗号化の使用が要求

されていたため、2000 年以前のブラウザでは、40 ビット暗号化が使用されている可能性が

あります。ユーザーは 128 ビット暗号化に対応するブラウザにアップデートするか、40 ビッ

ト暗号化にも対応するように暗号化強度の設定を変更する必要があります。

Accept only 168 bit and greater オプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンス

は 3DES より 256 ビットの AES を優先します。

Accept only 128 bit and greater オプションまたは Accept 40 bit and greater オプ

ションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは RC4 暗号化を優先します。

ユーザーのブラウザからの着信接続に対する暗号化スイーツの組み合わせを指定するには、

Allowed Encryption Strength で Custom SSL Cipher Selection オプションを選択します。

AES/3DES オプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは 3 DES より 256 ビット

の AES を優先します。選択した同じカスタム暗号化は、バックエンド リライタ接続にも使

用します。SA シリーズ アプライアンスは、メール プロキシへの着信 SSL 接続に対しては

256 ビット AES を優先します。

注: SA シリーズ アプライアンスで 168 ビット暗号化を使用すると、一部の Web

ブラウザでは、接続が 168 ビットでも、128 ビット暗号化（ブラウザのステータ

ス バーのゴールド鍵）で表示される場合があります。これは通常はブラウザの機

能上の制限です。

FIPS IC6500 バージョンの SA シリーズ アプライアンスを使用している場合は、セキュリ

ティ暗号化スイーツを高、中、低から選択できます。FIPS を実装している場合は、AES/3DES

は高、 AES は中にチェックボックスを選択することを推奨します。

• Encryption Strength option － 通常、使用できる暗号化の強度は、SSL セッションが確立

されると強制されるので、使用できない暗号化強度で接続するユーザーには、問題を指摘す

る Web ページが表示されます。このオプションにより、暗号化の弱いブラウザにより接続が

確立されるのを防ぐことができます。

• SSL Handshake Timeout option — SSL ハンドシェークのタイムアウトまでの秒数を指定しま

す。デフォルトは 60 秒です。

677Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第28章: システム管理全般



• Delete all cookies at session termination － 利便性向上のため、SA シリーズ アプライ

アンスは、複数サインインや、最後に関連付けられた領域、最後にサインインした URL など

の機能をサポートするため、永続クッキーをユーザーのコンピュータで設定します。セキュ

リティまたはプライバシ保護を高めたい場合は、これらを設定しないようにします。

• Include session cookie in URL — Mozilla 1.6 および Safari は、Java Virtual Machine

にクッキーを渡さないため、ユーザーは J SAM および Java アプレットを実行できません。

これらのブラウザをサポートするため、SA シリーズ アプライアンスは、JSAM または Java

アプレットを起動する URL にユーザー セッション クッキーを含めることができます。デ

フォルトでこのオプションは有効になっていますが、URL でクッキーを有効にすることに不

安がある場合は、この機能を無効にします。

• Last Login options — ユーザーが前回システムにログインした日時を表示します。ユーザー

については、この情報はブックマーク ページに表示されます。管理者については、この情報

は System Status Overview ページに表示されます。これらの設定は Role UI Options ペー

ジの custom start page オプションには適用できません。

• SAML version — デフォルトでは、SA シリーズ アプライアンスは SAML 1.1 プロトコルとス

キーマを使用します。ユーザー環境で SAML 1.0 を使用している場合、SAML 1.0 オプション

を選択します。

Lockout オプションを設定する

以下の Lockout オプションを設定して、同一 IP アドレスからのサービス拒否攻撃（DoS）、

分散サービス拒否攻撃（DDoS）、パスワード解読攻撃から SA シリーズ アプライアンスおよび

他のシステムを保護します。

注: Lockout オプションは、IVS システムでは利用できません。他のすべてのセキュ

リティ オプションについては、IVS システムで利用可能です。

• Rate － 1 分間に許可するサインインの試行失敗回数を指定します。

• Attempts － 最初のロックアウトをトリガする前に許可する、サインインの試行失敗回数を

指定します。SA シリーズ アプライアンスは、指定された試行回数をレートで除算して、サ

インインの失敗を許可する初期の最大時間を分単位で決定します。たとえば、180 回の試行

をレート 3 で除算すると、60 分という初期時間が得られます。60 分以内に 180 回以上の

サインインが試行された場合、SA シリーズ アプライアンスは失敗したサインイン試行で使

用されている IP アドレスをロックアウトします。

• Lockout period － SA シリーズ アプライアンスが IP アドレスをロックアウトする時間を

分単位で指定します。

注:

SA シリーズ アプライアンスは持続する攻撃にすばやく反応し、攻撃が弱まると徐々に制限を

緩和します。ロックアウトが発生したあと、SA シリーズ アプライアンスは Rate を維持しな

がら徐々に回復します。前回のロックアウト以降に発生した失敗率が、指定された Rate を超

えた場合、SA シリーズ アプライアンスは IP アドレスを再度ロックアウトします。失敗率が
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Attempts/Rate の期間で指定された Rate を超えない場合は、SA シリーズ アプライアンスは

初期の監視状態に戻ります。

たとえば、Lockout オプションで以下のように設定した場合、SA シリーズ アプライアンスは

次のようなシナリオで、その期間 IP アドレスをロックアウトします。

• Rate ＝ 3（1分間に許可されるサインイン試行失敗回数)

• Attempts = 180（最初の60 分の間に許可されるサインイン試行失敗最大数（180/3））

• Lockout period= 2（分）

1. 同じ IP アドレスから 3 分間に 180 回のサインインの失敗が発生したとします。Attempts

で指定した値が許可された最初の 60 分間（180/3）内で発生しているため、SA シリーズ

アプライアンスはその IP アドレスを 2 分間ロックアウトします（4 分目と 5 分目）。

2. 最初のサインイン試行から 6 分後に、SA シリーズ アプライアンスは IP アドレスのロッ

クオンを解除して、レート 3（1 分間の最大サインイン試行失敗回数）を維持します。最

初のサイン試行から 6 分後と 7 分後の各分の間の失敗試行数が 1 分間に 2 回であった

場合、SA シリーズ アプライアンスはその IP アドレスをロックしません。ただし、8 分

後に失敗したサインイン試行回数が 1 分間に 5 回に増えた場合、3 分間の失敗サインイ

ン試行回数が合計 9 回となり、SA シリーズ アプライアンスは再度 IP アドレスを 2 分

間ロックアウトします（最初のサイン試行から 9 分後 と 10 分後）。

3. 最初のサインイン試行から 11 分後に、SA シリーズ アプライアンスは IP アドレスの

ロックオンを解除して、レート 3（1 分間の最大サインイン試行失敗回数）を維持しま

す。その後の 60 分間のサインイン試行失敗回数が平均して 1 分間に 3 回以下であった

場合、SA シリーズ アプライアンスは初期の監視状態に戻ります。

2 人以上のユーザーが（SA シリーズ アプライアンスから見て）同じ IP アドレスを共有して

いる環境の場合、ロックアウト機能は、それらのユーザーのうち 1 人だけが攻撃ユーザーであ

る場合でも、共有 IP アドレスからログインしている全てのユーザーをブロックします。SA シ

リーズ アプライアンスから見た IP アドレスの共有は、ユーザーが NAT ボックスの後ろから

ログインしようとしている場合等に起こります。

関連項目

NCP と JCP の設定

次の内部プロトコルを使用して、SA シリーズ アプライアンス サーバーとクライアント アプ

リケーション間の通信が行われます。

• Network Communications Protocol (NCP) — 標準 NCP に代わって oNCP が使用されるように

なりました。oNCP が失敗すると、セキュアミーティング Windows クライアント、WSAM、ター

ミナルサービスなどの Windows クライアント アプリケーションは、NCP にフォールバック

します。

• Optimized NCP (oNCP) － Optimized NCP（oNCP）は、プロトコル効率、接続処理、および

データの圧縮に改善が施されているため、NCP を介したクライアント アプリケーションのス

ループットを大幅に高めます。セキュアミーティング Windows クライアント、WSAM、ターミ

ナルサービスなどの Windows クライアント アプリケーションは、デフォルトで oNCP を使

用します。
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• Java Communications Protocol (JCP) — JCP は標準 NCP の Java インプリメンテーション

です。SA シリーズ アプライアンスは、JCP を使用して、セキュアミーティング Java クラ

イアント、JSAM、Java Content Intermediation Engine などの Java クライアント アプリ

ケーションと通信します。

NCP オプションを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > NCP を選択します。

2. （Windows クライアントの場合）NCP Auto Select で、以下を選択します。

• Auto Select Enabled（推奨）－ デフォルトで oNCP を使用します。このオプションを

選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、ほとんどのクライアント/サーバー通信に

oNCP を使用し、必要に応じて標準 NCP に切り替えます。ユーザーが、サポート対象外の

オペレーティング システムまたはブラウザ タイプ、あるいはそれらの両方を実行してい

る場合、またはクライアント アプリケーションが何らかの理由（プロキシの存在、タイ

ムアウト、切断など）で SA シリーズ アプライアンスとの TCP 接続を直接開くことがで

きない場合には、SA シリーズ アプライアンスは NCP に戻します。

• Auto Select Disabled － 必ず標準 NCP を使用します。このオプションは、下位互換性

の確保を主な目的として提供されています。

注: ネットワークコネクトを使用してクライアント アクセスを実行する場合、

Auto select Disabled オプションの使用時には注意が必要です。Mac および

Linux のクライアントは、従来の NCP プロトコルを使用して接続することが

できないためです。oNCP/NCP 自動選択機能を無効して、UDP から oNCP/NCP

のフェールオーバーが発生する場合、SA シリーズ アプライアンスは、

Macintosh クライアントや Linux クライアントとの接続を切断します。SA シ

リーズ アプライアンスは UDP から NCP（oNCP の代わりに）にフェールオー

バーするが、このフェールオーバーが、これらのユーザーをサポートしていな

いためです。

3. （Java クライアントの場合）Read Connection Timeout で、Java クライアントのタイムア

ウト時間（15 ～ 120 秒）を設定します。クライアントサイドのセキュア アクセス方法で、

SA シリーズ アプライアンスからのデータが指定された時間に受信されない場合は、SA シ

リーズ アプライアンスとの接続の再確立を試みます。この値は、クライアント アプリケー

ションにおけるユーザーの無操作には適用されません。

4. （Windows クライアントの場合）Idle Connection Timeout で、アイドル接続時間を設定し

ます。このタイムアウト時間により、クライアントサイドの Windows セキュア アクセス方

法において、SA シリーズ アプライアンスがアイドル接続を維持する時間が決定されます。

5. Save Changes をクリックします。

Juniper ソフトウェア サービス パッケージのインストール

管理者コンソールでは、新しいサービス パッケージをすぐにインストールするか、またはサー

ビス パッケージをステージすることができます。ステージすると、予定保守時刻より前に SA

シリーズ アプライアンスのディレクトリにパッケージをプッシュし、保守時間の間にパッケー

ジをインストールできます。ステージングには、保存されたサービス パッケージのインストー
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ルをスケジュールする機能はないことに注意してください。インストールせずに、サービス

パッケージをデバイスにプッシュするのみです。手動でインストール プロセスを始めなければ

なりません。

クラスタに対しては、各クラスタ ノードでサービス パッケージをステージするようお勧めし

ます。特に「低速の」ネットワークの場合は、そうです。これにより、各ノードを同時にアッ

プグレードできるので、アップグレード時間が短縮されます。クラスタのあるノードから他の

各ノードにアップグレード プロセスをプッシュさせずに済みます。ただし、両方のリビジョン

が異なる場合、最初にインストール プロセスを始めたノードのサービス パッケージのリビジョ

ンは、別のクラスタのノードのサービス パッケージのリビジョンを上書きすることに注意して

ください。たとえば、clusterNode1、clusterNode2、および clusterNode3 でサービス パッ

ケージをステージすると仮定します。clusterNode3 でアップグレード プロセスを始めます。

clusterNode1 のサービス パッケージ リビジョンが、clusterNode3 と比較されます。リビジョ

ンが異なる場合、clusterNode1 がアップグレードを始める前に、clusterNode3 のサービス

パッケージが clusterNode1 にプッシュされます。リビジョンが同じ場合には、clusterNode3

は、サービス パッケージを clusterNode1 にプッシュしません。clusterNode2 についても同

様です。

新しいサービス パッケージをインストールする前に、現在のシステム設定、ローカル ユーザー

アカウント、カスタマイズしたユーザー設定、ロールおよびポリシーの情報をエクスポートし

てください。

サービス パッケージをインストールするには、次の操作を行います。

1. Juniper Networks Customer Support Center にアクセスして、希望のサービス パッケージ

を取得します。

2. 管理者コンソールで、Maintenance > System > Upgrade/Downgrade を選択します。

3. Browse をクリックして、Juniper Networks Customer Support Center から取得した、ハー

ド ドライブ上のサービス パッケージを指定します。SA シリーズ アプライアンスの同じ

バージョンを引き続き使用しながら、現在の設定を削除するには、アプライアンスに現在イ

ンストールされているサービス パッケージを選択します。

4. あるいは、Upload new package into staging area オプション ボタンと Browse を選択し

て、ローカルに保管しているファイルを指定し、From stated package のオプション ボタ

ンを選択します。

5.

6. 古いサービス パッケージに戻すか、構成設定を削除する場合には、Delete all system and

user data を選択します。

注: このオプションを使用して、アプライアンスからすべてのシステム データ

とユーザー データを削除した場合には、システムの再設定を行う前に、ネット

ワーク接続を再確立する必要があります。また、バージョン 3.1 以前に戻すこ

とはできません。

7. サービス パッケージ ファイルを選択して、Install Now をクリックします。
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シリアル コンソールから管理ポート ネットワークを設定する

シリアル コンソールから管理ポート ネットワークを設定するには、次の操作を行います。

1. シリアル コンソール セッションを開始します。

2. 項目 1 のSystem Settings and Tools を選択します。

3. 項目 10 のConfigure Management port を選択します。オプションが有効か無効かが、文字

列で表示されています。

4. 要求メッセージに従い、管理ポートのネットワーク設定を入力します。

注: 管理ポートを有効にしても、IP アドレスおよびネットマスクの設定を行わ

なかった場合は、ポートは無効の状態に戻ります。また、ポートが無効化されて

いるときにシリアル コンソールから管理ポートの設定をクリアすることはでき

ません。管理者コンソールからのクリアは可能です。

5. 変更を受け入れるかどうかを尋ねるメッセージが表示され、変更が正しければ y と入力し

ます。そうでない場合は、設定を修正するためプロセスを繰り返します。

6. シリアル コンソールを閉じます。

管理者コンソールから管理ポート ネットワークを設定する

管理者コンソールから管理ポート ネットワークを設定するには、次の操作を行います。

1. バックエンド管理ネットワークがすでに設定されていることを確認してください。

2. 管理ポート経由で、管理ネットワーク ゲートウェイを SA6000 に接続します。

3. 管理者コンソールで、System > Network > Management Port を選択します。

4. Enabled を選択します。

5. IP アドレス、ネットマスク、デフォルト ゲートウェイなどのポート情報を入力します。

6. Save Changes をクリックします。

静的ルートを管理ルート テーブルに追加する

静的ルートを管理ルート テーブルに追加することもできます。これは、静的ルートをルート

テーブルに追加する手順を踏むことで、簡単に行うことができます。管理ポートを有効にする

と、New Route ページに、管理ルート テーブル用の新しいインターフェース セクションが表

示されます。

管理ポートに証明書を割り当てる

管理ポートに割り当てが可能なデバイス証明書は 1 つだけです。管理ポートにデフォルトのデ

バイス証明書以外の証明書を割り当てた場合、デフォルトのデバイス証明書は自動的にデフォ
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ルトから外されます。管理ポート用のデバイス証明書を選択しなかった場合、IVE は、内部ポー

ト上のデフォルトのデバイス証明書を使用します。

注: 管理ポート VIP に証明書を割り当てることができます。

管理者のサインイン アクセスのコントロール

SA シリーズ アプライアンス上で、管理者のポートへのアクセスをコントロールすることがで

きます。管理ポートを有効にすると、管理ポートへのアクセスを、管理者領域の設定によりコ

ントロールできます。

管理ポートへの管理者アクセスをコントロールするには、以下の操作を行います。

1. 管理ポートを有効にします。

2. 次の手順のいずれかを実行します。

• デフォルトの管理者ユーザー領域を変更する場合、Administrators > Admin Realms >

Admin Users を選択します。

• 新しい管理者ユーザー領域を作成する場合、Administrators > Admin Realms を選択し

て、New をクリックします。

3. Authentication Policy タブをクリックします。

4. Source IP タブの一番下までスクロールします。管理ポートが有効化されているというメッ

セージと共に、Network Settings ページへのリンクが表示されています。

5. 選択可能なオプションの中から、管理者にすべての利用できるポートへのサインインを許可

するか、管理ポートあるいは内部ポートのみへのサインインを許可するか、またはいずれの

ポートへのサインインも禁止するかを選択します。間違って、管理者アクセスを完全に禁止

してしまうことがあるかもしれません。その場合は、シリアル コンソールからポートを再

設定することができます。

注: 管理ポートへの管理者のアクセスを制限し、設定をエクスポートして、その

後に SA2000/2500 シリーズ アプライアンスまたは SA4000/4500 シリーズ アプ

ライアンスにインポートしようとした場合、インポート処理が失敗したり、管理

ポートの設定が無視されたりして、管理者アクセスができなくなる可能性があり

ます。管理ポートをサポートしているのが SA6000/6500 のみであるため、これ

が発生する可能性があります。他のアプライアンス モデルは管理ポート設定を

認識できません。

管理者の管理ポートや内部ポートへのサインインを有効に設定しても、管理ポー

ト自体を有効に設定していないと、SA シリーズ アプライアンスは、管理者の内

部ポートへのサインインのみを許可するよう設定されていると見なします。その

後、管理ポートを有効にすると、Authentication Policy タブで選択した管理

ポート オプションはそのままであると判断されて、管理者の管理ポートへのア

クセスの設定が回復されます。

6. Save Changes をクリックします。
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管理ポート経由でサインインする

管理ポートの IP アドレスから直接、アプライアンスにサインインすると、内部ポート経由で

デフォルト設定では通常可能な、エンドユーザー サインイン ページへのアクセスができませ

ん。管理ポートへの管理者アクセスに関して定義されている領域のみにサインインすることが

できます。エンドユーザー サインイン ページにアクセスしたい場合は、内部ポートか外部ポー

ト経由でサインインしなければなりません。

ただし、管理者が管理ポートからアクセスしなければならないように、領域内でのアクセスを

制限している場合、管理ポート IP アドレスへサインインすると、他のポートへのアクセスは

事実上、ブロックされます。

カスタム式を使用してロールマッピング規則を設定する

管理ポートを有効にしている場合、ポートに対してロールを割り当てる際に、カスタム式のネッ

トワーク インターフェース(networkIF)変数に新しい値を使用することができます。

新しい変数を使用するには、次の操作を行います。

1. 管理者のサインイン アクセスを設定した後、Role Mapping タブをクリックします。

2. Rule based on プルダウン メニューから Custom Expressions を選択します。

3. Update をクリックします。

4. Rule セクションで、Expressions をクリックします。

5. Server Catalog ダイアログの Expressions タグで、新しい規則の名前を入力します。

6. 以下のように式を入力します。

networkIF = “management”

値は 2 重引用符で囲まなければなりません。内部ポートや外部ポートの値とは異なり、管

理ポートの値は 2 重引用符で区切らなければなりません。

7. Save Changes をクリックします。名前を付けた式が Available Expressions テキストボッ

クスに表示されます。

8. その式を選択して、Add をクリックすると、式が Selected Expressions テキストボックス

へ移動します。

9. 適切なロール、たとえば Administrators を選択して、Add をクリックすると、ロールが

Selected Roles テキストボックスへ移動します。

10. Save Changes をクリックします。

この手順により、選択されたロールが管理ポートに割り当てられます。

管理ポートのトラブルシューティング

SA シリーズ アプライアンスには、必要に応じて、問題を発見し解決するための、数多くのト

ラブルシューティング機能が搭載されています。問題が発生する可能性としては、管理ネット

ワークを設定していなかったり、syslog サーバーなどの管理デバイスに、内部ポート経由のト

ラフィック送信を許可している場合が考えられます。
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たとえば、管理デバイスに内部ポート経由のトラフィック送信をさせるよう設定している場合、

その情報を取得することはできません。また別の例としては、管理ポートが有効になっている

場合に、SNMP トラップに内部ポート経由で結果を送信させるように設定していると、SA シリー

ズ アプライアンスは、そのデータをドロップします。

注: SA シリーズ アプライアンスは、管理ポートが有効になっている場合、管理ポー

ト以外のポートで発生する SNMP クエリは無視します。

管理ポートのトラフィックは、管理ログでキャプチャされます。

管理ポートのトラブルシューティングに TCPDump を使用する

管理ポートのトラブルシューティングに TCPDump を使用することができます。

1. Maintenance > Troubleshooting > Tools > TCP Dump を選択します。

2. Management Port を選択します。

3. 必要に応じて、他の利用可能なオプションを設定します。

4. Start Sniffing をクリックします。

ネットワーク ユーティリティを使用して接続状態をテストする

SA シリーズ アプライアンスでは、ARP、ping、traceroute、NSlookup など、様々なネットワー

ク ユーティリティを使用して、管理ポートの接続状態をテストすることができます。

1. Maintenance > Troubleshooting > Tools > Commands を選択します。

2. Command ドロップダウン メニューからコマンド タイプを選択します。

3. 必要に応じて個別のユーティリティを設定します。

4. Management Port を選択します。

5. OK をクリックします。

クラスタ上で管理ポートを使用する

管理ポートは、有効/無効設定を含めて、ノード固有のネットワーク設定を使用します。つま

り、クラスタ内で異なる機種の SA シリーズ アプライアンスを結合させることができるという

ことですが、そうすると、クラスタ全体への管理ポートの使用が制限される可能性があります。

管理ポートは、SA6000 または SA6500 シリーズ アプライアンス以外のものには搭載されてい

ません。SA6000 または SA6500 シリーズ アプライアンスのノード上の管理ポートを有効にす

ると、そのノードからの管理トラフィックは管理ポート経由で運ばれます。しかし、SA 6000

または SA6500 シリーズ アプライアンス以外のノードからのトラフィックは内部ポート経由で

運ばれます。

管理ポートが有効なシステムに設定をインポートする

管理ポートをサポートしていないシステムから、管理ポートが有効になっているシステムに設

定をインポートし、ライセンス等のすべてをインポートした場合、インポート先のシステム上
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の管理ポートが削除されたように見えます。実際には、管理ポートは動作を継続しており、イ

ンポート先のシステムに管理ポート ライセンスを再度適用すると、元の設定で再度表示されま

す。ネットワーク設定とライセンス オプション以外のすべてをインポートすることを指定し

て、ターゲットにインポートした場合、インポート先の管理ポートおよびその設定はそのまま

となり、ポートも動作を継続します。
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第29章

証明書

• SA シリーズ アプライアンス上での証明書の使用について 688ページ

• デバイス証明書の使用 689ページ

• IC シリーズ デバイスに証明書をインポートする 690ページ

• IC シリーズ デバイスからデバイス証明書をダウンロード 692ページ

• 新しい証明書の証明書署名要求（CSR）を作成する 692ページ

• 中間サーバー CA 証明書の使用 693ページ

• 中間サーバー CA 証明書のインポート 694ページ

• 複数の SA シリーズ デバイス証明書を使用する 694ページ

• 異なる仮想ポートに異なる証明書を関連付ける: 695ページ

• トラステッド クライアント CA の使用 696ページ

• CA 証明書の自動インポート 698ページ

• CA 証明書の手動アップロード 700ページ

• トラステッド クライアント CA 証明書属性の指定 702ページ

• クライアントサイド証明書の制限を指定する 703ページ

• クライアント CA 階層を有効にする 705ページ

• CRL を有効にする 706ページ

• CDP オプションの指定 707ページ

• OCSP の有効化 709ページ

• OCSP の有効化 711ページ

• トラステッド サーバー CA の使用 712ページ

• トラステッド サーバー CA 証明書のアップロード 713ページ

• トラステッド サーバー CA 証明書の更新 714ページ

• トラステッド サーバー CA 証明書の詳細を表示する 714ページ

• コード署名証明書を使用する 715ページ

• タスク サマリー:Java アプレットに署名または再署名するよう SA シリーズ アプライアン

スを設定する 716ページ

• コード署名証明書のインポート 717ページ

• 双方向 SSL 認証について 717ページ
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• タスク サマリー: 2 方向 SSL 認証向けに SA シリーズ アプライアンスの構成 718ページ

• 2 方向 SSL ハンドシェイク用の証明書をインポートする 719ページ

• リソース ポリシーを証明書にマッピングする 719ページ

• クライアント認証自動ポリシーのマッピング 721ページ

• 外部および仮想ポートでのクライアント証明書検証 721ページ

• タスク サマリー:クライアント証明書検証向けの構成 721ページ

• クライアント証明検証用のポートを選択する 722ページ

SA シリーズ アプライアンス上での証明書の使用について

SA シリーズ アプライアンスは、インターネット経由でクライアントに送信するデータを、公

開鍵インフラストラクチャ（PKI）でセキュリティ保護します。PKI は、公開鍵と秘密鍵を使用

して情報を暗号化および解読するセキュリティ方式です。これらの鍵は、デジタル証明書を通

じて有効にされ、保存されます。デジタル証明書とは、クライアント/サーバー間でのトランザ

クション処理について Web サーバーまたはユーザーの信用を確立するために発行される、暗号

化された電子ファイルです。

公開鍵暗号化では、データの暗号化および復号に公開鍵/秘密鍵ペアが使用されます。データ所

有者が一般に公開する公開鍵により暗号化したデータは、秘密保持、保護のため設定された対

応する秘密鍵によってのみ復号できます。

たとえば、もし Alice が Bob に暗号化されたメッセージを送信したい場合、Alice は Bob の

公開鍵でメッセージを暗号化、送信することができます。そしてメッセージを受け取った Bob

は、秘密鍵でメッセージを復号できるということになります。この逆、つまり秘密鍵でデータ

を暗号化し、対応する公開鍵で復号するという方法もまた有用です。このプロセスは、デジタ

ル署名作成として知られています。たとえば、もし Alice が送信者であることを表示したい場

合、メッセージを自身の秘密鍵で暗号化し、Bob に送信することができます。メッセージを受

け取った Bob は、Alice の公開鍵でメッセージを復号します。

SA シリーズ アプライアンスは、次の種類のデジタル証明書を使用して信用を確立し、SA シ

リーズ アプライアンスのセッション トランザクションを保護します。

• デバイス証明書 － デバイス証明書は、会社名、会社の公開鍵のコピー、証明書を発行した

認証局（Certificate Authority: CA）のデジタル署名、シリアル番号、有効期限などの要素

を使用して、SA シリーズ アプライアンスとの間のネットワーク トラフィックをセキュリ

ティ保護します。

• トラステッド クライアント CA － トラステッド クライアント CA は、証明書または証明書

属性に基づいて領域、ロール、リソース ポリシーへのアクセスを管理するために、認証局

（Certificate Authority: CA）によって発行されたクライアントサイド証明書です。たとえ

ば、"Users" 認証領域にサインインするユーザーには、OU 属性を"yourcompany.com" に設定

した有効なクライアントサイド証明書が必要であると指定します。

• トラステッド サーバー CA － トラステッド サーバー CA は、トラステッド Web サーバー

の証明書です。Web ブラウズのライセンスがある場合、ユーザーが SA シリーズ アプライア

ンスからアクセスする Web サイトの資格情報を有効にするために、SA シリーズ アプライア

ンスにトラステッド サーバー CA をインストールすることができます。

• コード署名証明書 － コード署名証明書（アプレット証明書とも呼ばれる）は、サーバーサ

イド証明書の一種で、SA シリーズ アプライアンスが仲介する Java アプレットの再署名を
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行います。SA シリーズ アプライアンスにあらかじめロードされている自己コード署名証明

書を使用することも、独自のコード署名証明書をインストールすることもできます。

基本の SA シリーズ 設定では、要求される証明書は、デバイス証明書とコード署名証明書のみ

です。SA シリーズ アプライアンスは、1 つのコード署名証明書を使用して、すべての Java

アプレットの再署名ができ、1 つのデバイス証明書を使用して、他のすべての PKI ベースの通

信を仲介することができます。ただし、これらの基本的な証明書でニーズが満たされない場合

は、複数のデバイス証明書とアプレット証明書を SA シリーズ アプライアンスにインストール

するか、トラステッド CA 証明書を使用して、ユーザーを検証することができます。

注:

• SA シリーズ アプライアンスは、SHA2 をメッセージ ダイジェストとして使用す

る証明書を確認することができます。

• DSA 証明書は現在サポートされていません。

証明書管理機能は、SA シリーズ管理フレームワークに不可欠な部分です。すべての Secure

Access 製品に、いくつかの証明書管理機能が搭載されています。トラステッド サーバー CA

とコード署名証明書の管理機能を使用するには、Core Clientless Access のアップグレード

ライセンスが必要です。SA700 シリーズの管理者は注意してください。

デバイス証明書の使用

デバイス証明書は、会社名、会社の公開鍵のコピー、証明書を発行した認証局（Certificate

Authority: CA）のデジタル署名、シリアル番号、有効期限などの要素を使用して、SA シリー

ズ アプライアンスとの間のネットワーク トラフィックをセキュリティ保護します。

暗号化されたデータを SA シリーズ アプライアンスから受け取ったクライアント ブラウザは、

SA シリーズ アプライアンスの証明書が有効かどうか、SA シリーズ アプライアンスの証明書

を発行した CA をユーザーが信頼済みかどうかを最初にチェックします。ユーザーが SA シリー

ズ アプライアンスの証明書の発行者を信頼できることがまだ示されていない場合、Web ブラウ

ザは、SA シリーズ アプライアンスの証明書を受け入れるかインストールするようユーザーに

要求します。

SA シリーズ アプライアンスの初期化時に、一時自己署名デジタル証明書がローカルに作成さ

れます。すると、ユーザーは直ちに SA シリーズ アプライアンスの使用を開始できるようにな

ります。初期化時に作成され、自己署名された証明書を暗号化すれば、完璧なセキュリティが

得られますが、SA シリーズ アプライアンスにサインインするたびに、セキュリティ警告が表

示されます。これは、証明書が信頼できる認証局（CA）から発行されていないためです。本稼

動する場合には、信頼できる CA からデジタル証明書を取得することをお勧めします。

SA シリーズ アプライアンスは、PKCS #12（ファイル拡張子 .pfx および .p12 を含む）の他

にも、DER と PEM エンコード形式（ファイル拡張子 .cer、.crt、.der、および .pem を含む）

の X.509 デバイス証明書をサポートします。さらに SA シリーズ アプライアンスは、デバイ

ス証明書で以下の追加機能をサポートします。

• 中間デバイス CA 証明書 － 証明書階層内では、1 つまたは複数の中間証明書が 1 つのルー

ト証明書から分岐しています。
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• 複数のデバイス証明書 － 複数のデバイス証明書を使用する場合は、各証明書は個々のホス

ト名または完全修飾ドメイン名（fully qualified domain name: FQDN）の正当性の検証を処

理するため、証明書は異なる CA から発行されていてもかまいません。

関連項目

IC シリーズ デバイスに証明書をインポートする

既存のルート証明書と秘密鍵のインポート

Apache、IIS、Sun ONE（旧 iPlanet）、または Netscape などのサーバーから Web サーバー証

明書を作成して、それらの証明書を SA シリーズ アプライアンスにインポートすることができ

ます。デジタル サーバー証明書と鍵をエクスポートするには、ご使用の Web サーバーの証明

書のエクスポート方法を参照して、その説明に従ってください。次に、Device Certificates

タブを使用して、これらのファイルをインポートします。

注: 別の Web サーバーから証明書をエクスポートするときには、証明書が暗号化さ

れ、証明書とともにパスワードもエクスポートする必要があります。

Web サーバー証明書の秘密鍵を SA シリーズ FIPS アプライアンスにインポートす

ることはできません。秘密鍵は FIPS 非準拠の環境で作成されるからです。ただし、

別の SA シリーズ アプライアンスから、セキュリティ ワールドとともに証明書鍵

をインポートすることは可能です。

既存のルート サーバー証明書と秘密鍵をインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Device Certificates を

選択します。

2. Import Certificate & Key をクリックします。

注: 秘密鍵のインポートがサポートされていないので、このオプションは、FIPS

プラットフォームでは使用できません。FIPS システムでは、CSR を作成するこ

と、署名された証明書を CSR からインポートすることのみが可能です。

[Warning: element unresolved in stylesheets: <change> (in <para>). This

is probably a new element that is not yet supported in the stylesheets.]

FIPS デバイスで、Configuration > Certificates > New CSR ボタンを使用し

て、CSR を作成します。CSR 要求を外部 CA に渡し、生成された証明書ファイル

を Pending Certificate Signing Request ページにインポートします。

FIPS デバイスでは、Configuration > Certificates > Device Certificate >

Import Certificate and Key ボタンは無効です。

3. 証明書をインポートするためのフォームを次の中から選択します。

• 証明書と鍵が 1 つのファイルに入っている場合は、If certificate file includes private

key フォームを使用します。
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• 証明書と鍵が別のファイルに入っている場合は、If certificate and private key are

separate files フォームを使用します。

• 証明書と鍵が 1 つのシステム設定ファイルに入っている場合は、Import via System

Configuration file フォームを使用します。このオプションを選ぶ場合、SA シリーズ

アプライアンスは、設定ファイルで指定された全証明書を Device Certificates ページ

にインポートします（秘密鍵と申請中の CSR を含むが、対応するポート マッピングは含

まない）。

4. 該当するフォームで、証明書と鍵が入ったファイルを参照します。ファイルが暗号化されて

いる場合は、パスワード鍵を入力します。

5. Import をクリックします。

既存の秘密鍵を使用する更新済み証明書をインポートする

デバイス証明書を更新するには、2 つの方法があります。

• Submit a new CSR to a CA － CA によって新しい証明書と秘密鍵が生成され、古い秘密鍵が

廃棄されるため、このプロセスは証明書を更新する方法としては安全です。この更新方法を

使用するには、まず管理者コンソールから CSR を作成する必要があります。

注: Web サーバー証明書の秘密鍵を Secure Access FIPS マシンにインポートす

ることはできません。秘密鍵は FIPS 非準拠の環境で作成されるからです。

• Request renewal based on the CSR previously submitted to the CA － CA は、既存の秘

密鍵を使用する証明書を発行するため、このプロセスは上記の方法よりも安全性は劣ります。

更新された証明書を要求するときには、元の CSR を再提出するか、現在の証明書用に提出した

CSR のレコードを CA が保有しているようにする必要があります。

既存の秘密鍵を使用する更新済みデバイス証明書をインポートするには、次の操作を行います。

1. 以前に証明書を購入した CA の指示に従って、証明書を更新します。

注: 必ず、元の CSR と同じ情報を指定してください。CA では、この情報をもと

に既存の鍵に対応する新しい証明書を作成します。

元の CSR と同じ情報を指定した場合でも、ルート CA が、元と異なるシリアル

番号と鍵を持っている場合があります。移行中は、新しいクライアントと古いク

ライアントの両方の証明書をサポートしている必要があります。つまり、一時的

に 2 つの ルート CA 証明書（既存の証明書と更新された証明書）を保持する必

要があります。

2. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Device Certificates を

選択します。

3. 中間証明書を更新する場合は、ページ最上部の Intermediate Device CAs リンクをクリッ

クします。

4. 更新したい証明書に対応するリンクをクリックします。
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5. Renew Certificate をクリックします。

6. Renew Certificate フォームで、更新された証明書ファイルを参照し、証明書鍵のパスワー

ドを入力して、Import をクリックします。

関連項目

IC シリーズ デバイスからデバイス証明書をダウンロード

たとえば、SAML リソース ポリシーを作成する場合、SA シリーズ アプライアンスとアクセス

管理システムとの間の信頼関係を作成する必要があります。（信頼関係により、SAML 対応シス

テムは、信頼されたソースとの間でのみ情報を交換します。）POST プロファイルを使用して

SAML SSO リソース ポリシーを作成する場合は、信頼関係作成の一部として、SA シリーズ ア

プライアンスのデバイス証明書をアクセス管理システムにインストールします。Device

Certificates ページでは IVE アプライアンスの証明書を簡単にダウンロードし、その証明書

をアクセス管理システムにインストールできます。

SA シリーズ アプライアンスからデバイス証明書をダウンロードするには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Device Certificates を

選択します。

2. 保存したい証明書に対応するリンクをクリックします。

3. Download をクリックします。

4. 証明書を保存する場所を参照し、Save をクリックします。

関連項目

新しい証明書の証明書署名要求（CSR）を作成する

Web サーバーのデジタル証明書がない場合、または SA シリーズ FIPS アプライアンスを運用

している場合には、管理者コンソールを通じて CSR（証明書署名要求）を作成し、CA に送信し

ます。管理者コンソールを通じて CSR を作成すると、その CSR に対応する秘密鍵がローカル

で作成されます。CSR を削除すると、このファイルも削除されるため、その CSR から生成され

た署名付き証明書をインストールできなくなります。

注: 複数の CSR を同時に CA に送信しないでください。請求が重複する恐れがあり

ます。Device Certificates タブにある Certificate Signing Request Details リ

ンクをクリックして、以前に提出した保留中の要求に関する詳細を表示できます。

証明書署名要求を作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Device Certificates を

選択します。

2. New CSR をクリックします。

3. 必要な情報を入力して Create CSR をクリックします。
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4. 画面には、CA に送る必要がある情報とその送信方法の説明が表示されます。これらの指示

に従ってください。

5. CA から署名付き証明書が返送されてきたら、以下の説明に従って、証明書ファイルをイン

ポートします。

注: CSR を CA に送信するときに、証明書を作成した Web サーバーの種類、または

証明書を使用する Web サーバーの種類を指定するよう求められる場合があります。

この場合には apache を選択してください（apache に複数の選択肢がある場合は、

どれか 1 つを選択してください）。また、ダウンロードする証明書の形式を選択す

るよう指示された場合には、標準形式を選択してください。

作成された署名付き証明書を CSR からインポートする

作成された署名付きデバイス証明書を CSR からインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Device Certificates を

選択します。

2. Certificate Signing Requests で、署名付き証明書に対応する Pending CSR リンクをク

リックします。

3. Import signed certificate で、CA から受け取った証明書ファイルを参照し、Import をク

リックします。

関連項目

中間サーバー CA 証明書の使用

証明書階層内では、1 つ以上の中間証明書が 1 つのルート証明書から分岐しています。ルート

証明書は、ルート認証局（CA）により発行され、自己署名されます。各中間証明書は、チェー

ン内の上位の証明書によって発行されます。

チェーン証明書を使用してトラフィックを保全する場合は、SA シリーズ アプライアンスと Web

ブラウザの両方に証明書チェーン全体が含まれている必要があります。たとえば、Verisign

ルート証明書からのチェーンを使用して、トラフィックをセキュリティ保護することができま

す。ユーザーのブラウザに Verisign ルート証明書が事前ロードされていると仮定した場合、

SA シリーズ アプライアンスのチェーン内に低レベルの証明書をインストールすることだけが

必要です。その後、ユーザーが SA シリーズ アプライアンスにブラウズすると、SA シリーズ

アプライアンスは、トランザクションを保全するために、チェーン内にある必要な証明書をブ

ラウザに提示します。（SA シリーズ アプライアンスは、ルート証明書の IssuerDN を使用す

ることによって、チェーン内に適切なリンクを作成します。）SA シリーズ アプライアンスと

ブラウザの両方がチェーン全体を保持していない場合は、SA シリーズ アプライアンスのデバ

イス証明書が、信頼された CA ではなく別の証明書によって発行されたものであるため、ユー

ザーのブラウザは SA シリーズ アプライアンスの証明書を認識または信頼することができませ

ん。

SA シリーズ アプライアンスを通じて証明書をインストールする場合、どの順番でインストー

ルしてもかまいません。SA シリーズ アプライアンスは、PEM ファイルの 1 つ以上の中間 CA

のアップロードをサポートします。
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関連項目

中間サーバー CA 証明書のインポート

中間デバイス証明書と秘密鍵をインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Device Certificates を

選択します。

2. ページ最上部の Intermediate Device CAs リンクをクリックします。

3. Import CA certificate をクリックします。

4. SA シリーズ アプライアンスにアップロードしたい CA 証明書を参照し、Import Certificate

をクリックします。

関連項目

複数の SA シリーズ デバイス証明書を使用する

複数の IVE デバイス証明書を使用するときには、各証明書が個々のホスト名または完全修飾ド

メイン名（fully qualified domain name: FQDN）の正当性の検証を処理するため、証明書は異

なる CA から発行されていてもかまいません。複数のサインイン URL と併せて複数のルート証

明書を使用できます。複数サインイン URL 機能を使用すると、各ホスト名または FQDN に対し

て異なるサインイン URL を作成できるため、複数のホスト名から IVE にアクセスすることが

できます。さらに、各サインイン URL に対して個別のサインイン ページと認証要件を作成で

きます。複数デバイス証明書機能を使用すると、個別の証明書を使用して、それぞれのホスト

名または FQDN にサインインするユーザーを認証することができます。たとえば、ある証明書

を partners.yourcompany.com サイトに関連付け、別の証明書を employees.yourcompany.com

サイトに関連付けることができます。

タスク サマリ:複数のデバイス証明書を有効にする

複数のデバイス証明書を有効にするには、次の操作を行う必要があります。

1. Infranet Controller のアクセスに使用する複数の IP アドレスを指定して、それぞれに仮

想ポートを作成します。仮想ポートは、物理ポート上で IP エイリアスをアクティブにしま

す。仮想ポートの作成方法は次のとおりです。

• 内部ユーザー － System > Network > Internal Port > Virtual Ports タブの設定を使

用して、内部ネットワークから IVE にサインインする社員などのユーザーに対する仮想

ポートを作成します。

• 内部ユーザー － System > Network > Port 1 > Virtual Ports タブの設定を使用して、

外部ネットワークから IVE にサインインする顧客やパートナなどのユーザーに対する仮

想ポートを作成します。

2. デバイス証明書を Infranet Controller にアップロードします。管理者コンソールの System

> Configuration > Certificates > Device Certificates ページか、同じく管理者コンソー

ルの Maintenance > Import/Export > System Configuration ページから、証明書をイン

ポートできます。Infranet Controller 上でホストしたいドメイン（ホスト名）ごとにデバ

イス証明書を 1 つアップロードします。
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3. System > Configuration > Certificates > Device Certificates タブの設定を使用して

IVE が証明書に関連付ける仮想ポートを指定します。仮想ポートに定義されている IP アド

レスを使用してユーザーが IVE にサインインを試みると、IVE はその仮想ポートに関連付

けられている証明書を使用して SSL トランザクションを開始します。

証明書を仮想ポートに関連付ける

複数のホスト名を 1 つの SA シリーズ アプライアンスに関連付ける場合は、異なるホスト名

にサインインするユーザーの正当性の検証に SA シリーズ アプライアンスが使用する証明書を

指定する必要があります。次のオプションがあります。

• Associate all host names with a single wildcard certificate － この方法では、SA シ

リーズ アプライアンスへのサインインに使用するホスト名に関係なく、すべてのユーザーの

検証に対して 1 つのワイルドカード証明書を使用します。ワイルドカード証明書は、ドメイ

ン名に変数要素を入れることにより、複数のホストからサインインするユーザーが、「同じ」

ドメインにマッピングできます。たとえば、∗.yourcompany.com 用のワイルドカード証明書

を作成すると、SA シリーズ アプライアンスは同じ証明書を使用して、

employees.yourcompany.com にサインインするユーザーを、partners.yourcompany.com にサ

インインするユーザーを認証するときと同じように認証します。

• Associate each host name with its own certificate － この方法では、異なる証明書にそ

れぞれ別のホスト名を関連付けます。SA シリーズ アプライアンスは、エンドユーザーが SA

シリーズ アプライアンスにサインインするために使用するホスト名を認識していないため、

各ホスト名に仮想ポートを作成し、その仮想ポートに自分の証明書を関連付ける必要があり

ます。仮想ポートは、物理ポート上で IP エイリアスをアクティブにします。たとえば、1

つのアプライアンスで 2 つの仮想ポートを作成し、最初の仮想ポートを 10.10.10.1

（sales.yourcompany.com）という IP アドレスにマッピングし、2 番目の仮想ポートを

10.10.10.2 （partners.yourcompany.com）という IP アドレスにマッピングすることができ

ます。次に、Infranet Controller が異なる証明書で異なるユーザーを認証できるように、

各仮想ポートにそれぞれ別の証明書を関連付けます。

異なる仮想ポートに異なる証明書を関連付ける:

異なる仮想ポートにそれぞれ別の証明書を関連付けるには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Internal Port タブまたは Port 1 タブに移動

します。次に、Virtual Ports ページの設定を使用して、仮想ポートを作成します。

2. ユーザー証明書の検証に使用するデバイス証明書をインポートします。管理者コンソールの

System > Configuration > Certificates > Device Certificates ページ、または管理者コ

ンソールの Maintenance > Import/Export > System Configuration ページから証明書をイ

ンポートできます。

3. System > Configuration > Certificates > Device Certificates ページで、ユーザー証明

書を有効にするために使用する証明書に対応するリンクをクリックします。

4. Present certificate on these ports で、SA シリーズ アプライアンスが証明書と関連付

けるポートを指定します。内部ポートまたは外部ポート、およびプライマリ ポートまたは

仮想ポートを選択できますが、すでに別の証明書と関連付けられているポートを選択するこ

とはできません。
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5. Save Changes をクリックします。

6. ユーザーの認証に使用する証明書それぞれに、手順 3 ～ 6 を繰り返します。

関連項目

トラステッド クライアント CA の使用

トラステッド クライアント CA は、SA シリーズ アプライアンスが信頼できる認証局（CA）で

す。SA シリーズ アプライアンス、この CA が発行した証明書を信頼します。クライアント CA

証明書を使用するには、適切な証明書を SA シリーズ アプライアンスにインストールして有効

にする必要があります。さらに、対応するクライアント側証明書をエンドユーザーの Web ブラ

ウザにインストールするか、ユーザーのコンピュータ アカウントの MMC 証明書スナップ（マ

シン証明書）を使用する必要があります。CA 証明書でユーザーの正当性を検証するとき、SA

シリーズ アプライアンスは、その証明書は期限が切れていたり壊れていないか、また SA シ

リーズ アプライアンスが認めた CA によって署名されているかをチェックします。CA 証明書

がチェーン（以下に説明）している場合、SA シリーズ アプライアンスはさらに、ルート CA

に到達するまで発行者のチェーンをたどり、その際に各発行者の正当性を検証します。SA シ

リーズ アプライアンスは、DER および PEM エンコード形式の X.509 CA 証明書をサポートし

ています。

クライアント側証明書をインストールするときには、証明書を使用して個々のユーザーを特定

するか、マシンを特定するかを決定する必要があります。証明書を使用して個々のユーザーを

特定するには、各ユーザーの個別の証明書ストアに証明書をインストールする必要があります。

そして、SA シリーズ アプライアンスの管理コンソールから証明書サーバーを通じて、または

領域やロール、リソースのポリシー設定を使用して、認証を有効にする必要があります。証明

書を使用して個々のマシンを特定するには、各コンピュータの証明書ストアに証明書をインス

トールする必要があります。続いて、マシン証明書をチェックし、証明書の有効性に基づいて

領域、ロール、およびリソース ポリシー（もしくはこれらのいずれか）へのアクセスを承認す

るように、ホストチェッカーを設定する必要があります。

SA シリーズ アプライアンスは、CA 証明書で以下の追加機能をサポートします。

• 証明書サーバー － 証明書サーバーは、ローカル認証サーバーの一種です。これを使用する

と、標準の認証サーバー（LDAP や RADIUS など）に照合してユーザーを認証したり、特定の

証明書や証明書属性を必要とすることなく、証明書属性だけに基づいて SA シリーズ ユー

ザーを認証できます。

• 証明書階層 － 証明書階層内では、1 つまたは複数の下位証明書（中間証明書と呼ばれる）

がルート証明書から分岐して、証明書チェーンを形成します。各中間証明書（証明書チェー

ンとも呼ばれる）は、ルート CA ドメインの一部に対する要求を処理します。たとえ

ば、"yourcompany.com" ドメインのすべての要求を処理するルート証明書を生成し

て、"partners.yourcompany.com" および "employees.yourcompany.com" に対する要求を処

理する中間証明書を分岐します。SA シリーズ アプライアンスに証明書チェーンをインストー

ルしたら、アプライアンスは、チェーンが有効であるか確認して、リーフ証明書（つまり

チェーンで最下位証明書）を使用してユーザーを認証します。

• 証明書取り消しリスト － 証明書の取り消しとは、有効期限が切れる前に CA が証明書を無

効にするメカニズムです。証明書取り消しリスト（CRL）は、CA が発行した証明書のうち、

取り消された証明書のリストです。CRL 内の各エントリには、取り消された証明書のシリア

ル番号、取り消された日付、取り消された理由が含まれています。CA は、発行した証明書を
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所有する社員の退職、証明書の秘密鍵の改ざん、クライアントサイド証明書の紛失や盗難な

ど、さまざまな理由により証明書を無効にします。CA が証明書を取り消すと、SA シリーズ

アプライアンスは、取り消された証明書を提示するユーザーのアクセスを適切に拒否するこ

とができます。

注: ユーザー ライセンスを契約している場合は、SA シリーズ アプライアンスに

1 つのルート CA 証明書をインストールするだけで、対応する 1 つのクライアン

トサイド CA 証明書で複数のユーザーを検証できます。

• RFC 5280 パス検証設定 － IETF RFC 5280 では、CA が部分的にトラステッドであることを

許可する、パス確認用の高度なアルゴリズムを説明しています。これは、複雑な PKI で必要

とされます。Advanced Certificate Processing Settings が設定されると、RFC 5280 要件

を実行する新しいパス確認ライブラリが使用されます。

トラステッド クライアント CA を有効にする

SA シリーズ アプライアンスへのサインインに対して、クライアントサイド証明書をユーザー

に要求する場合、対応する CA 証明書を SA シリーズ アプライアンスにアップロードする必要

があります。CA 証明書を手動でアップロードするか、CA 証明書を自動的にアップロードする

よう SA シリーズ アプライアンスを設定できます。SA シリーズ アプライアンスは、アップ

ロードされた証明書を使用して、ブラウザが送信した証明書の有効性を検証します。さらに、

検証用の CA 証明書のインポートを自動的に行うかどうかを指定でき、また CA 証明書を自動

的にインポートするときに SA シリーズ アプライアンスが使用する CRL/OCSP 取得メソッドを

指定できます。
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注: クライアントサイド証明書を使用する場合は、ユーザーに対し、SA シリーズ

アプライアンスからサインアウトした後に Web ブラウザを閉じるよう通知すること

を、強くお勧めします。Web ブラウザを閉じないと、開いたままのブラウザ セッ

ションを他のユーザーが使用して、再認証を行わなくても SA シリーズ アプライア

ンスにある証明書保護されたリソースにアクセスできてしまいますクライアントサ

イド証明書をロードした後、Internet Explorer と Netscape は、どちらも証明書

の証明書と秘密鍵をキャッシュに保存します。ブラウザは、ユーザーがブラウザを

閉じるまで（場合によっては、ユーザーがワークステーションを再起動するまで）、

これらの情報をキャッシュに保存しています。詳細については、

http://support.microsoft.com/?kbid=290345 を参照してください。ブラウザを閉

じる指示をメッセージで表示するには、Authentication > Signing In > Sign in

Pages タブでサインアウト メッセージを変更します。

CA 証明書を SA シリーズ アプライアンスにアップロードしても、クライアントサ

イド SSL 認証または承認は有効になりません。認証または承認もしくはその両方を

有効にするには、証明書サーバーを使用するか、領域、ロール、またはリソース ポ

リシー レベルで認証制限を有効にするか、あるいはマシン認証のチェックを行うホ

ストチェッカー ポリシーを作成する必要があります。

標準の SA シリーズ ユーザー ライセンスだけを所有している場合、SA シリーズ

アプライアンスに CA 証明書を 1 つしかインポートできません。

証明書チェーンを SA シリーズ アプライアンスにアップロードするときには、証明

書を 1 度に 1 つずつ、ルート証明書から降順にインストールするか（DER または

PEM ファイル）、1 つのファイルを、証明書チェーン全体を格納する SA シリーズ

アプライアンスにインストールする（PEM ファイルのみ）必要があります。いずれ

かの方法で、SA シリーズ アプライアンスは、証明書を正しい順序でリンクするこ

とができます。

関連項目

CA 証明書の自動インポート

SA シリーズ アプライアンス上のトラステッド クライアント CA 証明書を自動的にインポート

してオプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs を

選択します。

2. Auto import options をクリックします。Auto import options ページが表示されます。

3. Auto import Trusted CAs をクリックします。

4. Client certificate status checking で、SA シリーズ アプライアンスがクライアント証

明書のステータスを確認するために使用する方法を指定します。
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• None － SA シリーズ アプライアンスは、このトラステッド クライアント証明書を検証

しません。

• Use OCSP － SA シリーズ アプライアンスは、OCSP メソッドを使用して、クライアント

証明書を必要に応じてリアルタイムに検証します。このオプションを選択すると、OCSP

のオプションを指定できます。

このオプションを選択したとき、中間 CA がインポートされ、OCSP レスポンダがその CA

に対して作成された後に、証明書が、OCSP 要求に署名し、OCSP 応答を検証する必要があ

る場合には、OCSP オプションと OCSP レスポンダを手動で構成する必要があります。

• Use CRLs － SA シリーズ アプライアンスは、クライアント証明書を検証するために CRL

を使用します。このオプションを選択すると、OCSP のオプションを指定できます。

• Use OCSP with CRL fallback － SA シリーズ アプライアンスは、可能な場合 OCSP 検証

メソッドを使用しますが、OCSP メソッドが失敗した場合（たとえば、OCSP レスポンダへ

のリンクが失敗するなど）は、CRL を使用してクライアント証明書の検証を試みます。こ

のオプションを選択すると、OCSP のオプションを指定できます。

5. CDP(s)/OCSP responder で、関連するドロップダウン リストから、次の CRL/OCSP 取得方

法を指定します。

• None － SA シリーズ アプライアンスは CRL/OCSP 取得方法を使用しません。

• From client certificate － SA シリーズ アプライアンスは、クライアント証明書にあ

る CRL/OCSP 取得方法を使用します。

• From trusted CA certificates － SA シリーズ アプライアンスは、トラステッド クラ

イアント CA 証明書にある CRL/OCSP 取得方法を使用します。

6. 証明書を発行した CRL を SA シリーズ アプライアンスに検証させたい場合は、Verify

imported CA certificates オプションを有効にします。

7. Save をクリックします。

8. 以下のいずれかの方法を使用して、SA シリーズ アプライアンスが、証明書を使用してユー

ザーを認証したり、リソースへのアクセスを承認する方法を指定します。

• 証明書サーバーを使用して、個々のユーザーを認証する

• 領域、ロール、およびリソース ポリシー設定を使用して、リソースへの個々のユーザー

アクセスを承認する

• ホストチェッカー ポリシーを使用して、リソースへの個々のマシンのアクセスを承認す

る

•
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CA 証明書の手動アップロード

CA 証明書を手動で SA シリーズ アプライアンスにアップロードするには、次の操作を行いま

す。

1. クライアント側のユーザー証明書またはマシン証明書を、ユーザーの Web ブラウザからイ

ンストールします。詳細については、ブラウザのヘルプを参照してください。

2. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs を

選択します。

3. Import CA Certificate をクリックします。Import Trusted Client CA ページが表示され

ます。

4. SA シリーズ アプライアンスにアップロードしたい CA 証明書を参照し、Import Certificate

をクリックします。

5. Client certificate status checking で、SA シリーズ アプライアンスがクライアント証

明書のステータスを確認するために使用するメソッドを指定します。

• None － SA シリーズ アプライアンスは、このトラステッド クライアント証明書を検証

しません。

• Use OCSP － SA シリーズ アプライアンスは、OCSP メソッドを使用して、クライアント

証明書を必要に応じてリアルタイムに検証します。このオプションを選択すると、OCSP

のオプションを指定できます。

• Use CRLs － SA シリーズ アプライアンスは、クライアント証明書を検証するために CRL

を使用します。このオプションを選択すると、OCSP のオプションを指定できます。

• Use OCSP with CRL fallback － SA シリーズ アプライアンスは、可能な場合 OCSP 検証

メソッドを使用しますが、OCSP メソッドが失敗した場合（たとえば、OCSP レスポンダへ

のリンクが失敗するなど）は、CRL を使用してクライアント証明書の検証を試みます。こ

のオプションを選択すると、OCSP および CDP のオプションを指定できます。

6. 証明書を発行した CRL を SA シリーズ アプライアンスに検証させたい場合は、Verify

Trusted Client CA オプションを有効にします。

7. クライアント証明書の認証時に、SA シリーズ アプライアンスにこの証明書を信頼させるに

は、Trusted for Client Authentication? オプションを有効にします。この証明書を認証

以外の目的（たとえば SAML 署名検証やマシン証明書の確認）で追加した場合には、このオ

プションを無効にして、SA シリーズ アプライアンスが、この CA の発行したクライアント

証明書を信頼しないようにします。このオプションが有効な場合、信用の証明書チェーンの

一部である、すべての証明書に有効する必要があります。そうしないと、クライアントは正

常にログインできません。

8. Participate in Client Certificate Negotiation を有効にして、認証のためのクライアン

ト証明書の選択に CA を参加させます。クライアント証明書の認証または制限で、SA シリー

ズ アプライアンスは、トラステッド クライアント CA 証明書ストアで設定され、このフラ

グが有効な全クライアント CA のリストを、ユーザー証明書選択のためユーザーのブラウザ

に送信します。ブラウザは、その発行者 CA やルート CA がそのリストに記載されているク

ライアント証明書を要求します。このオプションでは、どのクライアント証明書が選択で要

求されるか管理できます。CA チェーンの全証明書について、このオプションの選択を解除
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すると、証明書は要求されなくなります。CA 証明書がクライアント認証に必要ない場合

（Trusted for Client Authentication の選択が解除されている場合）、このフラグは無効

になります。このフラグは、デフォルトでは有効になっています。

注: トラステッド クライアント CA の数が 0 でなく、ネゴシエーション用の

CA リストが 0（空）の場合、ブラウザは、選択のために利用可能なクライアン

ト証明書をすべて送ります。特定の CA がクライアント証明書ネゴシエーション

で使用されるのを防ぐには、その CA をアントラステッドとするか、空でない

CA リストをネゴシエーションで使用する必要があります。

9. クライアント証明書認証を伴う複雑な PKI 配備には、Advanced Certificate Processing

Settings の下のオプションを選択します。

• Initial Inhibit Policy Mapping － ポリシー マッピングが必要なパスを拒否するには、

このオプションを選択します。

• Initial Policy Set － 一連の証明書ポリシー オブジェクト識別子（2.5.29.32.0 など）

を改行で区切って入力します。全ポリシーを希望する場合は、このフィールドを空白にし

ておきます。

• Initial Require Explicit Policy － Initial Policy Set に記載の証明書ポリシーの少

なくとも 1 つに対して、パスが有効であることを要求するには、このチェックボックス

を選択します。

注: Advanced Certificate Processing Settings の下のオプションについて、

以下に注意してください。

• これらのオプションはグローバル設定です。ルート CA からこれらの設定を有

効にすると、インポートされたルート CA からの全クライアント証明書に、

Secure Access デバイスは、RFC 5280 証明書パス検証チェックを使用します。

• これらの詳細設定を有効にする前に、証明書チェーン全体（すべての中間 CA

証明書を含む）を Secure Access デバイスにインポートしておく必要があり

ます。そうしないと、クライアン証明書認証は失敗します。

• Advanced Certificate Processing Settings の下のオプションを有効にした

後は、Auto Import of Intermediate CA Certificates オプションは無視され

ます。

10. Save Changes をクリックします。

手動で CA 証明書をインポートした後、CA 証明書属性を指定できます。

11.以下のいずれかの方法を使用して、SA シリーズ アプライアンスが、証明書を使用してユー

ザーを認証したり、リソースへのアクセスを承認する方法を指定します。

• 証明書サーバーを使用して、個々のユーザーを認証する

• 領域、ロール、およびリソース ポリシー設定を使用して、リソースへの個々のユーザー

アクセスを承認する
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• ホストチェッカー ポリシーを使用して、リソースへの個々のマシンのアクセスを承認す

る

トラステッド クライアント CA 証明書属性の指定

トラステッド クライアント CA 証明書の属性を指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs を

選択します。

2. 表示したい証明書をクリックします。Trusted Client CA ページが開き、選択した証明書の

全情報が表示されます。

3. Certificate で、次のフィールド名の隣にある矢印をクリックすると、証明書の詳細が表示

されます。

• Issued To － 証明書の発行対象エンティティの名前と属性。

• Issued By － 証明書を発行したエンティティの名前と属性。このフィールドの値は、

Issued To フィールド（ルート証明書の場合）、または、チェーン内にある次の証明書の

Issued To フィールド（中間証明書の場合）と一致する必要があります。

• Valid Dates － 証明書が有効である期間。

• Details － バージョン、シリアル番号、署名アルゴリズム、CRL 配布点、公開鍵アルゴ

リズムの種類、公開鍵など、証明書の各種詳細情報が記載されています。SA シリーズ ア

プライアンスの Details フィールドに CRL 配布点が表示される場合もありますが、有効

にしなければ、CDP がチェックされません。

4. 証明書を更新するには、次の操作を行います。

a. Renew Certificate をクリックします。

b. SA シリーズ アプライアンスにアップロードしたい、更新された CA 証明書を参照し、

Import Certificate をクリックします。

5. CRL checking for client certificates で、この証明書に対して有効になっている CRL の

詳細を表示します。

• Enable － SA シリーズ アプライアンスがこの CDP の CRL を使用するように設定されて

いる場合は、チェックマークが表示されます。

• CRL Distribution Points － クライアント証明書が有効である CRL 配布点の場所。この

フィールドは、CDP から実行した最後の CRL ダウンロードの成否も示します。

• Status － CRL の状態（OK、No CRL、Expired、Download in progress）、CRL サイズ、

および CRL 内にある失効の数を示します。

• Last Updated － SA シリーズ アプライアンスが、指定した CRL 配布点から最後に CRL

をダウンロードした時期を示します。また、SA シリーズ アプライアンスの現行 CRL バー

ジョンを保存できるリンクも含まれています。

• Next Update － CRL 配布点で指定した間隔に基づいて、次のダウンロード時期を示しま

す。ダウンロード間隔は、CRL および SA シリーズ アプライアンスの CRL 設定ページ
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（CRL Download Frequency）の両方で指定されます。Next Update コラムの表示に関わら

ず、この 2 つの値のうち小さい方が実際のダウンロード時期となります。

6. Client Certificate Status Checking セクションで、SA シリーズ アプライアンスがクラ

イアント証明書を検証に使用するメソッドを、以下から指定します。

• None － SA シリーズ アプライアンスは、このトラステッド クライアント証明書を検証

しません。

• Use OCSP － SA シリーズ アプライアンスは、OCSP メソッドを使用して、クライアント

証明書を必要に応じてリアルタイムに検証します。このオプションを選択すると、OCSP

のオプションを指定できます。

• Use CRLs － SA シリーズ アプライアンスは、クライアント証明書を検証するために CRL

を使用します。このオプションを選択すると、OCSP のオプションを指定できます。

• Use OCSP with CRL fallback － SA シリーズ アプライアンスは、可能な場合 OCSP 検証

メソッドを使用しますが、OCSP メソッドが失敗した場合（たとえば、OCSP レスポンダへ

のリンクが失敗するなど）は、CRL を使用してクライアント証明書の検証を試みます。こ

のオプションを選択すると、OCSP のオプションを指定できます。

7. SA シリーズ アプライアンスにトラステッド クライアント CA を検証させるには、Verify

Trusted Client CA オプションを有効にします。

8. Save Changes をクリックします。

関連項目

クライアントサイド証明書の制限を指定する

SA シリーズ アプライアンスのサインイン ページへのアクセス、ロールへの割り当て、または

リソースへのアクセスを許可するのに、クライアント マシンに対して、有効なクライアントサ

イド証明書の所有を要求する場合は、証明書の制限を使用します。この機能を使用する場合、

クライアントサイド証明書を検証するために、CA 証明書をインポートしたか確認します。この

機能のセキュリティを最高レベルにするには、ユーザーがサインインするたびにパスワードの

入力を要求するよう、ユーザーのクライアントを設定します。特定のバージョンのブラウザで

は、デフォルト設定で、証明書のパスワードが記録されるようになっています。つまり、証明

書のインストール後、ユーザーは再びサインイン情報の入力を指示されません。

証明書の制限を指定するには、次の操作を行います。

1. System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs に移動し、領域、ロール、

リソース ポリシーのレベルで有効にするクライアントサイド証明書の制限を検証するため

に使用する、ルート証明書認証局を指定します。

2. 証明書の制限を実装するレベルを選択します。

• 領域レベル － 以下のとおりに移動します。

• Administrators > Admin Realms > 領域を選択 > Authentication Policy > Certificate

• Users > User Realms > 領域を選択 > Authentication Policy > Certificate

• ロール レベル － 以下のとおりに移動します。
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• Administrators > Admin Roles > ロールを選択 > General > Restrictions >

Certificate

• Users > User Realms > 領域を選択 > Role Mapping > 規則を選択|作成 > カスタム式

• Users > User Roles > ロールを選択 > General > Restrictions > Certificate

• リソース ポリシー レベル － 以下のとおりに移動します。Users > Resource Policies

> リソースを選択 > ポリシーを選択 > Detailed Rules > 規則を選択|作成 > 条件フィー

ルド

3. 次のいずれかのオプションを選択します。

• Allow all users (no client side certificate required) － ユーザーのクライアント

コンピュータにクライアントサイド証明書の所有を要求しません。

• Allow all users and remember certificate information while user is signed in －

ユーザーのクライアント コンピュータにクライアントサイド証明書の所有を要求しませ

んが、クライアントが証明書を所有している場合、SA シリーズ アプライアンスは、ユー

ザー セッション中の証明書情報をすべて記憶しています。

• Only allow users with a client side certificate signed by Trusted Client CAs to

sign in － アクセス管理要件を満たすため、ユーザーのクライアント コンピュータにク

ライアントサイド証明書の所有を要求します。アクセス イベントをさらに制限する場合

は、独自の証明書属性/値ペアを定義できます。ユーザーの証明書には、定義した属性が

すべて含まれている必要があります。

4. オプションでクライアント証明書の具体的な値を要求するには、証明書フィールド名と期待

される値を追加します。Expected Value フィールドに値を追加できます。たとえば、値 uid

を Certificate フィールドに追加し、<userAttr.uid> を Expected Value フィールドに追

加できます。

注: ユーザー属性は、属性をサポートするすべての認証サーバーから来る場合が

あります。認証中に値が収集され、セッション コンテキスト データに追加され

るよう、証明書制限で指定された属性名は、サーバー カタログに含めなければ

なりません。

5. Save Changes をクリックして設定を保存します。
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注:

• SA シリーズ アプライアンスは、すべての X.509 Distinguished Name（DN）属性

（C、CN、L、O、OU など）をサポートしています。

• 属性と値のフィールドでは、大文字と小文字が区別されません。

• 各属性に値を 1 つだけ定義してください。複数の値を指定すると、クライアント

サイド証明書が、CA 証明書に対して正常に認証されません。

• SA シリーズ アプライアンスは、証明書の subjectAltName 属性にある E メール

アドレスを認識します。

• SA シリーズ アプライアンスは、subjectAltName 属性から User Principal Name

(UPN) を取り出すことができます。SA シリーズ アプライアンスは、証明書で特

定の UPN Object Identifier (OID) を検出し、値をデコードします。

subjectAltName 属性で UPN を指定するには、<certAttr.altName.UPN> トークン

を使用します。

関連項目

クライアント CA 階層を有効にする

証明書階層内では、1 つ以上の中間証明書が 1 つのルート証明書から分岐しています。ルート

証明書はルート認証局（CA）により発行され、自己署名されます。各中間証明書はチェーン内

の上位の証明書によって発行されます。

証明書チェーン環境での認証を有効にするには、適切なクライアントサイドの証明書を各ユー

ザーの Web ブラウザにインストールし、対応する CA 証明書を SA シリーズ アプライアンス

にアップロードする必要があります。

注: ユーザー ライセンスでは、異なる CA が発行した証明書のチェーンをインス

トールすることはできません。チェーンの最下位レベルの証明書に署名する CA は、

チェーン内の他のすべての証明書にも署名しなければなりません。

管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs ページ

から、クライアント CA をインストールすることができます。証明書チェーンを SA シリーズ

アプライアンスにアップロードするには、以下のいずれかの方法を使用する必要があります。

• 一度にすべての証明書をインポートする － 1 つのファイルに含まれる証明書チェーンをイ

ンストールする際に、SA シリーズ アプライアンスはルート証明書と、親がそのファイル内

または SA シリーズ アプライアンス上にある下位証明書をすべてインポートします。イン

ポート ファイルには、任意の順序で証明書を含めることができます。

• 一度にすべての証明書を降順でインポートする － 複数のファイルに含まれる証明書チェー

ンをインストールする場合、SA シリーズ アプライアンスは、ルート証明書を先にインストー

ルし、その後に残りの証明書チェーンを降順にインストールすることを要求します。

上記のいずれかの方法で証明書チェーンをインストールすると、SA シリーズ アプライアンス

は証明書を自動的に正しい順序で連結し、管理者コンソールに階層構造で表示します。
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注: 複数の証明書をユーザーの Web ブラウザにインストールすると、ユーザーが

SA シリーズ アプライアンスにサインインするたびに、ブラウザは使用する証明書

を選択するようにユーザーに要求します。

関連項目

CRL を有効にする

証明書失効リスト（CRL） は、クライアントサイド証明書を取り消すためのメカニズムです。

名前が示すとおり、CRL は取り消された証明書のリストであり、CA または委任された CRL 発

行者が発行します。SA シリーズ アプライアンスはベース CRL をサポートします。ベース CRL

には、社内で取り消されたすべての証明書が 1 つのリストにまとめられています。

SA シリーズ アプライアンスは、クライアントの証明書を確認することで、どの CRL を使用す

るかを認識します。（証明書の発行の際、CA はその証明書の CRL 情報を証明書内に含めま

す。）最新の CRL 情報を受け取るようにするため、SA シリーズ アプライアンスは CRL 配布

点に定期的にアクセスして、取り消された証明書の更新リストを取得します。CRL 配布点（CRL

distribution point: CDP）は、CA が CRL を発行する、LDAP ディレクトリ サーバーまたは

Web サーバーの場所です。SA シリーズ アプライアンスは、CRL に指定された間隔と、CRL の

設定時に指定した間隔で CDP から CRL 情報をダウンロードするほか、CRL を手動でダウンロー

ドしたときにもダウンロードを行います。SA シリーズ アプライアンスは、CRL パーティショ

ンもサポートしています。CRL パーティションにより、特大 CRL や大規模 CRL の集合体への

アクセスと検証に時間や労力をかけずに、特大 CRL の各部を検証することができます。CRL

パーティションは、以下に記されているクライアント証明書に CDP を指定する方法を使用して

いる際に、SA シリーズ アプライアンスでのみ有効にできます。この場合、SA シリーズ アプ

ライアンスはクライアント証明書に指定された CRL のみを確認して、ユーザーを検証します。

CA は CRL 情報をクライアントサイド証明書に含めますが、CDP 情報も必ず含めるわけではあ

りません。CA は、以下のいずれかの方法で証明書の CDP の場所を SA シリーズ アプライアン

スに通知することができます。

• CA 証明書に CDP を指定する － CA 証明書の発行時、CA は、SA シリーズ アプライアンス

がアクセスする必要のある CDP の場所を指定した属性を含めることができます。複数の CDP

を指定すると、SA シリーズ アプライアンスは証明書にリストされた最初の CDP を選択し、

必要に応じて以降の CDP に順次切り替えていきます。

• クライアント証明書に CDP を指定する － クライアントサイド証明書の発行時、CA は、SA

シリーズ アプライアンスがアクセスする必要のある CDP の場所を指定した属性を含めるこ

とができます。複数の CDP を指定すると、SA シリーズ アプライアンスは証明書にリストさ

れた最初の CDP を選択し、必要に応じて以降の CDP に順次切り替えていきます。SA シリー

ズ アプライアンスが CRL パーティションを適用して、クライアント証明書が 1 つの CRL

のみを指定した際、SA シリーズ アプライアンスはその CRL のみを使用して検証を行いま

す。
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注: この方法を選択すると、SA シリーズ アプライアンスへの初回サインインを

試みたときにユーザーはエラーを受け取ります。それは、使用可能な CRL 情報が

ないためです。SA シリーズ アプライアンスがクライアントの証明書を認識し、

CRL の場所を取り出すと、CRL のダウンロードを開始し、これ以降にユーザーの

証明書を検証できるようになります。SA シリーズ アプライアンスに正常にサイ

ンインするには、ユーザーは数秒間待ってから再接続する必要があります。

• 管理者が手動で CDP の場所を入力する － CA がクライアント証明書または CA 証明書に CDP

の場所を含めない場合は、SA シリーズ アプライアンスの設定時に、CRL オブジェクト全体

をダウンロードする方法を手動で指定する必要があります。プライマリとバックアップ CDP

を指定できます。（CDP の場所を手動で入力すると、CDP の場所を変更した場合に証明書を

再発行する必要がないため、最大限の柔軟性が得られます）。

SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーの認証時に適切な CRL に照合して証明書を確認しま

す。ユーザーの証明書が有効であると判断した場合、SA シリーズ アプライアンスは証明書属

性をキャッシュに格納し、ロールおよびリソース ポリシの確認時に、必要に応じて適用しま

す。ユーザーの証明書が無効であると判断した場合、適切な CRL にアクセスできなかった場

合、または CRL が期限切れの場合、SA シリーズ アプライアンスはユーザー アクセスを拒否

します。

管理者コンソールのSystem > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs ページか

ら、CRL 確認を設定することができます。

注:

• SA シリーズ アプライアンスがサポートするのは、PEM または DER 形式の CRL

と、失効が適用される CA によって署名された CRL のみです。

• SA シリーズ アプライアンスは一番目の CRL のみを PEM ファイルに保存します。

• SA シリーズ アプライアンスは配布点発行（Issuing Distribution Point: IDP）

という CRL の拡張機能をサポートしません。

関連項目

CDP オプションの指定

Use CRLs または Use OCSP with CRL fallback のいずれかを選択した場合、クライアント側証

明書の現在の有効性を検証するために、証明書取消リスト（CRL）を有効にし、それを CRL 配

布ポイント（CDP）から定期的にダウンロードすることができます。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs を

選択します。

2. CRL チェックを有効にしたい証明書に対応するリンクをクリックします。
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注: SA シリーズ アプライアンスは、CRL 分割をサポートしているため、CRL

distribution points に複数の CRL を表示できます。これは、失効リストのパー

ティション部分が個別に識別されず、派生元の CDP として参照されるためです。

3. CRL Checking Options をクリックします。CRL Checking Options ページが表示されます。

4. CRL Distribution Points で、SA シリーズ アプライアンスが CDP のアクセス情報を探す

場所を指定します。次のオプションがあります。

• No CDP (no CRL Checking) － このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアン

スは、CA が発行した CRL をチェックしないため、CRL を発行した CDP にアクセスする

のに、パラメータを入力する必要がありません。

• CDP(s) specified in the Trusted Client CA － このオプションを選択すると、SA シ

リーズ アプライアンスは、証明書内の CRL 配布点属性をチェックし、CRL Checking

Options ページ内で見つけた CDP の URI を表示します。CDP へのアクセスに必要な情報

の一部が、その CA 証明書に含まれていない場合は、必要な追加情報を指定します。

• CDP Server:（LDAP のみ） － CDP サーバーの場所を入力します。LDAP プロトコルを

使用する場合は、IP アドレスまたはホスト名（例: ldap.domain.com）を入力します。

• CRL Attribute:（LDAP のみ） － CRL を含むオブジェクトに関する LDAP 属性

（CertificateRevocationList など）を入力します。

• Admin DN, Password:（LDAP のみ） － CDP サーバーが CRL の匿名検索を許可してい

ない場合は、CDP サーバーへの認証に必要な管理者 DN とパスワードを入力します。

• CDP(s) specified in client certificates － CDP へのアクセスに必要な情報の一部が、

そのクライアント証明書に含まれていない場合は、必要な追加情報を指定します。

• CDP Server:（LDAP のみ） － CDP サーバーの場所を入力します。LDAP プロトコルを

使用する場合は、IP アドレスまたはホスト名（例: ldap.domain.com）を入力します。

• CRL Attribute:（LDAP のみ） － CRL を含むオブジェクトに関する LDAP 属性

（CertificateRevocationList など）を入力します。

• Admin DN, Password:（LDAP のみ） － CDP サーバーが CRL の匿名検索を許可してい

ない場合は、CDP サーバーへの認証に必要な管理者 DN とパスワードを入力します。

• Manually configured CDP － このオプションを選択すると、指定した CDP に SA シリー

ズ アプライアンスがアクセスします。プライマリ CDP の URL を入力し、オプションで

バックアップ CDP の URL を入力します。LDAP サーバーの場合は、

ldap://Server/BaseDN?attribute?Scope?Filter という構文を使用します。Web サーバー

の場合は、CRL オブジェクトの完全パスを入力します。例:

http://domain.com/CertEnroll/CompanyName%20CA%20Server.crl

また、CDP サーバーが CRL の匿名検索を許可していない場合は、CDP サーバーへの認証

に必要な管理者 DN とパスワードを入力します。（LDAP のみ）

注: ある方法で CDP をダウンロードしてから別の方法を選択すると、前の方法

でダウンロードされた CDP がディスクから削除されます。
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5. CRL Download Frequency フィールドで、SA シリーズ アプライアンスが CDP から CRL を

ダウンロードする頻度を指定します。1 ～ 9999 時間の範囲で指定します。

6. Save Changes をクリックします。

7. （クライアントサイド証明書に加えて）前の手順で指定した CRL に対する CA 証明書の有

効性をチェックしたい場合は、Trusted Client CA ページの Verify Trusted Client CA を

選択します。

注:

• 中間証明書を検証する場合、チェーン内の中間証明書の上位にある、すべての

CA 証明書に対して CRL が利用できるようにしておきます。CA 証明書を検証

するときに、SA シリーズ アプライアンスは、チェーン内の証明書の上位にあ

る、すべての発行 CA も検証します。

• このオプションを選択しても CRL チェックを有効にしないと、CA 証明書は、

CA の発行者の CDP と照合されます。発行者に対して有効な CRL がない場合

は、ユーザー認証に失敗します。

8. Save Changes をクリックします。SA シリーズ アプライアンスは、指定された方法（適用

可能な場合）で CRL をダウンロードし、CRL チェックの詳細情報を表示します（次のセク

ションを参照）。

9. CDP から CRL を手動でダウンロードするには、Trusted Client CA ページの Update Now

をクリックします（オプション）。

関連項目

OCSP の有効化

オンライン証明書ステータス プロトコル（Online Certification Status Protocol: OCSP）に

よって、リアルタイムでクライアント証明書を確認することができます。OCSP を使用すると、

SA シリーズ アプライアンスは、OCSP レスポンダのクライアントとなり、クライアント証明書

に基づいて、ユーザーの検証要求を転送します。OCSP レスポンダは、CA が発行した CRL を保

管し続け、有効および無効なクライアント証明書の最新のリストを維持します。OCSP レスポン

ダは、SA シリーズ アプライアンス（通常は HTTP または HTTPS 通信）から検証要求を受信す

ると、独自の認証データベースを使用して証明書のステータスを検証するか、最初に証明書を

発行した OCSP レスポンダに要求を検証するように要求します。応答が作成されると、OCSP レ

スポンダは、署名された応答を SA シリーズ アプライアンスへと戻し、最初の証明書は、OCSP

レスポンダが証明書の正当性を確認するか否か応じて、承認または拒否されます。

OCSP オプションの指定
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Use OCSP または Use OCSP with CRL fallback を選択すると、SA シリーズ アプライアンス

は、既知の OCSP レスポンダのリストを表示して、OCSP レスポンダの次のオプションの設定を

可能にします。

1. OCSP レスポンダ設定を削除、有効化、または無効化するには、Delete、Enable、または

Disable の各ボタンを使用します。

2. OCSP オプションを設定する場合は、OCSP Options をクリックします。OCSP Options ペー

ジが表示されます。

3. SA シリーズ アプライアンスがトラステッド クライアント CA の検証に使用する OCSP レ

スポンダのタイプを、Use ドロップダウン リストで以下から選択します。

• None － SA シリーズ アプライアンスは、この CA が発行した証明書のステータスの確認

に OCSP を使用しません。

• Responder(s) specified in the CA certificate － SA シリーズ アプライアンスは、イ

ンポートされたクライアント CA で指定されている OCSP レスポンダを使用して検証を行

います。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、インポートされ

た CA（存在する場合）で指定されている OCSP レスポンダのリストと前回使用された時

期を表示します。

• Responder(s) specified in the client certificates － SA シリーズ アプライアンス

は、クライアント認証の際に指定されたレスポンダを使用して、検証を実行します。この

オプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、既知の OCSP レスポンダ（存

在する場合）のリストと前回使用された時期を表示します。

• Manually configured responders － SA シリーズ アプライアンスは、指定したアドレス

でのプライマリおよびセカンダリ OCSP レスポンダを使用します。

注: Nonce は、SA シリーズ アプライアンスが OCSP 要求に含めるランダムな

データであり、OCSP レスポンダは OCSP 応答でそれを返します。SA シリーズ

アプライアンスは、要求と応答の Nonce を比較して、その応答が OCSP レスポ

ンダにより生成されたことを確認します。両者が一致しない場合は、SA シリー

ズ アプライアンスは、応答を無視して、新しい要求を送信します。Nonce は、

リプレイ攻撃を防ぐための一般的な方法です。

4. Save Changes をクリックします。

OCSP レスポンダ オプションの指定

1 つ以上の OCSP レスポンダに OCSP レスポンダ署名者証明書のオプションを指定するには、

次の操作を行います。

1. 設定する OCSP レスポンダの名前を OCSP responders リストでクリックします。OCSP レス

ポンダのオプション指定ページが表示されます。

2. Responder Signer Certificate のネットワーク パスまたはローカル ディレクトリの場所

を参照します。これは、OCSP レスポンダが応答の署名に使用する証明書です。署名者証明

書が応答に含まれていない場合は、レスポンダ署名者証明書を指定する必要があります。
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3. レスポンダ署名者証明書に一致する OCSP レスポンダ証明書を許可したい場合は、Trust

Responder Certificate チェックボックスを選択します。

4. SA シリーズ アプライアンスおよび OCSP レスポンダが使用している証明書が、最近失効し

ていないことを確認するために、Revocation Checking オプションを有効にします。このオ

プションに意味があるのは、Use OCSP with CRL fallback オプションを指定した場合のみ

です。

5. クロック差を Allow clock discrepancy フィールドで指定して、SA シリーズ アプライア

ンスと OCSP レスポンダとの間のタイムスタンプの不一致を補正します。差が大きい場合、

SA シリーズ アプライアンスは、OCSP レスポンダからの応答を、無効または期限切れとし

て無視します。

6. Save Changes をクリックします。

関連項目

OCSP の有効化

オンライン証明書ステータス プロトコル（Online Certification Status Protocol: OCSP）に

よって、リアルタイムでクライアント証明書を確認することができます。OCSP を使用すると、

SA シリーズ アプライアンスは、OCSP レスポンダのクライアントとなり、クライアント証明書

に基づいて、ユーザーの検証要求を転送します。OCSP レスポンダは、CA が発行した CRL を保

管し続け、有効および無効なクライアント証明書の最新のリストを維持します。OCSP レスポン

ダは、SA シリーズ アプライアンス（通常は HTTP または HTTPS 通信）から検証要求を受信す

ると、独自の認証データベースを使用して証明書のステータスを検証するか、最初に証明書を

発行した OCSP レスポンダに要求を検証するように要求します。応答が作成されると、OCSP レ

スポンダは、署名された応答を SA シリーズ アプライアンスへと戻し、最初の証明書は、OCSP

レスポンダが証明書の正当性を確認するか否か応じて、承認または拒否されます。

OCSP オプションの指定

Use OCSP または Use OCSP with CRL fallback を選択すると、SA シリーズ アプライアンス

は、既知の OCSP レスポンダのリストを表示して、OCSP レスポンダの次のオプションの設定を

可能にします。

1. OCSP レスポンダ設定を削除、有効化、または無効化するには、Delete、Enable、または

Disable の各ボタンを使用します。

2. OCSP オプションを設定する場合は、OCSP Options をクリックします。OCSP Options ペー

ジが表示されます。

3. SA シリーズ アプライアンスがトラステッド クライアント CA の検証に使用する OCSP レ

スポンダのタイプを、Use ドロップダウン リストで以下から選択します。

• None － SA シリーズ アプライアンスは、この CA が発行した証明書のステータスの確認

に OCSP を使用しません。

• Responder(s) specified in the CA certificate － SA シリーズ アプライアンスは、イ

ンポートされたクライアント CA で指定されている OCSP レスポンダを使用して検証を行

います。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、インポートされ

た CA（存在する場合）で指定されている OCSP レスポンダのリストと前回使用された時

期を表示します。
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• Responder(s) specified in the client certificates － SA シリーズ アプライアンス

は、クライアント認証の際に指定されたレスポンダを使用して、検証を実行します。この

オプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスは、既知の OCSP レスポンダ（存

在する場合）のリストと前回使用された時期を表示します。

• Manually configured responders － SA シリーズ アプライアンスは、指定したアドレス

でのプライマリおよびセカンダリ OCSP レスポンダを使用します。

注: Nonce は、SA シリーズ アプライアンスが OCSP 要求に含めるランダムな

データであり、OCSP レスポンダは OCSP 応答でそれを返します。SA シリーズ

アプライアンスは、要求と応答の Nonce を比較して、その応答が OCSP レスポ

ンダにより生成されたことを確認します。両者が一致しない場合は、SA シリー

ズ アプライアンスは、応答を無視して、新しい要求を送信します。Nonce は、

リプレイ攻撃を防ぐための一般的な方法です。

4. Save Changes をクリックします。

OCSP レスポンダ オプションの指定

1 つ以上の OCSP レスポンダに OCSP レスポンダ署名者証明書のオプションを指定するには、

次の操作を行います。

1. 設定する OCSP レスポンダの名前を OCSP responders リストでクリックします。OCSP レス

ポンダのオプション指定ページが表示されます。

2. Responder Signer Certificate のネットワーク パスまたはローカル ディレクトリの場所

を参照します。これは、OCSP レスポンダが応答の署名に使用する証明書です。署名者証明

書が応答に含まれていない場合は、レスポンダ署名者証明書を指定する必要があります。

3. レスポンダ署名者証明書に一致する OCSP レスポンダ証明書を許可したい場合は、Trust

Responder Certificate チェックボックスを選択します。

4. SA シリーズ アプライアンスおよび OCSP レスポンダが使用している証明書が、最近失効し

ていないことを確認するために、Revocation Checking オプションを有効にします。このオ

プションに意味があるのは、Use OCSP with CRL fallback オプションを指定した場合のみ

です。

5. クロック差を Allow clock discrepancy フィールドで指定して、SA シリーズ アプライア

ンスと OCSP レスポンダとの間のタイムスタンプの不一致を補正します。差が大きい場合、

SA シリーズ アプライアンスは、OCSP レスポンダからの応答を、無効または期限切れとし

て無視します。

6. Save Changes をクリックします。

関連項目

トラステッド サーバー CA の使用

Web ブラウズのライセンスがある場合、ユーザーが SA シリーズ アプライアンスからアクセス

する Web サイトの資格情報を検証することができます。SA シリーズ アプライアンスでトラス

テッド Web サーバーの CA 証明書のインストールのみが必要です。
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注: Internet Explorer 7.0 と Windows XP service pack 2 にインストールされた

Web 証明書のトラステッド ルート CA は、すべて SA シリーズ アプライアンスで

事前にインストールされています。

SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーが SSL が有効な Web サイトにアクセスするたびに、

以下を確認します。

• Web サイト証明書が、SA シリーズ アプライアンスにインストールされたトラステッド ルー

ト CA チェーンの 1 つによって発行されていること

• Web サイト証明書が期限切れでないこと

• Web サイト証明書の Subject CN 値が、アクセスした URL の実際のホスト名に一致している

こと（SA シリーズ アプライアンスでは、Subject CN の値に、ワイルドカードを

∗.company.com の形式で使用することができます。）

これらの条件のいずれかが満たされない場合は、SA シリーズ アプライアンスは、ユーザー ア

クセス ログに主なイベントをログして、管理者コンソールの Users > User Roles > ロールを

選択 > Web > Options タブで設定したロール レベルの設定に基づいて、Web サイトへのユー

ザーのアクセスを許可または拒否します。（これらの設定を行っていない場合、SA シリーズ

アプライアンスは、Web サイト証明書は無効であるがサイトにはアクセスできる旨の警告をユー

ザーに行います。）

関連項目

トラステッド サーバー CA 証明書のアップロード

System > Configuration > Certificates > Trusted Server CAs タブを使用して、トラステッ

ド Web サイトの CA 証明書を SA シリーズ アプライアンスにインポートします。

SA シリーズ アプライアンスは、X.509 CA 証明書を PEM（ベース 64）と DER（バイナリ）エ

ンコード形式でサポートしています。ユーザーがアントラステッド Web サイトへのアクセスを

試みた場合に、SA シリーズ アプライアンスが何を行うかを、指定する必要があります。
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注:

• 証明書チェーンを SA シリーズ アプライアンスにアップロードするときには、証

明書を 1 度に 1 つずつ、ルート証明書から降順にインストールするか（DER ま

たは PEM ファイル）、1 つのファイルを、証明書チェーン全体を格納する SA シ

リーズ アプライアンスにインストールする（PEM ファイルのみ）必要がありま

す。いずれかの方法でも、SA シリーズ アプライアンスは、証明書を正しい順序

でリンクすることができます。

• SA シリーズ アプライアンスは、トラステッド サーバー CA 証明書に対して、

CRL 失効チェックをサポートしていません。

CA 証明書を SA シリーズ アプライアンスにアップロードするには、次の操作を行

います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Server

CAs を選択します。

2. Import Trusted Server CA をクリックします。

3. SA シリーズ アプライアンスにアップロードしたい CA 証明書を参照し、Import

Certificate をクリックします。

関連項目

トラステッド サーバー CA 証明書の更新

いずれかのトラステッド Web サイトが証明書を更新する場合、更新証明書を SA シリーズ ア

プライアンスにもアップロードする必要があります。

更新された CA 証明書を SA シリーズ アプライアンスにインポートするには、次の操作を行い

ます。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Server CAs を

選択します。

2. 更新したい証明書に対応するリンクをクリックします。

3. Renew Certificate をクリックします。

4. SA シリーズ アプライアンスにアップロードしたい、更新された CA 証明書を参照し、Import

Certificate をクリックします。

関連項目

トラステッド サーバー CA 証明書の詳細を表示する

SA シリーズ アプライアンスにインストールされている各 CA 証明書に関して、さまざまな詳

細情報を表示できます。
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トラステッド サーバー CA 証明書の詳細を表示するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Trusted Server CAs を

選択します。

2. 表示したい証明書をクリックします。

3. Certificate で、次のフィールド名の隣にある矢印をクリックすると、証明書の詳細が表示

されます。

• Issued To － 証明書の発行対象エンティティの名前と属性。

• Issued By － 証明書を発行したエンティティの名前と属性。このフィールドの値は、

Issued To フィールド（ルート証明書の場合）、または、チェーン内にある次の証明書の

Issued To フィールド（中間証明書の場合）と一致する必要があります。

• Valid Dates － 証明書が有効である期間。

• Details － バージョン、シリアル番号、署名アルゴリズム、CRL 配布点、公開鍵アルゴ

リズムの種類、公開鍵など、証明書の各種詳細情報が記載されています。（SA シリーズ

アプライアンスは、トラステッド サーバー CA 証明書の CRL チェックをサポートしませ

ん。）

コード署名証明書を使用する

署名付き Java アプレットを仲介する際、SA シリーズ アプライアンスはデフォルトの自己署

名証明書によってアプレットの署名を書き直します。この証明書は非標準トラステッド ルート

CA により発行されます。その結果、危険度の高いアプレット（ネットワーク サーバーにアク

セスするアプレットなど）をユーザーが要求すると、ユーザーの Web ブラウザが、ルートがア

ントラステッドであることを警告します。

SA シリーズ アプライアンスにコード署名証明書をインポートする場合は、SA シリーズ アプ

ライアンスは、デフォルトの自己署名証明書の代わりインポートした証明書を使用して、アプ

レットに再署名します。その結果、危険度の高いアプレットをユーザーが要求すると、ユーザー

の Web ブラウザは、警告の代わりに情報メッセージを表示します。メッセージは、アプレット

が信頼できる機関によって署名されたことをユーザーに通知します。

SA シリーズ アプライアンスは以下の種類のコード署名証明書をサポートします。

• Microsoft Authenticode Certificate － SA シリーズ アプライアンスは、この証明書を MS

JVM または SUN JVM のいずれかで実行するアプレットへの署名に使用します。サポートされ

るのは、Verisign が発行した Microsoft Authenticode 証明書のみであることに注意してく

ださい。以下で Microsoft Authenticode 証明書を購入することができます。

http://www.verisign.com/products services/security services/code signing/index.html

• JavaSoft Certificate ― SA シリーズ アプライアンスは、この証明書を SUN JVM で実行す

るアプレットへの署名に使用します。サポートされるのは、Verisign および Thawte が発行

した JavaSoft 証明書のみであることにご注意ください。

どのコード署名証明書をインポートするかを判断するには、以下のブラウザの依存性を考慮し

ます。
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• Internet Explorer － Windows XP があらかじめインストールされた新しいコンピュータの

場合、IE Explorer は通常、SUN JVM を実行します。つまり、SA シリーズ アプライアンス

は JavaSoft 証明書を使用してアプレットの署名を書き直す必要があります。

Windows 98 あるいは Windows 2000、または Windows XP にアップグレードした PC の場合、

Internet Explorer は通常、MS JVM を実行します。 つまり、SA シリーズ アプライアンス

は Authenticode 証明書を使用してアプレットの署名を書き直す必要があります。

• Netscape、Firefox、および Safari － これらのブラウザは、SUN JVM のみをサポートしま

す。つまり、SA シリーズ アプライアンスは、JavaSoft 証明書を使用してアプレットの署名

を書き直す必要があります。

注: IVS システムを作成すると、各 IVS に対してコード署名証明書インポートする

ことも可能です。管理者コンソール ヘッダーの IVS システム ドロップダウン メ

ニューを使用して各 IVS システムに移動し、その後、System > Configuration >

Certificates > Code signing Certificates ページの各 IVS のコード署名証明書

をインポートします。

SUN JVM ユーザーへの注意事項

デフォルトでは、ユーザーがアプレットにアクセスすると、Java プラグインは開示されている

コード署名証明書と共にアプレットをキャッシュに格納します。この処理は、コード署名証明

書を SA シリーズ アプライアンスにインポートした後でも、ブラウザによって元の証明書がア

プレットに開示されることを意味します。コード署名証明書をインポートする前に、アクセス

されたアプレットの信頼できない証明書が表示されないようにするには、SUN JVM ユーザーは

Java プラグインをキャッシュから消去する必要があります。または、キャッシュを無効にする

という方法もあります。ただし、この方法ではアクセスするたびにアプレットをフェッチする

必要が生じるため、パフォーマンスが低下する可能性があります。

Java プラグインには、ブラウザの信頼できる証明書リストとは別に、信頼できる Web サーバー

証明書の独自のリストが保持されます。ユーザーがアプレットにアクセスすると、（ブラウザ

による接続とは別に）SUN JVM はアプレットがある Web サーバーに接続します。ユーザーは、

コード署名証明書に加えて Web サーバー証明書も受け入れるかどうかのオプションを提示され

ます。この場合には、Web サーバー証明書に対し「Always Trust」ボタンを選択する必要があ

ります。Javaプラグインにはタイムアウトが設定されているため、このボタンの選択が遅れる

とアプレットはロードされません。

タスク サマリー:Java アプレットに署名または再署名するよう SA シリーズ アプライアンスを
設定する

コード署名証明書を使用して、SA シリーズ アプライアンスがアプレットに再署名するよう設

定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールの System > Configuration > Certificates > Code Signing Certificates

ページから Java コード署名証明書をインストールします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• SA シリーズ アプライアンスが、どのアプレットに再署名するかを指定するコード署名ポ

リシーを作成します。管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web > Java >
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Code Signing ページまたは Users > Resource Profiles > Web Application Resource

Profiles > Profile ページから作成します。ポリシーで、アプレットの元となるホスト

名を指定する必要があります。

• 独自の Java アプレットを SA シリーズ アプライアンスにアップロードし、アプレット

に署名または再署名するよう SA シリーズ アプライアンスを設定します

コード署名証明書のインポート

コード署名証明書をインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Certificates > Code Signing

Certificates を選択します。

2. Under Applet Signing Certificates で、Import Certificates をクリックします。

3. Import Certificates ページで、該当するコード署名証明書ファイルを参照し、パスワード

キー情報を入力して、Import をクリックします。

4. 証明書を正常にインポートすると、Sign Juniper Web Controls With ダイアログ ペインが

表示され、SA シリーズ アプライアンスの署名オプションを次のように指定できます。

• Default Juniper Certificate － デフォルトの Juniper Networks 証明書を使用して、

SA シリーズ アプライアンスからの ActiveX と Java アプレットすべてに SA シリーズ

アプライアンスが署名するよう指定するには、このオプションを選択します。インポート

したコード署名証明書を以前選択していて、このオプションに戻す場合は、Save をクリッ

クした後に、SA シリーズ アプライアンスが要求を処理しており、関連するすべてのコー

ドに再署名していることを示すプロセス アイコンが表示されます。このプロセスには数

分かかる場合があります。

• Imported Certificate － SA シリーズ アプライアンスが、前の手順でインポートされた

証明書を使用して、ActiveX と Java アプレットのすべてに署名するよう指定するには、

このオプションを選択します。Save をクリックすると、SA シリーズ アプライアンスが

要求を処理しており、関連するすべてのコードに再署名していることを示すプロセス ア

イコンが表示されます。このプロセスには数分かかる場合があります。

5. 以下のタブの設定を使用して、アプレット証明書でどのリソースを署名または再署名するか

を指定します。

Users > Resource Policies > Web > Java > Code Signing

Users > Resource Policies > Web > Java > Applets

双方向 SSL 認証について

企業の環境によっては、LAN のサーバーが双方向 SSL 認証で保護されていることがあります。

そのようなサーバーは、有効な証明書を提示することによってクライアントが認証を行うこと

を要求します。

リモートアクセスの場合は、SA シリーズ アプライアンスはこれらのサーバーのクライアント

となります。SSL を介して通信を行うときはいつでも、SA シリーズ アプライアンスを設定し、

クライアント認証証明書をサーバーに提示することができます。ただし、SSL ハンドシェイク
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がクライアント証明書を要求した時のみに、SA シリーズ アプライアンスはその証明書を提示

します。

注: この機能では、クライアントとしての SA シリーズ アプライアンスからバック

エンドサーバーへのみの認証を行います。エンドユーザーまたはエンドユーザーの

コンピュータから企業 LAN のサーバーへの認証は行いません。

SSL プロトコルは、セッション開始時にサーバーとクライアントの相互認証を行います。クラ

イアントの認証はオプションです。セキュリティの強化のために、構成によってはクライアン

トがクライアント自体を証明書で認証することを要求する場合があります。 通常は、エンド

ユーザーの代わりに、サーバーとの SSL 接続を設定する場合は、SA シリーズ アプライアンス

はサーバーには証明書を一切提示しません。そのような場合には、証明書を提示するように設

定する必要があります。このセクションでは、この設定がどのように実行されるのかを説明し

ます。

まずは、証明書、および SA シリーズ アプライアンスへの秘密鍵ペアのアップロード、このペ

アとサーバー リソースのマッピングの設定を行います。次に、エンドユーザーがサーバーとの

SSL 接続を確立しようとする際に、SA シリーズ アプライアンスは関連する証明書をサーバー

に提示します。サーバーと関連付けられた証明書が SA シリーズ アプライアンスの証明書保存

場所にない場合は、そのサーバーはクライアント証明書を要求していないということです。

SSL ハンドシェイク中に、バックエンド サーバーがクライアント証明書を要求したにもかかわ

らず、SA シリーズ アプライアンスが証明書を送信しない場合は、エンドユーザーは「アクセ

ス拒否」というエラー メッセージを受け取ります。同様に、バックエンド サーバーが SA シ

リーズ アプライアンス証明書を拒否した場合にも、エンドユーザーは「アクセス拒否」という

エラー メッセージを受け取ります。証明書が設定され、その証明書を正常に受け取り、ハンド

シェイク中にエラーが起きなかった場合は、ユーザーはサーバーへのアクセスが許可されます。

注: SA シリーズ アプライアンスは、クライアント認証証明書が次の 2 つの方法で

デバイスにアップロードされることを許可します。1 つ目は CSR を生成し、CA か

ら返却された署名済み証明書をアップロードする方法、2 つ目は利用可能な証明書

を直接インポートする方法です。最初の方法は FIPS デバイスでは利用できません。

タスク サマリー: 2 方向 SSL 認証向けに SA シリーズ アプライアンスの構成

2 方向 SSL 認証向けに SA シリーズ アプライアンスを構成するには、次の操作を行います。

1. System > Configuration > Certificates > Client Auth Certificates ウィンドウで、2

方向 SSL ハンドシェイクに使用する証明書をインポートします。

2. Users > Resource Policies > Web > Client Authentication ウィンドウを使用して、バッ

クエンド リソースを定義します。また、それにアクセスするときに提示される証明書を割

り当てます。
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2 方向 SSL ハンドシェイク用の証明書をインポートする

SA シリーズ アプライアンスでは、秘密鍵を含む証明書、および秘密鍵が証明書とは別のファ

イルにあるインスタンスを使用できます。さらに、証明書がシステム構成ファイルにエクスポー

トされている場合、証明書をアップロードするためにシステム構成ファイルをインポートでき

ます。

証明書ファイルを個々にインポートするには、次の操作を行います。

1. System > Configuration > Certificates > Client Auth Certificates を選択します。

2. Import Certificate & Key をクリックします。

3. Browse をクリックして、証明書ファイルを見つけます。

4. 秘密鍵が、証明書とは別のファイルにある場合、Browse をクリックして、秘密鍵ファイル

を見つけます。

5. ファイルが暗号化されている場合は、パスワードを入力します。

6. Import をクリックします。

システム構成ファイルから証明書をインポートするには、次の操作を行います。

1. System > Configuration > Certificates > Client Auth Certificates を選択します。

2. Import Certificate & Key をクリックします。

3. Browse をクリックして、システム構成ファイルを見つけます。

4. システム構成ファイルの暗号化に使用されたパスワードを入力します。

5. Import をクリックします。

System > Configuration > Certificates > Client Auth Certificates ウィンドウにある証明

書リンクをクリックすると、発行先や発行元の情報、有効期間などの、その証明書の詳細およ

び証明書を更新するためのボタンが表示されます。

リソース ポリシーを証明書にマッピングする

証明書をアップロードしたら、証明書および証明書が適用されるロールにリソースをマッピン

グできます。

1. Users > Resource Policies > Web > Client Authentication を選択します。

2. Client Authentication メニュー項目が表示されない場合は、Users > Resource Policies

> Web を選択します。

a. コンソール右上隅の Customize ボタンをクリックします。

b. Customize View ダイアログ ボックスで、Client Authentication を選択します。
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c. OK をクリックします。

d. Client Authentication タブをクリックします。

3. New Policy をクリックします。

4. New Policy ページで、次の操作を行います。

• このソース インターフェース ポリシーのラベルにする名前を入力します。

• 説明を入力します（オプション）。

5. Resources セクションで、このポリシーを適用するバックエンド サーバーを指定します。

有効な書式と値は、ホスト名、IP アドレス、IP アドレス: ポート、およびホスト名: ポー

トです。

リソースに ∗ を指定すると、バックエンド証明書認証を要求する全リソースに対して 1 つ

の証明書が使用されます。この証明書がデフォルトの証明書になります。デフォルトの証明

書の定義は、必須ではありません。

6. Roles セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

7. Action セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。

• Use the Client Authentication Certificate Below ー このポリシーをクライアント認

証証明書に関連付けるには、このオプションを選択します。使用する証明書を Certificate

メニューから選択します。

Certificates メニューが空白の場合、System > Configuration > Certificates > Client

Auth Certificates ウィンドウに証明書がアップロードされていません。

• Do not use Client Authentication － このオプションを選択すると、SA シリーズ アプ

ライアンスは、構成されたリソースに対してクライアント認証を行いません。

• Use Detailed Rules － このポリシーに 1 つまたは複数の規則を指定するには、このオ

プションを選択します。

8. Save Changes をクリックします。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.720

Secure Access 管理ガイド



クライアント認証自動ポリシーのマッピング

クライアント認証自動ポリシー オプションは、Users > Resource Profiles > Web ページで利

用できます。バックエンド サーバーが 2 方向 SSL 認証を必要とする場合、この自動ポリシー

で、SSL ハンドシェイクの間に提示される証明書を構成できます。

1. Users > Resource Profiles > Web を選択します。

2. 通常のリソース プロファイルのプロセスに従って、名前とタイプを定義します。

3. Autopolicy: Client Authentication チェックボックスを選択します。

4. Resource フィールドでバックエンド サーバーを指定します。有効な書式と値は、ホスト

名、IP アドレス、IP アドレス: ポート、およびホスト名: ポートです。

リソースに ∗ を指定すると、バックエンド証明書認証を要求する全リソースに対して 1 つ

の証明書が使用されます。この証明書がデフォルトの証明書になります。デフォルトの証明

書の定義は、必須ではありません。

5. Save Changes をクリックします。

外部および仮想ポートでのクライアント証明書検証

ActiveSync サーバーへのアクセスを許可される前に、ActiveSync（E メールの転送）とクライ

アント証明書をサポートできるモバイル デバイスは Secure Access より有効なクライアント

証明書を要求される可能性があります。 このことは、正しく認証されたモバイル デバイスの

みが企業 E メール サービスに到達することを確実にします。クライアント証明書認証は外部

ポートおよび内部仮想ポートと外部仮想ポートの両方でのみサポートされます。外部ポートお

よび仮想ポートでのクライアント証明書検証は OCSP 確認をサポートしません。

クライアントが有効な証明書の提示に失敗すると、SSL Termination が起こります。エンドユー

ザーにはその他のメッセージや、SA シリーズ アプライアンスからのエラーが表示されません。

その失敗に対して適切に対応することは、クライアントのデバイス次第となります。

注: SA シリーズ アプライアンスに設定またはインポートされたトラステッド クラ

イアント CA がない場合は、ユーザーは外部ポートまたは仮想ポートにアクセスで

きません。

タスク サマリー:クライアント証明書検証向けの構成

この項目では、仮想ポートでのクライアント証明認証をセットアップするのに必要なタスクに

ついて、高レベルの概要を提供します。

1. 外部ポートまたは仮想ポートの構成には、System > Network > External Ports > Settings

ウィンドウ、System > Network > Internal Ports > Virtual Ports ウィンドウ、または

System > Network > External Ports > Virtual Ports ウィンドウを使用します。

2. System > Configuration > Security > SSL Options ウィンドウを使用して、クライアント

証明用のポートを選択します。
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クライアント証明検証用のポートを選択する

外部ポートまたは仮想ポートをセットアップしたら、クライアント証明書要件を実施するポー

トを指定します。

1. System > Configuration > Security > SSL Options を選択します。

2. Enable client certificate on the external port チェックボックスを選択して、外部ポー

トでクライアント証明書認証を実行します。

3. 仮想ポートでのクライアント証明検証には、適切な外部または内部仮想ポートを選択し、Add

をクリックします。

4. Save Changes をクリックします。
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第30章

システム アーカイビング

• システム アーカイビングについて 723ページ

• アーカイブ パラメータの指定 725ページ

• IC シリーズ デバイス設定ファイルのローカル バックアップの作成 726ページ

• IC シリーズ デバイスの設定ファイルのインポートとエクスポート 728ページ

• IVS 設定のインポートとエクスポート 732ページ

• XML 設定ファイルをインポートおよびエクスポートする 732ページ

• XML 設定データのインポートとエクスポート 741ページ

• システム再起動 748ページ

• XML Import/Export の使用例 749ページ

• 管理ポートのあるシステムにインポートする 753ページ

• 操作属性を使用する 753ページ

• SA シリーズ アプライアンス間での設定を転送する 755ページ

• ターゲットの IC シリーズ デバイスを定義する 757ページ

• 設定を転送する 758ページ

• セキュアミーティングのアーカイビング 759ページ

システム アーカイビングについて

SA シリーズ アプライアンスでは、ユーザー データおよびシステム データを含む設定ファイ

ルのバックアップと復元のために様々な方法が用意されています。データのバックアップ、復

元に使用できる SA シリーズ アプライアンスのユーティリティは、バイナリと XML の 2 つの

方法で設定データを保存します。どちらの方法を使用するかは、ユーザーの要件により異なり

ます。

SA シリーズ アプライアンスでは、SCP（セキュア コピー）や FTP を使用して、システム ロ

グ、設定ファイル、ユーザー アカウントのバイナリ コピーを、毎日または週単位で自動的に

アーカイブできます。SA シリーズ アプライアンスは、他のサーバー上においてセキュアな送

信と保管を実現するために、設定ファイルやユーザー アカウントを暗号化し、そのファイルを

指定した日時に指定したサーバーやディレクトリにアーカイブします。

アーカイブ プロセスが失敗すると、アーカイビングが次にスケジュールされている時刻に再開

します。それが失敗すると、SA シリーズ アプライアンスは、プロセスを引き続き再試行はし

ません。アーカイブ プロセスが失敗しても、ログ ファイルは削除されません。
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自動アーカイビングは、スケジュールされている時刻にのみ行われます。「スケジュールされ

ていない」アーカイビングは、自動的には実行されません。たとえば、ログ ファイルが最大

ファイル サイズを超えても、アーカイブ プロセスが、データ損失を防ぐために、予定時刻よ

りも前にファイルを自動的にバックアップすることはありません。

SCP は、FTP に類似したファイル転送ユーティリティです。SCP は転送の際にすべてのデータ

を暗号化します。そのデータが送信先に到着すると、元のフォーマットに復元します。SCP は、

ほとんどの SSH ディストリビューションに含まれており、すべての主要オペレーティング シ

ステムのプラットフォームで使用できます。

アーカイブ ファイルの名前は、次のようなフォーマットになります。

• システム イベント：JuniperAccessLog [clustername|standalone]

[nodename|hostname] [IVSname|root] [date] [time]

• ユーザー イベント：JuniperEventsLog [clustername|standalone] [nodename|hostname]

[IVSname|root] [date] [time]

• 管理者イベント：JuniperAdminLog [clustername|standalone]

[nodename|hostname] [IVSname|root] [date] [time]

• システム設定ファイル：JuniperConf [clustername|standalone]

[nodename|hostname] [IVSname|root] [date] [time]

• ユーザー アカウント：JuniperUserAccounts [clustername|standalone]

[nodename|hostname] [IVSname|root] [date] [time]

次にファイル名のいくつかの例を示します。この例では、“gen” はクラスタ名です。

• JuniperAccessLog gen node1 Root 20090109 1545.gz

• JuniperEventsLog gen node1 Root 20090109 1545.gz

• JuniperAdminLog gen node1 Root 20090109 1545.gz

• JuniperConf gen node1 Root 20090109 1545

• JuniperUserAccounts gen node2 Root 20090109 1542

システム アーカイビングの機能は、すべての SA シリーズ製品で使用できますので、使用に際

して特別なライセンスは必要ありません。ただし、以下のアーカイビング ツールは SA700 シ

リーズ アプライアンスでは利用できません。

• ローカル バックアップのアーカイビング

• 設定転送

関連項目
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アーカイブ パラメータの指定

アーカイブ パラメータを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Archiving > Archiving Servers を選択します。

2. Archive Settings で、送信先サーバー、ディレクトリ、およびそのサーバーの資格情報を

指定します。juniper/log のように、送信先ディレクトリのドライブ指定を含めないでくだ

さい。

• UNIX コンピュータの場合には、ユーザーのホーム ディレクトリに応じて、絶対パスまた

は相対パスを指定できますが、フル パスの使用を推奨します。

• Windows コンピュータの場合には、ftproot ディレクトリへの相対パスを指定します。

ディレクトリへのフル パスの使用を推奨します。

3. Method で、SCP または FTP を指定します。SCP がデフォルトです。

4. Archive Schedule で、アーカイブの対象となる 1 つまたは複数のコンポーネントを指定し

ます。各コンポーネントの対応するチェックボックスを選択してください。

• Archive events log

• Archive user access log

• Archive admin access log

• Archive Sensors log

• Archive client side log uploads

• Archive system configuration

• Archive user accounts

• Archive IVS

• Archive XML configuration

5. 選択したコンポーネントごとにアーカイブ スケジュールを指定します。各コンポーネント

のオプションを使用して、平日や週末を任意に組み合わせてアーカイブをスケジュールする

ことができます。

注: アーカイブの実行が、システムが夏時間（DST）に切り替わる時間にスケ

ジュールされていると、アーカイブはスケジュール通りに実行されないことがあ

ります。たとえば、システムが 1:00 a.m. に夏時間（DST）に変更されるよう設

定されており、アーカイブ動作が 1:01 a.m. から 1:59 a.m. の間に実施される

ようスケジュールしていると、アーカイブ動作は実施されません。これは、1:00

a.m. になるとシステム時計は 2:00 a.m. に進められるので、システムはその日

付のアーカイブ時間に達しないためです。
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6. SA シリーズ アプライアンスがデータをアーカイブする特定の時刻を定義するか、1 時間ご

とにデータをアーカイブするように指定できます。後者の場合には、固有のタイムスタンプ

が付いた 24 個のファイルが生成されます。

注: ユーザーへの影響を最小化するために、トラフィックが少ない時間にアーカ

イブの実行をスケジュールすることを推奨します。自動アーカイブ プロセスで

はファイルが圧縮され、システムがビジーの場合は、ユーザーに対するパフォー

マンスが下がる可能性があります。また、システムのトラフィックがビジーで、

アーカイブを同時に実行している場合、クラスタ ノードの反応が遅くなる場合

があります。

7. ドロップダウン リストからログ フィルタを選択します。

8. アーカイブを実行した後でシステム イベント、アクセス、管理者の各ログ ファイルを消去

するように指定します（オプション）。

注: アーカイブ プロセスが失敗すると、ログ ファイルは削除されません。

9. システム設定アーカイブまたはユーザー アカウント アーカイブを暗号化する場合には、パ

スワードを指定します（オプション）。

10. Save Changes をクリックします。

関連項目

IC シリーズ デバイス設定ファイルのローカル バックアップの作成

SA シリーズ アプライアンスでは、現在のシステム設定とユーザー アカウントのバックアップ

をバイナリ形式で直接 SA シリーズ アプライアンスに保存できます。これらの設定を使用し

て、SA シリーズ アプライアンスや SA シリーズ アプライアンスのクラスタを、暗号化ファイ

ルに記述されている状態に復元できます。このファイルには設定情報は含まれますが、ログは

含まれないことにご注意ください。

注: クラスタ ノードへのインポート処理中は、インポートされたデータがすべての

ノードに伝達されるよう、ノードの同期ランクが一時的に変更される場合がありま

す。インポート処理が完了すると、同期ランクは元の値に戻ります。

システム設定とユーザー アカウントのバックアップは、それぞれ最大 5 個まで SA シリーズ

アプライアンスに保存できます。この制限を超えた場合、SA シリーズ アプライアンスは、最

も古いバックアップを新しいバックアップで上書きします。最も古いバックアップが上書きさ

れないようにするには、最新のバックアップを保存する前に、上書きされても支障のない別の

バックアップを選択します。

現在のシステム構成を保存するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Archiving > Local Backups を選択します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.726

Secure Access 管理ガイド



2. Save Configuration または Save User Accounts をクリックします。SA シリーズ アプラ

イアンスにより、現在の日付と時刻を名前に持つ新しいバックアップがリストに追加されま

す。

システム バックアップおよびユーザー バックアップを使用して、SA シリーズ アプライアン

スを単独でまたはクラスタごとに更新できます。クラスタ メンバーとして有効化されている

SA シリーズ アプライアンスを復元した場合は、その SA シリーズ アプライアンスからその他

のすべてのクラスタ メンバーへ設定が自動的にプッシュされます。バックアップ設定を使用し

てすべてのクラスタ メンバーの設定が更新されるまで、クラスタは無効化されます。更新が完

了すると、クラスタが再起動して有効化されます。

現在の設定のバックアップを保存したり、バックアップからシステムやユーザーのアカウント

状態を回復することができます。

バックアップ ファイルの情報を使用して設定を上書きするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Archiving > Local Backups を選択します。

2. システムを復元するには、使用するシステム設定またはユーザー アカウントのバックアッ

プ ファイルの横にあるチェックボックスを選択します。

3. システム設定の復元を実行している場合は、設定ファイルに記述されている証明書、IP ア

ドレス、ネットワーク設定を使用するかどうか指定します。

注: クラスタ全体をアップグレードするときに、ネットワーク設定を含める場合

は、注意が必要です。IP アドレスやその他の設定は、すべてのクラスタ メン

バーに適用できるわけではないため、すべてのメンバーに設定が転送されると、

クラスタ メンバー間で通信できなくなる場合があります。

SA シリーズ FIPS アプライアンスをアップグレードするときに、証明書をイン

ポートする場合は、FIPS 準拠の秘密鍵を使用する証明書を選択する必要があり

ます。FIPS 準拠であることを確実にするには、秘密鍵が SA シリーズ FIPS ア

プライアンスで生成された証明書と、それに対応するセキュリティ ワールドを

選択します。

4. Restore をクリックします。変更を反映させるには、SA シリーズ アプライアンスを再起動

する必要があります。SA シリーズ アプライアンスが再起動したら、管理者コンソールにア

クセスするために、SA シリーズ アプライアンスに再度サインインする必要があります。

IVS 設定ファイルのローカル バックアップを保存するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Archiving > Local Backups を選択します。

2. Save IVS をクリックします。

作成されるバックアップには以下が含まれます。

• IVS プロファイル

• IVS システム

• IVS 認証
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• IVS 管理者

• IVS ユーザー

• IVS リソース ポリシー

• IVS メンテナンス

3. 復元するとき、IVS ネットワーク設定を含めるには、IVS Profile Network Settings を選

択してから Restore をクリックします。

IVS Profile Network Settings を選択すると、インポートされた IVS プロファイルの VLAN

ポートと仮想ポートへの参照をインポートすることができます。

関連項目

IC シリーズ デバイスの設定ファイルのインポートとエクスポート

SA シリーズ アプライアンスは、バイナリの SA シリーズ設定ファイルを使って、SA シリーズ

のシステム設定とネットワーク設定をインポートおよびエクスポートすることができます。シ

ステム設定ファイルをインポートするときには、デバイス証明書と SA シリーズ アプライアン

ス サーバーの IP アドレスまたはネットワーク設定を除外することができます。たとえば、

ロード バランサの裏に複数の SA シリーズ アプライアンスをセットアップする場合は、IP ア

ドレス以外のすべての情報をインポートします。SA シリーズ アプライアンスをバックアップ

サーバーとしてセットアップする場合には、デジタル証明書とネットワーク設定以外のすべて

の情報をインポートします。

注:

• ライセンスを含む構成ファイルをインポートする際、SA シリーズ アプライアン

スは、現在 SA シリーズ アプライアンスにインストールされている既存のライセ

ンスを優先させます。SA シリーズ アプライアンスに現在ライセンスがない場合

にのみ、アーカイブされたライセンスがインポートされます。

• インポート処理に証明書やセキュリティ ワールドを含めなければ、SA シリーズ

FIPS 設定ファイルを非 SA シリーズ FIPS コンピュータにインポートが可能にな

ります。その反対も可能です。

• 証明書をインポートするときは、デバイス証明書またはトラステッド クライアン

ト CA に対応するチェーンではなく、デバイス証明書のみが SA シリーズ アプラ

イアンスによってインポートされます。

SA シリーズ アプライアンスでは、ローカル認証サーバー用に定義した全ローカル ユーザー

アカウントをインポート、エクスポートできます。
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注:

• リソース ポリシーをエクスポートしたい場合は、システム設定ではなく、ユー

ザー アカウントをエクスポートする必要があります。Maintenance > Import/Export

> Import/Export Users タブで、リソース ポリシーをエクスポートすることがで

きます。

• クライアントサイド ログをエクスポートまたはインポートするには、システムと

ユーザーの設定ファイルの両方をエクスポートまたはインポートします。

• センサー イベント ポリシーがユーザー設定ファイルに含まれているのに対して、

センサー設定はシステム設定ファイルに含まれています。センサー関連の設定を

SA シリーズ アプライアンスにエクスポートまたはインポートするには、システ

ムとユーザーの設定ファイルの両方をエクスポートまたはインポートします。

リソース プロファイル、リソース ポリシー、ローカル ユーザー データベース

は、システム設定ファイルではなく、ユーザー設定ファイルに含まれています。

完全なバックアップを行うには、システムとユーザー設定ファイルの両方をエク

スポートします。

システム設定ファイルをエクスポートする

システム設定ファイルをエクスポートする

以下の項目をエクスポートするには、システム設定ファイルをエクスポートします。

• ネットワーク設定

• クラスタ設定

• ライセンス

• SNMP 設定

バイナリシステム設定ファイルをエクスポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Configuration を選択します。

2. 設定ファイルをパスワードで保護する場合は、Export でパスワードを入力します。

3. Save Config As をクリックしてファイルを保存します。

注: SA シリーズ FIPS 設定ファイルをエクスポートする場合は、マシンのセキュリ

ティ ワールドに関する情報が含まれます。そのため、別のマシンに設定ファイルを

正常にインポートするには、セキュリティ ワールドに関連付けられた管理者カード

が必要となります。

システム設定ファイルをインポートする
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注: 既存のノード独自の設定は、SA シリーズ アプライアンスのノードがクラスタ

に加わるときに消去されます。これらの設定には、ネットワーク インターフェース

アドレス、ルート テーブル、仮想ポート、ARP キャッシュ、VLAN インターフェー

ス、SNMP 設定などが含まれます。管理者はこれらの設定を、新しく加わったノード

に対して手動で再設定する必要があります。システム設定のインポート機能を使用

して、これらの設定を、クラスタに加わった SA シリーズ アプライアンスのノード

にインポートすることはできません。

設定ファイルをインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Import/Export > Configuration を

選択します。

2. SA シリーズ デバイス証明書をインポートするかどうかを指定します。Import Device

Certificate(s)? チェックボックスを選択しない限り、証明書はインポートされません。

注: SA シリーズ FIPS アプライアンスにデバイス証明書をインポートするには、

FIPS 対応秘密鍵を使用する証明書を選択する必要があることに注意してくださ

い。FIPS 準拠であることを確実にするには、秘密鍵が SA シリーズ FIPS アプ

ライアンスで生成された証明書と、それに対応するセキュリティ ワールドを選

択します。

3. 次のインポート オプションのいずれかを選択します。

• Import everything (except Device Certificate(s)) － このオプションを選択すると、

SA シリーズ デバイス証明書以外のすべての設定がインポートされます。

• Import everything but the IP address － このオプションを選択すると、インポートさ

れた設定ファイルから IP アドレスのみを除外します。IP アドレスを除外すると、ファ

イルをインポートしてもサーバーの IP アドレスは変わりません。このオプションを選択

すると、SA シリーズ アプライアンスは、定義された SNMP 設定もインポートします。言

い換えれば、このオプションを選択すると、ターゲット デバイス上のネットワーク イン

ターフェースの IP アドレス、ネットマスク、デフォルト ゲートウェイ、VIP、ARP、お

よびルートがそのまま保持されます。

• Import everything except network settings － このオプションを選択すると、ネット

ワーク設定以外のすべての設定をインポートします。ネットワーク設定を除外すると、

ファイルをインポートしても、System > Network ページの情報（内部ポート、外部ポー

ト、静的ルート設定）は変わりません。このオプションを選択すると、ネットワーク設

定、ライセンス、クラスタ設定、証明書、定義済みの SNMP 設定と syslog 設定はイン

ポートされません。

• Import only Device Certificate(s) － このオプションを選択すると、SA シリーズの

サーバー証明書のみをインポートします。このオプションを指定する場合は、必ず Import

Device Certificate(s)? チェックボックスを選択してください。

4. 設定ファイルを参照します。設定ファイルはデフォルトで system.cfg という名前が付けら

れます。
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5. 設定ファイルに指定したパスワードを入力します。ファイルをエクスポートする前にパス

ワードを指定しなかった場合は、空白のままにしておきます。

6. Import Config をクリックします。

注: バイナリ設定ファイルをインポートするとき、インポート元のデバイスの選択

された Junos Pulse バージョンが、設定に含まれます。クライアントの予期しない

アップグレードまたはダウングレードを防ぐには、設定をインポートした後で、Users

> Junos Pulse > Components ページから、アクティブにする Junos Pulse バージョ

ンを選択します。

デバイス証明書とそれに対応するセキュリティ ワールドを SA シリーズ FIPS アプ

ライアンスにインポートする場合は、シリアル コンソールと、新しくインポートす

るセキュリティ ワールドに関連付けられた管理者カードを使用して、セキュリティ

ワールドの初期化を完了する必要があります。

ローカル ユーザー アカウントまたはリソース ポリシーをエクスポートする

以下の項目をエクスポートしたい場合は、ユーザー アカウントをエクスポートします。

• サインイン設定（サインイン ポリシー、サインイン ページ、すべての認証サーバーを含む）

• 認証領域

• ロール

• ネットワーク アクセス

• リソース プロファイル/リソース ポリシー

• ユーザー アカウント

• ミーティング設定

ローカル ユーザー アカウントまたはリソース ポリシーをエクスポートするには、次の操作を

行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Import/Export User Accounts を選

択します。

2. 設定ファイルをパスワードで保護する場合は、Export でパスワードを入力します。

3. Save Config As をクリックしてファイルを保存します。

ローカル ユーザー アカウントまたはリソース ポリシーをインポートする

ローカル ユーザー アカウントまたはリソース ポリシーをインポートするには、次の操作を行

います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Import/Export Users を選択しま

す。

2. 設定ファイルにはデフォルトで user.cfg という名前が付けられています。
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3. 設定ファイルに指定したパスワードを入力します。ファイルをエクスポートする前にパス

ワードを指定しなかった場合は、空白のままにしておきます。

4. Import Config をクリックします。

関連項目

IVS 設定のインポートとエクスポート

IVS 設定をエクスポートすると、以下の設定が暗号化ファイルに保存されます。

• IVS プロファイル

• IVS システム

• IVS 認証

• IVS 管理者

• IVS ユーザー

• IVS リソース ポリシー

• IVS メンテナンス

IVS 設定をエクスポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Import/Export IVS を選択します。

2. 設定ファイルをパスワードで保護する場合は、Export でパスワードを入力します。

3. Save Config As をクリックしてファイルを保存します。

IVS 設定をインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Import/Export IVS を選択します。

2. 設定ファイルにはデフォルトで ivs.cfg という名前が付けられています。

3. 設定ファイルに指定したパスワードを入力します。ファイルをエクスポートする前にパス

ワードを指定しなかった場合は、空白のままにしておきます。

4. Import IVS Profile Network Settings オプションを選択すると、インポートした IVS プ

ロファイルに記載された VLAN ポートと仮想ポートへの参照をインポートすることができま

す。

5. Import Config をクリックします。

XML 設定ファイルをインポートおよびエクスポートする

XML インポート/エクスポート機能は、システム設定に大幅な変更を加えることができるので、

特に多数の繰り返し変更を行う場合や、設定データを一括で変更、更新、削除したい場合等に、

非常に便利です。
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以下は、エクスポートした XML 設定ファイルを使用して行うタスクの例です。

• 多数のユーザーの追加

• すべてまたは多数の認証サーバーや、ユーザー、その他の SA シリーズ オブジェクトの一括

削除

• diff on weekly exports の実行による設定変更のトラッキング

• 認証サーバー名など、１ つの設定の複数インスタンスの変更

• 新しい SA シリーズ アプライアンスをセットアップする際に使用する、設定テンプレートの

作成

注: SA シリーズ アプライアンス間での XML インスタンス ファイルのエクスポー

トおよびインポートは、同じバージョンの SA シリーズ アプライアンス システム

ソフトを使用している場合のみです。XML インポート/エクスポート機能により新製

品リリースからエクスポートした設定ファイルを使用して、旧製品リリースのアッ

プグレードを行うことはできません。また、旧製品リリースからエクスポートした

設定ファイルを使用して、新製品リリースをダウングレードを行うこともできませ

ん。

SA シリーズ アプライアンスは、ネットワーク設定、サインイン設定、認証サーバー、領域、

ロール、リソース ポリシ、ユーザーなど、いくつかの種類の設定データのエクスポートを可能

にします。エクスポート後、これらの設定を同じ SA シリーズ アプライアンスまたは別の SA

シリーズ アプライアンスにインポートすることができます。

注: XML ファイルと一緒ににインポートする、または Push Config で AD 認証サー

バー設定をインポートするとき、コンピュータ オブジェクト名はインポート後に手

動で変更する必要があります。2 つのシステムが同じコンピュータ オブジェクト名

を使って AD ドメインに加わると、予期しない問題が起こる可能性があります。
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以下の設定を含む XML 設定ファイルを、エクスポートすることができます。また、その他の設

定も使用できます。

• システム設定 － ライセンス、証明書、ネットワークコネクト サーバー IP アドレス、ノー

ド、ノード識別子、DNS サーバー、DNS ドメイン、ホスト、NIC、NIC 識別子、仮想ポート

アドレス、ソース IP エイリアス、ARP キャッシュ、ARP Ping タイムアウト、デフォルト

ゲートウェイ、IP アドレス、MTU、NTC 名、ネットマスク、静的ルート、リンク スピード、

NIC タイプ、ホスト名、ライセンス、WINS アドレス、SNMP 設定（トラップ設定および制限

を含む）。

注: XML インスタンス ファイル内の 2 つの NIC 識別子を変更してはいけませ

ん。SA シリーズ アプライアンスは、2 つのインターフェース カード（NIC0 と

NIC1）が各アプライアンスにあることを前提としています。

識別子は、NIC 要素 <NICIdentifier>0</NICIdentifier> および

<NICIdentifier>1</NICIdentifier> に表示されます。

• サインイン設定 － 認証サーバー、パスワード オプション、パスワード管理オプション、標

準サインイン ページ、カスタム テキスト、ヘッダー オプション、カスタム エラー メッ

セージ、ヘルプ オプション、ページ名、サインイン URL およびページ タイプ。

• エンドポイント セキュリティ — ホストチェッカー ポリシ、ESAP およびリモート IMV サー

バーと IMV。

• 認証領域 － ユーザーおよび管理者領域、領域名、領域タイプ、1 次および 2 次サーバー設

定、動的ポリシ評価設定、認証ポリシ、制限、パスワード ポリシ、ロール マッピング設定

およびロール処理オプション。

• ロール － ユーザー ロール、管理者ロール、ロール名、有効化された機能、制限、セッショ

ン オプション、UI オプション、VLAN ソース IP、Windows および UNIX ファイル設定、WSAM

および JSAM 設定、Web オプション、セキュアミーティング オプション、ネットワークコネ

クト オプション、Telnet オプション、ターミナル サーバー オプション、管理者システム

オプション、リソース ポリシ設定。

• リソース ポリシ － Web ポリシ、ファイル アクセス ポリシ リスト、Telnet/SSH、ネット

ワークコネクト、ターミナル接続および SAM ポリシ。

• Junos Pulse － Junos Pulse のコンポーネント設定および接続設定。

• ローカル ユーザー アカウント － ユーザー、認証サーバー名、 E メール アドレス、氏名、

ログイン名、パスワード、パスワード変更オプション、ユーザー ステータスおよびユーザー

タイプ。

• メンテナンス設定 — システム オプション、プッシュ設定ターゲット、アーカイビングおよ

びスナップショット。

• ミーティング設定 － ミーティング構成設定。

注: ここですべて設定リストを挙げているわけではありません。サポートされてい

る設定の完全なリストについては管理者コンソールの XML Import/Export ページお

よび Push Config ページを参照してください。
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XML 設定ファイルのエクスポートおよびインポートの基本操作は、次のとおりです。

• 修正したい設定を選択します。

• SA シリーズ アプライアンスからファイルをエクスポートします。

• テキスト エディタでファイルを開いて、設定データを編集します。

• ファイルを保存して閉じます。

• SA シリーズ アプライアンスへファイルをインポートします。

XML インスタンスを作成および修正する

設定ファイルをエクスポートすると、SA シリーズ アプライアンスはこのファイルをXML イン

スタンスとして保存します。このインスタンスが修正を加えるファイルとなります。

XML ファイルは push config および NSM と同じスキーマを使用します。XML ファイルを使用

して、これらのファイルのインスタンスのトラブルシューティングを行います。

XML インスタンス

エクスポートすると、このインスタンス ファイルは SA シリーズ設定の現在の状態を表示しま

す。XML インスタンスは、XML スキーマに基づきます。このスキーマは、メタデータを定義す

る独立したファイルで、インスタンス ファイルのモデルやテンプレートとして機能します。ス

キーマ ファイルは参照の目的にのみ使用します。

インスタンス ファイルのデータは、エクスポート処理を実行する際に、管理者コンソールの

XML Import/Export タブで行った選択に基づきます。

インスタンス ファイルは通常、最後に .xml のファイル拡張子が付きます。

インスタンス ファイルを作成する

インスタンス ファイルは、XML 設定ファイルを SA シリーズ アプライアンスからエクスポー

トして作成します。あるオブジェクトついて、既存の設定ファイルの設定をすべて置き換える

場合でも、インスタンス ファイルのエクスポートから始める必要があります。エクスポートさ

れたインスタンス ファイルには、必要な XML 処理命令と名前空間宣言がすべて含まれており、

それらは定義されたものと全く同じでなければなりません。

インスタンス ファイルを編集する

SA シリーズ アプライアンスの XML インスタン スファイルはすべて、構造が類似しています。

いったん、基本構造に慣れてしまえば、ファイルのナビゲートは容易になるでしょう。このファ

イルはサイズが大きくなるため、市販のエディタやオープン ソース XML エディタを使用する

と、効率的な作業が行えます。XML エディタは、構造表示と編集可能なデータを分離できる場

合があります。これにより、簡易なテキスト エディタを使用した場合に起こりがちな、XML 要

素を誤って変更してしまう危険性を減らすことができます。

XML エディタにはこうした利点がありますが、簡易なテキスト エディタを使用しても、設定

データの編集を適切に行うことができます。

インスタンス要素
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要素は、SA シリーズ オブジェクトまたはオブジェクトの一部を定義する独立の XML 単位で

す。要素は基本的に、文字列データを囲む、または文字列データを囲まない 1 対の「タグ」で

構成されます。タグは山括弧 （< >）で区切られます。以下にいくつかのタグの例が示されて

います。

すべてのタグは、次のいずれかに該当します。

• 開始タグ － 要素の先頭を定義します。開始タグは、左山形括弧（<）、要素名、ゼロまたは

1 つ以上の属性および右山形括弧（>）で構成されます。ドキュメント内のどこかに、各開始

タグと対になる終了タグがなければなりません。

• 終了タグ － 要素の末尾を定義します。終了タグは左山形括弧とスラッシュ（</）、次に対

となる開始タグで定義されたものと同じ名前、最後に右山形括弧（>）で構成されます。

• 空タグ － 空タグは 2 つの形式で表されます。タグのペアの中にデータがない場合は、この

タグのペアは空タグと見なされます。XML の仕様に従うと、空タグは次のようになります。

<<empty tag example/>>

この形式では、空タグは左山形括弧（<）、要素名、スラッシュおよび右山形括弧（/>）で構

成されます。設定ファイル内に空タグがある場合は、スキーマがインスタンス ファイルに含

めることを要求している要素で、そのデータはオプションであることを表しています。

開始タグには属性を含めることができ、タグ ペア（要素）には追加の要素を含めることができ

ます。次の例は、ユーザー オブジェクトの XML インスタンス ファイルを示しています。この

例では、 管理者設定のみが表示されます。斜体の項目はユーザー データを表します。

<configuration xmlns="http://xml.juniper.net/ive sa/6.2R1"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema instance"> <authentication> <auth servers>

<auth server> <local> <users> <user> <username>admin</username> <fullname>Platform

Administrator</fullname> <password encrypted>3u+U</password encrypted>

<one time use>false</one time use> <enabled>true</enabled>

<change password at signin>false</change password at signin> </user> </users>

</local> <name>Administrators</name> </auth server>

変更は開始タグと終了タグの間に置かれる文字列データに対して行います。たとえば、上述の

例では、以下の要素に追加または変更を行うことができます。

• <name>Administrators</name>

• <fullname>Platform Administrator</fullname>

• <username>adminusername</username>

• <password cleartext>password</password cleartext>

• <change password at signin>false</change password at signin>

注: ある認証サーバーに対するユーザーを変更したり、あるユーザーに対する認証

サーバーを変更したりする場合、既存のユーザーや認証サーバーを更新するのでは

なく、別のユーザーを作成することになります。ユーザーと認証サーバーの組み合

わせにより、論理的にユーザーが個別に定義されます。
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上記のサンプルは、パスワード要素データを暗号化データとして表示します。つまり、ユーザー

はパスワード値を変更することはできません。デフォルトでは、XML エクスポート処理で

password encrypted に設定され、パスワードは暗号化されます。要素を password cleartext

に変更すると、パスワードを変更することができます。インスタンス ファイルでパスワードを

変更した場合、パスワード値は、SA シリーズ アプライアンスにインポートされるまで読むこ

とが可能です。一度インポートされると、SA シリーズ アプライアンスはパスワードを暗号化

します。

新しいユーザーに対してクリアテキスト形式でパスワードを入力する場合は、そのパスワード

はインスタンス ファイルで読むことができます。このため、Change Password at Next Login

オプションを true に設定することもできます。

注:

• パスワードはデフォルトで暗号化されるため、システム間の移動を完全に実行で

きます。

• XML ファイルでは絶対にパスワードを手動で暗号化しないでください。SA シリー

ズ アプライアンスはいかなる試行も拒否します。XML ファイルでパスワードを変

更する際は、passwordcleartext を使用してテキスト パスワードを入力してくだ

さい。

名前空間

名前空間では、異なるコンテキストまたは XML 用語のコードに、同じ語句またはラベルを使用

できます。要素の先頭に名前空間の修飾子を付けると、インスタンス ファイルに、異なる XML

用語に基づく異なるオブジェクトへの参照や、同じ名前を共有する異なるオブジェクトへの参

照を含めることができます。要素の先頭に名前空間修飾子を付けない場合、名前空間はデフォ

ルトの XML 名前空間になり、その名前空間の要素タイプ名を接頭辞なしで参照します。

名前空間宣言は次のようになります。

<configuration xmlns="http://xml.juniper.net/ive sa/6.2R1"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema instance">

インスタンス ファイルに名前空間識別子がある場合は、その識別子を削除または変更しない限

り、それらを気にする必要はありません。

要素の順序

可能な限り、インスタンス ファイル内の要素の順序を変更しないでください。スキーマは常に

順序を強制しませんが、エクスポートされたインスタンス ファイルに表示される要素の順序を

変更しても、何の利点もありません。また、場合によっては、要素の順序を変更することによ

り、インスタンス ドキュメントが無効になることがあります。

整合性制約

SA シリーズの設定オブジェクトは、参照整合性の制約を使用して強制されるデータ モデルの

一部です。これらの制約は変更することはできませんが、他のオブジェクトに依存しているオ

ブジェクトを削除する前には、これらの制約を理解しておかなければなりません。
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SA シリーズの参照整合性制約に違反すると、インポート処理は失敗します。下の図表は、いく

つかの SA シリーズ オブジェクト間の関係を説明しています。

図 16: SA シリーズ オブジェクト参照整合性制約

738ページの図16 では、ボックスは SA シリーズ オブジェクト タイプを示し、矢印はオブジェ

クト タイプ間の従属関係を示しています。矢印の方向は、依存元オブジェクトから依存先オブ

ジェクトに向かって示されています。

システムでは、他のオブジェクトから依存されているオブジェクトを削除することはできませ

ん。反対に、オブジェクトを追加する場合、そのオブジェクトが依存する他のオブジェクトも

追加しなければなりません。

738ページの図16 では、サインイン URL は領域とサインイン ページに応じて異なります。領域

は、認証サーバーとロールの両方に依存しています。ポリシはロールに依存しています。ユー

ザーは認証サーバーに依存しています。

738ページの図16 に基づいて、以下のシナリオを考察してみましょう。

• サインイン URL を追加する場合は、領域、サインイン ページ、ロール、認証サーバーを追

加する必要があります。領域をサポートするには、認証サーバーと少なくとも 1 つのロール

を追加する必要があり、新しいサインイン URL をサポートするには、領域とサインイン ペー

ジを追加する必要があります。

• ユーザーを追加する場合は、そのユーザーを認証サーバーに割り当てることができなければ

なりません。目的の SA シリーズ アプライアンスに認証サーバーがまだない場合は、インス

タンス ファイルに認証サーバーを追加しなければなりません。

• ポリシを追加する場合は、そのポリシをロールに割り当てることができなければなりません。

目的の SA シリーズ アプライアンスにロールがまだない場合は、インスタンス ファイルに

ロールを追加しなければなりません。

• 認証サーバーを削除すると、領域とユーザーが取り残される可能性があるので、認証サーバー

を削除する場合は、その前にその認証サーバーに依存している領域とユーザーがないことを

確認しなければなりません。

• ロールを削除すると、ポリシと領域が取り残される可能性があります。ロールを削除する場

合、そのロールに依存するポリシを先に削除するか、関連付けられているポリシを他のロー
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ルにもう一度割り当てる必要があります。同様に、ロールを削除する場合、そのロールに依

存する領域を最初に削除するか、もう一度割り当てなければなりません。

• サインイン ページを削除する場合は、1 つ以上のサインイン URL が残ることがあります。

サインイン ページを削除する場合、前もって関連付けられているサインイン URL を削除す

るか、別のサインイン ページに割り当て直す必要があります。

参照整合性チェックは、XML のインポート中にのみ実行されます。

XML インスタンスを UI コンポーネントへマップする

管理者コンソールで表示されるように、XML インスタンス内の要素は、オブジェクトとそのオ

プションに密接に関連しています。XML インスタンス ファイル内の要素名は、表示されるオブ

ジェクトやオプション名と密接な相関関係があります。

たとえば、管理者コンソールで、Users > User Roles > [Role] > General > Session Options

に移動します。管理者コンソールは、ローミング セッションの可能な値を、次の値で構成され

るラジオ ボタン グループとして表します。

• Enabled（有効）

• Limit to subnet（サブネットに制限）

• Disabled（無効）

以下は、エクスポートされた設定ファイルからの抜粋ですが、ユーザー ロールのセッション

オプションを示しています。次の場合は、ローミング セッション オプションは無効に設定さ

れています。

<session options> <idle timeout>10</idle timeout> <max timeout>60</max timeout>

<reminder time>5</reminder time>

<session timeout warning>false</session timeout warning>

<session timeout relogin>true</sesion timeout relogin> <roaming>disabled</roaming>

<netmask></netmask> <persist session cookie>disabled</persist sesion cookie>

<persist passwords>disabled</persist passwords>

<request follow through>disabled</request follow through>

<session idle timeout skip>disabled</session idle timeout skip>

</session upload log>false</sesion upload log>

次の場合は、スキーマ ファイルでローミング セッション オプションの可能な値を見つけるこ

とができます。

<Attribute roaming:START> <xsd:element name="roaming" minOccurs="0"> ...<xsd:enumeration

value="enabled"> ...<xsd:enumeration value="limit to subnet"> ...<xsd:enumeration

value="disabled"> ...</xsd:element> <Attribute roaming:END>

ローミング セッションの値を無効からサブネットに制限に変更したい場合、disabled を

limit to subnet に置き換えます。

この例でわかるように、 管理者コンソールにはしばしば、許可されるすべての値が、ラジオ

ボタン グループ、チェックボックス、ドロップダウン リストボックス、またはその他のユー

ザー インターフェース コンポーネントとして表示されます。インスタンス ファイルは SA シ

リーズ設定の現在の状態のみを表示します。スキーマ ファイルは、XML インポート/エクスポー

ト機能でサポートされている設定オプションの実際値のすべてを表示します。

特定の要素の詳細は、スキーマ ファイルを直接調べてください。
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スキーマ ファイルをダウンロードする

オブジェクトに適用する構造や規則を確認したい場合は、SA シリーズ オブジェクトにスキー

マ（.xsd）ファイルをダウンロードすることができます。

スキーマ ファイルをダウンロードする方法は 2 通りあります。

• XML Import/Export ページで、ハイパーリンクをクリックする。

• システム上でファイルが保存されている URL に直接アクセスする。

.xsd ファイルにアクセスするには、以下の URL に直接アクセスするか、またはスクリプト

を使用してアクセスしてください。

https://<IP or hostname>/dana na/xml/config.xsd

IP or hostname は SA シリーズ アプライアンスの IP address またはホスト名です。こ

の方法を使用すれば、SA シリーズ アプライアンスにサインインする必要はありません。

注:

この機能は将来的に変更する可能性があります。スクリプトを使用して URL で

zip ファイルにアクセスする場合は、このことを念頭においてください。変更の

可能性がある項目は以下の通りです。

• URL

• ファイル名

• ファイルの拡張子

XML インスタンスで作業するための方法

XML インスタンス ファイルをエクスポートおよびインポートする際に、次の計画と方針が役に

立つ場合があります。

• XML インポート/エクスポート処理の目的を特定します。

• どの SA シリーズ オブジェクトを追加、更新あるいは削除するのか。

• 1 回の操作ですべての変更を完了する必要があるかどうか。あるいは、設定の変更を何度

かに分けて行うことができるのか。

• 処理は 1 回限りのものかどうか。あるいは、同じ処理を数回行う必要があるのか。

• 既存の SA シリーズ アプライアンスを更新するのか。 あるいは、ある SA シリーズ アプ

ライアンス設定をテンプレートにして、他の SA シリーズ アプライアンスを設定するかど

うか。

• 変更したい SA シリーズ アプライアンス オブジェクに加える変更を書き出します。

• 追加、更新、削除するオブジェクトのリストを作成します。

• 追加あるいは更新するオブジェクトについては、オブジェクト固有の属性データをリスト

します。
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• 変更しようとするオブジェクトや属性に対応する、管理者コンソールのページやタブのリ

ストを作成します。

• インポートを行う直前に、バイナリ システムのスナップショットまたはバイナリ設定のバッ

クアップを作成します。

• 完成した設定が目的を満たしていることを確認する計画を立てます。

• 管理者アクセス ログを調べて、エクスポートとインポートの処理が正常に行われたことを

確認します。

• 変更した項目を無作為にチェックします。項目が、予定通りに追加、更新、または削除さ

れたことを確認します。

ほとんどの場合、XML インスタンス ファイルと管理者コンソールを組み合わせて使用する必要

があります。特に、XML インスタンス ファイルを初めに変更する場合は必要です。また、XML

スキーマ ファイルの表示が必要な場合もあります。

XML インスタンス ファイルを使用して、次の操作を行います。

• XML 要素として表される設定オブジェクトを識別します。

• 設定データを見つけ、変更します。

管理者コンソールを使用して、次の操作を行います。

• ビジュアル コンポーネントを XML スキーマとインスタンスの要素に関連付けます。

• 特定のオブジェクトへの変更が正確であるかを確認します。

XML スキーマ ファイルを使用して、次の操作を行います。

• 設定オブジェクトの構造と順序を確認します。

• 設定オブジェクトのオプション要素、必須要素、許容値、デフォルト値、その他の属性を確

認します。

関連項目

XML 設定データのインポートとエクスポート

XML 設定データのインポート

XML 構成データをインポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Export XML を選択します。

2. Schema Files で、リンクをクリックして SA シリーズ オブジェクトを記述した XML スキー

マ（.xsd）ファイルをダウンロードします（オプション）。

3. インポートする XML データ ファイルを参照して選択します。一部の設定のみをインポート

したい場合は、有効な XML フラグメント ファイルをインポートできます。

4. Import をクリックします。Import XML Results ページに、インポートされたネットワーク

設定、ロール、およびリソース ポリシーなどの設定についての情報が表示されます。
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XML にエラーがあった場合は、インポート処理は停止し、設定は以前の状態に戻されます。

Import XML Results ページに、エラー メッセージが表示されます。

5. OK をクリックして、Import ページに戻ります。

XML 設定データをインポートする際には、以下の点に注意してください。

• インポート リソース ポリシーは、ターゲットの SA シリーズ アプライアンス上に存在しな

いロールに関連付けられており、そのロールは、XML ファイル内に存在しません。XML イン

ポート処理は失敗します。

• インポート リソース プロファイルは、ターゲットの SA シリーズ アプライアンス上に存在

しないロールに関連付けられており、そのロールは、XML ファイル内に存在しません。XML

インポート処理は失敗します。

• インポートされたリソース プロファイルには、ブックマークと関連付けられたロールが含ま

れますが、ロール内のブックマーク参照がありません。

• インポートされたリソース プロファイルは、ロールに関連付けられています。そのロールは

ブックマークに関連付けられていますが、ブックマークがリソース プロファイル内にありま

せん。

• インポート リソース プロファイルには、リソース ポリシー リストにはないリソース ポリ

シーが含まれます。リソース ポリシー参照はターゲットの SA シリーズ アプライアンスで

再作成され、エラーがログに記録されます。

• インポートされたリソース プロファイルは、他のリソース プロファイルの子プロファイル

ですが、親プロファイルが存在しません。XML インポート処理は失敗します。

• ホステッド Java アプレットは、BLOB データ タイプとして処理され、ひとまとまりの base

64 暗号化データとしてインポートされます。

• コード署名証明書は、インポートおよびエクスポートできません。

• インポートされたロール ブックマークは、リソース プロファイルの子ですが、そのリソー

ス プロファイルは設定ファイル内に存在しません。ブックマークはインポートされず、エ

ラーがログに記録されます。これは、リソース プロファイルをエクスポートせずに、ロール

をエクスポートし、この設定ファイルを新しい SA シリーズ アプライアンスにインポートし

た場合などに発生します。

• インポートされた子リソース ポリシーの親プロファイルが、設定データ内にありません。子

リソース ポリシーは削除されます（インポートされない）。

• 子リソース ポリシーに、親リソース プロファイルには存在しない詳細規則が含まれます。

インポート検証プロセスは失敗し、XML インポート処理は失敗します。

• （リソース プロファイルだけがエクスポートされた場合）それらのリソース ポリシーをま

だ持たない SA シリーズ アプライアンス上で、新しいリソース ポリシー参照が作成された

場合、その新しいリソース ポリシーは、既存のリソース ポリシーの前に挿入されます。

たとえば、resource_policy_A、resource_policy_B、resource_policy_C、resource_policy_D

の 4 つのリソース ポリシーがあり、resource_policy_B と resource_policy_D は、

resource_policy_parent の子リソース ポリシーであると仮定します。ソース SA シリーズ

アプライアンスから resource_policy_parent のみをエクスポートし、そのポリシーをター

ゲット SA シリーズ アプライアンスにインポートします。ターゲット SA シリーズ アプラ

イアンス上に resource_policy_B と resource_policy_D が作成されます。次に 4 つのリ
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ソース ポリシー全部をソース SA シリーズ アプライアンスからエクスポートし、ターゲッ

ト SA シリーズ アプライアンスにインポートします。これによりリソース ポリシーの順番

は、resource_policy_A、resource_policy_C、resource_policy_B、resource_policy_D とな

ります。

• （リソース プロファイルのみがエクスポートされる場合）デバイス証明書は移動できないの

で、SOAP クライアント認証用に設定されたデバイス証明書の設定はインポートされません。

• （リソース プロファイルのみがエクスポートされる場合）CDP のインポートはサポートして

いません。

• ESAP パッケージは、ホストチェッカー規則で設定された製品をサポートしていません。ESAP

パッケージのインポートは失敗します。

• 以下のホストチェッカーの条件が満たされている必要があります。満たされていない場合、

エラーとなります。

• ホストチェッカー ポリシー内で定義されるカスタム式が、そのホストチェッカー ポリシー

内で設定された規則を参照するのみであること。

• ホストチェッカー ポリシーには、そのプラットフォームについて有効な規則タイプだけが

含まれていること。たとえば、Macintosh や Linux 用の事前定義 AV 規則が含まれていて

はなりません。

• アンチウイルス、ファイアウォール、スパイウェア ポリシーには、現在アクティブな ESAP

パッケージで使用可能なタイプのみが含まれていること。

• ライセンスは同じシステムにのみインポートできます。ライセンスを別の SA シリーズ アプ

ライアンスからインポートすることはできません（エラーがログに記録されます）。

• クラスタリングのインポートはサポートしていません。

XML 設定データのエクスポート

XML 設定データをエクスポートする際には以下の点に注意してください。

• リソース プロファイル内にあるリソース ポリシーはエクスポートされます。ただし、リソー

ス ポリシー テーブル内のリソース ポリシー エントリは、エクスポートされません。

• リソース プロファイル ブックマークはエクスポートされますが、ロール内の同じブックマー

ク エントリはエクスポートされません。

• ロールの関連付けはエクスポートされますが、各ロール データはエクスポートされません。

• ホストテッド Java アプレットは、BLOB データタイプとして処理され、ひとまとまりの base

64 暗号化データとしてエクスポートされます。

• CDP のエクスポートはサポートしていません。

• Jedi パッケージ ファイルは、暗号化 BLOB としてエクスポートされます。

• サードパーティ ポリシーは、メイン ポリシーと Jedi パッケージ（zip ファイル）、およ

びサブポリシーのセットとしてエクスポートされます。これらの項目は別々にエクスポート

することはできません。

• ESAP パッケージは、暗号化 BLOB としてエクスポートされます。
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• Virus Signature Version Monitoring に関連付けられている AV 署名データファイルは、暗

号化 BLOB としてエクスポートされます。

• VLAN/Source IP 設定のエクスポートのためのオプションはありません。しかし、これらの設

定は、関連付けられているロールと一緒にエクスポートされます。

XML 設定データをエクスポートするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Export XML を選択します。

2. （オプション）Schema Files でリンクをクリックして、SA シリーズ オブジェクトを記述

した XML スキーマ（.xsd）ファイルをダウンロードします。

3. Expand All をクリックするとすべての設定が表示され、Select All をクリックするとペー

ジに表示されているすべての設定が選択されます。それ以外の場合は、エクスポートする特

定の情報を次のように選択します。各セクションで、Select All をクリックすると、その

セクション内のすべての設定を選択できます。

4. 内部ポート設定、外部ポート設定、ライセンス情報を含むネットワーク設定をエクスポート

するには、System Settings チェックボックスを選択します。次のオプションがあります。

• System date and time — サーバーのタイムゾーンと Network Time Protocol (NTP) 設定

をエクスポートします。

• Cockpit page — System Status Overview ページの、グラフやリフレッシュ レートなど

の設定をエクスポートします。

• Licenses — 暗号化形式でライセンスをエクスポートします。

注:

以下の規則は、エクスポートおよびインポートされたライセンスに適用されま

す。

• エクスポートされたライセンス データは暗号化されているため、編集する

ことはできません。

• ライセンスの XML インポートは、ライセンスをインポートするマシンにそ

の時点でライセンスがインストールされていない場合にのみ有効となりま

す。すでにライセンスがインストールされていると、インポートされたライ

センスはすべて破棄されます。それでもライセンスをインポートしたい場合

は、SA シリーズ アプライアンスに対して出荷時リセットを行ってから、イ

ンポート作業を実行してください。

• 一時ライセンスを SA シリーズ アプライアンスから消去した後にライセン

スをインポートした場合、インポートされたライセンスは破棄されます。こ

れは、削除したライセンスを復元する可能性があり、インポート処理が現在

SA シリーズ アプライアンスにあるすべてのライセンス データを保存しよ

うとするためです。

• DMI Agent － プライマリ サーバーとポート番号、バックアップ サーバーとポート番号、

デバイス ID と領域など、DMI Agent 設定をエクスポートします、
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注: DMI Agent は、DMI インターフェース上のネットワーク管理アプリケー

ションとインターフェースするために使用されます。Juniper Networks

Technical Support からの指示がない場合には、このオプションを選択しない

でください。

• NCP — 自動選択値、読み取り接続タイムアウト、アイドル接続タイムアウトなど、NCP

のオプションをエクスポートします。

• Sensors — センサー イベントとセンサー ポリシーをエクスポートします。

• Client Types — クライアント タイプとそれに一致するユーザー エージェント文字列パ

ターンをエクスポートします。

• Secure Meeting — セキュアミーティングのセッション寿命設定や、ルート ミーティング

URL、ミーティング通知 E メール設定などの設定をエクスポートします。

• Security — SSL および TLS のバージョン、暗号化強度、SSL ハンドシェイクのタイムア

ウト値、Cookie オプションなどのセキュリティ設定をエクスポートします。

• Overview — Network Settings Overview タブ内の DNS、WINS、帯域幅管理などの設定を

エクスポートします。

• Internet Port — Network Settings Internal Port タブの IP アドレス、ネットマスク、

デフォルト ゲートウェイ、リンク スピード、ARP ping タイムアウト、MTU などの設定

をエクスポートします。

• External Port — Network Settings External Port タブの IP アドレス、デフォルト

ゲートウェイ、リンク スピード、ARP ping タイムアウト、MTU などの設定をエクスポー

トします。

• VLANs — Network Settings VLAN タブの名前、ID、IP アドレス、ネットマスク、ゲート

ウェイなどの設定をエクスポートします。

• Routes — Network Settings Routes タブの IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、

インターフェースなどの設定をエクスポートします。

• Hosts — Network Settings Hosts タブの IP アドレス、名前などの設定をエクスポート

します。

• Clustering — クラスタリングの、クラスタ名、構成設定、同期設定、ネットワーク ヘル

スチェック設定などのプロパティをエクスポートします。このオプションは、デバイスが

クラスタの一部である場合にのみ表示されます。

• Events — イベント ログの最大ログ サイズ、syslog サーバー、ログに記録するイベント

などの設定をエクスポートします。

• User Access — ユーザー アクセス ログの最大ログ サイズ、syslog サーバー、ログに記

録するイベントなどの設定をエクスポートします。

• Admin Access — 管理者アクセス ログの最大ログ サイズ、syslog サーバー、ログに記録

するイベントなどの設定をエクスポートします。
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• Sensors — センサー ログの最大ログ サイズ、syslog サーバーなどの設定をエクスポー

トします。

• Client Logs — クライアント ログの、ログに記録するクライアント側機能やディスク ス

ペース サイズなどの設定をエクスポートします。

• SNMP — SNMP ログのノード名、システム名、ロケーション、トラップ設定、制限などの設

定をエクスポートします。

5. Sign in Settings チェックボックスを選択して、認証サーバー、パスワード オプション、

パスワード管理オプション、標準サインイン ページ、カスタム テキスト、ヘッダー オプ

ション、カスタム エラー メッセージ、ヘルプ オプション、ページ名、サインイン URL、

ページ タイプをエクスポートします。

• Sign in URLs から ALL sign in URLs を選択すると、すべての サインイン URL がエ

クスポートされ、SELECTED sign in URLs を選択すると、エクスポートする サインイン

URL を指定できます。

• Sign in Pages から ALL Pages を選択すると、すべてのサインイン ページがエクスポー

トされ、SELECTED pages を選択すると、エクスポートするサインイン ページを指定でき

ます。あるいは、ONLY pages used by URLs selected above を選択すると、上で選択し

たサインイン URL に有効なページのみがエクスポートされます。

• Authentication servers から ALL auth servers を選択すると、すべての認証サーバー

がエクスポートされ、SELECTED auth servers を選択すると、エクスポートする認証サー

バーを指定できます。

6. Endpoint Security チェックボックスを選択すると、ホストチェッカーとキャッシュクリー

ナーの設定がエクスポートされます。

• Host Checker から Host Checker options を選択すると、Endpoint Security Host Checker

タブ内のライブ アップデート設定や時間間隔、タイムアウト値などの設定がエクスポー

トされます。ウイルス署名バージョン モニター オプションに関連付けられているアンチ

ウイルス署名データは、暗号化されてエクスポートされます。

• ALL policies を選択すると、すべてのホストチェッカー ポリシーがエクスポートされ、

SELECTED policies を選択すると、エクスポートするホストチェッカー ポリシーを指定

できます。JEDI パッケージ ファイルは暗号化されます。サードパーティ ポリシーは、

メイン ポリシーと JEDI パッケージおよびサブポリシーのセットとしてエクスポートさ

れます。これらのパッケージはエクスポート時に別々に分けることはできません。

• Remote IMV を選択すると、すべてのリモート IMV サーバー設定とリモート IMV 規則が

エクスポートされます。

• ESAP を選択すると、全 ESAP 設定がエクスポートされます。ESAP パッケージは、エクス

ポート時に暗号化されます。

• Cache Cleaner settings を選択すると、Endpoint Security Cache Cleaner タブ内で定

義した、アップデート頻度、ブラウザ キャッシュ設定、ファイル、フォルダー設定など

のキャッシュクリーナー オプションがエクスポートされます。

7. Authentication Realms チェックボックスを選択すると、管理者とユーザーの認証領域がエ

クスポートされます。
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各グループ内において、

• ALL resource realms を選択すると、そのグループ内の全領域をエクスポートされます。

• SELECTED realms を選択して、領域を Available Reams リストから選択し、Add をクリッ

クすると、選択された認証領域のみがエクスポートされます。

8. Roles チェックボックスを選択すると、管理者ロールとユーザー ロールがエクスポートさ

れます。

• ALL roles を選択すると、そのグループ内のすべてのロールがエクスポートされます。

• 選択したロールのみをエクスポートする場合、SELECTED roles を選択し、Available Roles

リストからロールを選択して、Add をクリックします。

9. Resource Profiles チェックボックスを選択すると、関連付けられたリソース ポリシーや

ブックマーク、ロールのリストなど、リソース プロファイルの設定がエクスポートされま

す。

Hosted Java Applets を選択すると、システムにアップロードされたすべてのアプレットが

エクスポートされます。Java アプレットはエクスポートの際に個別に選択できません。

• ALL resource profiles を選択すると、そのグループ内のすべてのリソース プロファイ

ルがエクスポートされます。

• SELECTED resource profiles を選択して、プロファイルを Available Profiles リスト

から選択し、Add をクリックすると、選択したプロファイルだけがエクスポートされま

す。

各グループ内において、

10. Local User Accounts チェックボックスを選択して、ローカル ユーザー アカウントをエク

スポートします。

• From ALL local auth servers を選択して、すべてのローカル認証サーバーからすべての

ローカル ユーザー アカウントをエクスポートします。

• 一部の認証サーバーのみからローカル ユーザーをエクスポートする場合は、From SELECTED

local auth servers を選択し、Available Servers リストからサーバーを選択して、Add

をクリックします。

11. Maintenance Settings チェックボックスを選択すると、以下のエクスポート オプションが

表示されます。

• System Options — System Mainteinace Options タブの設定をエクスポートします。

• Push Config Targets — 選択したターゲット、およびこのデバイスでプッシュ設定を許可

するかどうかをエクスポートします。

• Archiving — アーカイブ サーバー、宛先ディレクトリ、ユーザー名とパスワード、アー

カイブする項目などのアーカイブ設定をエクスポートします。

• Snapshot — システム スナップショットの自動スナップショット設定や、システム構成と

デバッグ ログをスナップショットに入れるかどうかなどのオプションをエクスポートし

ます。
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12. IVS 設定とプロファイルをエクスポートするには、IVS Settings チェックボックスを選択

します。このウィンドウから、IVS のローカル ユーザー設定をエクスポートすることはで

きません。

• すべての IVS からの設定をエクスポートするには、All IVSes を選択します。

• 選択した IVS のみの設定をエクスポートするには、SELECTE IVSes を選択し、Available

Servers リストから IVS を選択して、Add をクリックします。

• IVS プロファイル情報をすべてエクスポートするには、IVS Profiles を選択します。IVS

プロファイルは加入者 IVS を定義します。また、DNS 設定や認証サーバーといった、加

入者のイントラネットに到達する際に必要なあらゆる要素についても定義します。

• IVS 設定データをエクスポートするには、IVS Configuration を選択します。これには、

IVS のローカル ユーザー アカウント情報は含まれません。

13. Export をクリックして、情報を XML ファイルに保存します。

関連項目

システム再起動

システムを再起動させる回数を減らすためにあらゆる努力はしておりますが、いくつかの設定

変更においてはサーバーの再起動が必要です。以下の表は、いくつかのオプションの設定が変

更されたときのシステムの動作を示しています。これらの設定を変更、保存したときや、値の

異なる XML 設定データをインポートしたときに、サーバーは再起動します。

表33: オプション編集時のシステム動作

システム動作ウィンドウ

Date and Time time zone が更新されると、全てのプロセ

スのタイムゾーン設定も更新されます。

System > Status > Overview

Linux YP サービスが再起動します。Authentication > Auth Servers > NIS

Server

SNMP サーバーが再起動します。System > Log/Monitoring > SNMP

Web サーバーが再起動します。Authentication > Signing In > Sign in

Policies

Web サーバーが再起動します。System > Configuration > NCP

エンコーディングを変更すると dsstartws が再起動し、ブ

ラウザ サーバーが再起動します。

Users > Resource Policies > Files

>Options

Web サーバーが再起動します。System > Configuration > NCP

Web サーバーが再起動します。Maintenance > System > Options
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表33: オプション編集時のシステム動作 （続き）

システム動作ウィンドウ

以下のオプションを変更すると、Web サーバーは新しい SSL

設定で再起動します。

• SSL および TLS バージョンを許可する

• 許可された暗号化強度

• 暗号化強度オプション

• SSL ハンドシェーク タイムアウト

System > Configuration > Security

nete auth サーバーを作成した場合、または nete オプショ

ンを変更した場合、nete サーバーは再起動します。

Auth Servers

「email state support」および対応するメール サーバー

の設定の状態に応じて、dspopd、dsimapd、および dssmtpd

のオンとオフが切り替わります。

Users > Resource Policies > Email

Client

dscrld と dsstartws が再起動します。このオプションが

現在オフの場合、rwcached が起動します。

Maintenance > System > Options

CDP（CRL 配布点）を再スキャンします。System > Configuration > Certificates

> Trusted Client CAs > certificate name

> CRL Checking Options

ネットワーク サービスが再起動し、これにより Web サー

バーも再起動します。

System > Network > Internal Port

ネットワーク サービスが再起動し、これにより Web サー

バーも再起動します。

System > Network > Management

ネットワーク サービスが再起動し、これにより Web サー

バーも再起動します。

System > Network > Port 1/External Port

ネットワーク サービスが再起動し、これにより Web サー

バーも再起動します。

System > Network > Routes

ネットワーク サービスが再起動し、これにより Web サー

バーも再起動します。

System > Network > Hosts

ACE ファイルの内容を抜き出し、その内容をインストレー

ション ディレクトリに書き込みます。

Authentication > Auth Servers > ACE

各サービスが再起動します。System > Configuration > License

関連項目

XML Import/Export の使用例

次の使用例では、XML Import/Export 機能を使用できる一般的な例を説明しています。各使用

例は、簡単な説明と、使用例の実行手順により構成されています。これらの使用例は簡略化さ
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れており、全手順を実行するための複雑な部分や詳細は説明していません。使用例には、XML

Import/Export 機能の考えられる使用法の説明だけが含まれています。

使用例:複数の新規ユーザーを SA シリーズ アプライアンスに追加する

あなたは、新しい SA シリーズ アプライアンスをネットワークに追加したところであり、2,000

人のユーザーをそのシステムに追加したいと考えています。管理者コンソールに、これらのユー

ザーを一度に 1 人ずつ追加するのではなく、集団インポートを行って、ユーザーが初めてシス

テムにログインしたときに、各自のパスワードをユーザー自身に変更させたいと考えています。

あなたはユーザー アカウントをエクスポートし、ユーザーを定義する適切な XML を抽出して、

必要に応じて各要素を複製し、それらを SA シリーズ アプライアンスにインポートできます。

この手順では、User 1、User 2、User 2000 の例のみが示されています。その他すべてのユー

ザーは、インポート ファイルに含まれているものとします。パスワードには、password とい

う語に番号を付けて（password1、password2 など）設定します。この例のすべてのユーザー

は、同じ認証サーバーに割り当てられますが、システムで有効な認証サーバーであれば、それ

らを任意の組み合わせて指定できます。

複数の新規ユーザーを SA シリーズ アプライアンスに追加するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > Export XML を選択します。

2. ローカル ユーザー アカウントをエクスポートする手順に従います。

3. エクスポートしたファイルを users.xml として保存します。

4. users.xml ファイルを開きます。

5. 必要な数のユーザーを追加するまで、User container 要素をコピー&ペーストします。例で

は 3 人の新規ユーザーのみが示されていますが、数百人の新規ユーザーをファイルに追加

できます。

6. 次の例に示すように、各 User container 要素内の該当するデータを更新します。
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注:

• 次の例のフォーマットは、読みやすくするために、もとの状態を変更していま

す。実際の XML コードは異なっている場合があります。

• パスワードは password cleartext に設定する必要があります。そうしない

と、SA シリーズ アプライアンスは、デフォルトのとおり、暗号化されている

と見なします。

<configuration xmlns="http://xml.juniper.net/ive sa/6.2R1"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema instance"> <authentication>

<auth servers> <auth server> <local> <users>

<user> <username>user1</username>

<fullname>User1</fullname> <password cleartext>password1

</password cleartext>

<one time use>false</one time use> <enabled>true</enabled>

<change password at signin>true

</change password at signin> </user> <user>

<username>user2</username> <fullname>User2</fullname>

<password cleartext>password2

</password cleartext> <one time use>false</one time use>

<enabled>true</enabled> <change password at signin>true

</change password at signin> </user> <name>System

Local</name> </auth server> </auth servers> </authentication>

</configuration>

7. users.xml ファイルを保存します。

8. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > XML Import/Export > Import を選

択します。

9. Browse をクリックして、users.xml ファイルを参照します。

10. Import をクリックします。

使用例:ポリシーを更新する

すべての ActiveX 書き換えポリシーを変更して、rewrite url response static dynamic

のアクションから別のアクションに変更したいとします。ただし、管理者コンソールで個々の

ポリシーを入力したくはありません。その場合は、インスタンス ファイルをエクスポートし

て、変更を行い、そのファイルを SA シリーズ アプライアンスにインポートし直すことができ

ます。

SA シリーズ アプライアンスでポリシーを更新するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > XML Import/Export > Export を選

択します。

2. リソース ポリシーをエクスポートし、エクスポートしたファイルを policy.xml として保

存します。

3. エクスポートしたファイルを開きます。
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4. テキスト エディタまたは XML エディタを使用して、システムの policy.xsd スキーマ ファ

イルを開きます。スキーマ ファイルで、rewrite url response static dynamic とい

うアクションの値を検索します。スキーマ定義には、次の例に示すように、現在のポリシー

のアクション値とともに、その他の可能な値が含まれています。

<xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:enumeration

value="rewrite url response static"> <xsd:annotation> <xsd:appinfo>

<dmi:enum info> <title>Rewrite URL and response (Static HTML

<only></title> </dmi:enum info> </xsd:appinfo> </xsd:annotation>

</xsd:enumeration> <xsd:enumeration

value="rewrite url response static dynamic"> ... <xsd:enumeration

value="rewrite url static"> ... <xsd:enumeration

value="rewrite url static dynamic"> ... <xsd:enumeration

value="rewrite hostname static"> ... <xsd:enumeration

value="rewrite hostname static dynamic"> ... <xsd:enumeration

value="rewrite url hostname"> ... <xsd:enumeration value="rewrite data">

... <xsd:enumeration value="no rewrite"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

5. エクスポートした policy.xml ファイルで、rewrite url response static dynamic を

検索して、rewrite url static dynamic などのアクション値に置き換えます。

注: 次の例には、実際の policy.xml ファイルの一部のみが示されています。ま

た、フォーマットは、読みやすくするために、もとの状態を変更しています。実

際の XML コードは異なっている場合があります。

<activex param>

<classid>5BDBA960 6534 11D3 97C7 00500422B550</classid>

<description>iNotes Discussion </description> <params> <param>

<parameter>FullUrl</parameter> <! Change the following data >

<action>rewrite url response static dynamic</action> </param>

</params> </activex param>

6. policy.xml ファイルを保存します。

7. 管理者コンソールで、Maintenance > Import/Export > XML Import/Export > Import を選

択します。

8. Browse をクリックして、policy.xml を参照します。

9. Import をクリックします。

使用例:クラスタ環境での XML Import/Export の使用

XML Import/Export 機能をクラスタ環境で使用できます。ただし、いくつかの規則に従う必要

があり、特定の手順に従って操作を正しく完了する必要があります。

• インポートする XML インスタンスは、もとのクラスタと同じノード セットを含んでいる必

要があります。ノードが再有効化されるときにクラスタの同期に使用する署名は、クラスタ

ノードの IP アドレスから抽出されるため、インポートした設定が異なる署名を生成すると、

残りのノードはクラスタに再参加できなくなります。

• インスタンス ファイル内のノード名、IP アドレス、または IP ネットマスクは変更しない

でください。
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• インスタンス ファイルのネットワーク設定を変更しないでください。変更すると、1 次ノー

ドに到達できなくなります。たとえば、マルチサイト クラスタのデフォルトのゲートウェイ

設定を変更しないでください。

• インポートでは、インスタンス ファイルは、残りのノードのノード固有のクラスタ構成の

ネットワーク設定を上書きします。これらのノード固有のネットワーク設定を変更する場合

は、必ず残りのノードが到達不可能にならないようにしてください。

• インスタンス ファイルで、既存の仮想ポート設定を変更したり、新しい仮想ポート設定を追

加しないでください。

• クラスタ上でインポート操作を行うときには、すべてのクラスタ ノードが有効になっていて

動作中でなければなりません。ノートが動作していないクラスタに設定をインポートしよう

とすると、インポート操作がハングアップするか、または予期しない結果になることがあり

ます。

関連項目

管理ポートのあるシステムにインポートする

管理ポートをサポートしていないシステムから、管理ポートが有効になっているシステムに設

定をインポートし、ライセンス等のすべてをインポートした場合、インポート先のシステム上

の管理ポートが削除されたように見えます。実際には、管理ポートは動作を継続しており、イ

ンポート先のシステムに管理ポート ライセンスを再度適用すると、元の設定で再度表示されま

す。ネットワーク設定とライセンス以外のすべてをインポートするオプションを指定して、ター

ゲットにインポートした場合、インポート先の管理ポートおよびその設定はそのままとなり、

ポートも動作を継続します。

操作属性を使用する

データ編集操作は、インポートされた XML データ内の要素の操作属性により決定されます。操

作属性は、スキーマ内での XML データの位置付けまたはアクションを定義します。操作属性を

指定しない場合、デフォルト設定により、修正データは結合されます。

操作属性は、子オブジェクト内で新しい操作属性が定義されていない限り、全ての子オブジェ

クトに適用されます。

操作属性を持つ XML データは以下の形式です。

<object1 xc:operation="operator for object1 and its children unless new operator is

defined"> …. <object2> … <object3 xc:operation="operator for

object3"> … </object3> … </object2> … </object1>

以下がサポートされている操作属性です。

• Merge — この属性を含む要素により識別された設定データは、ターゲット パラメータにより

識別された設定データストア内の該当レベルの設定と結合されます。これがデフォルトの動

作です。

• Replace — この属性を含む要素により識別された設定データは、ターゲット パラメータによ

り識別された設定データストア内の関連する設定を書き換えます。設定パラメータ内に実際

に存在する設定のみが影響を受けます。
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• Create — この属性を含む要素により識別された設定データは、デバイスにその設定データが

まだ存在していない場合にのみ、設定に追加されます。

• Delete — この属性を含む要素により識別された設定データは、ターゲット パラメータによ

り識別された設定データストアから削除されます。

• Insert before — 順番に並べられている設定要素の順番を変更します。

• Insert after — 順番に並べられている設定要素の順番を変更します。

• Rename — 設定オブジェクトの 1 つ以上の識別子の名前を変更します。

オブジェクトのリストを、設定ストア内の既存オブジェクト リストと結合させると、結合後の

オブジェクトリストの内容は予期せぬ結果になる場合があります。結合操作中、新しいリスト

ではオブジェクトの順番は維持されません。オブジェクト リストをインポートする際に、新規

リスト内でオブジェクトの順番をそのままに保ちたい場合は、書き換え操作属性を使用してく

ださい。ユーザーが意図した階層を作成したい場合、insert before または insert after も

使用することができます。

操作属性は、それより低いレベルの要素内で新しい演算子が定義されないかぎり、再帰的に適

用されます。親演算子との間に矛盾を生じずに、子要素内で使用できるリーガル演算子には制

限があります。754ページの表34 は、親要素と子要素間のリーガル演算子の関係を示していま

す。

表34: リーガル演算属性の関係

名前の変

更

後に

挿入

前に

挿入

削除置換え結合作成子 >

V 親

OKOKOKOKOKOKOKなし

エラーOKOKエラーエラーOKOK作成

OKOKOKOKOKOKOK結合

エラーOKOKエラーOKOKエラー置換え

エラーエラーエラーOKエラーOKエラー削除

OKOKOKOKOKOKOK前に

挿入

OKOKOKOKOKOKOK後に

挿入

OKOKOKOKOKOKOK名前の変

更

以下にインポート操作の例を 2 つ挙げています。

例 1：実行中の設定内の「Ethernet0/0」というインターフェース上で、MTU を 1500 に設定し

ます。

<interface> <name>Ethernet0/0</name> <mtu>1500</mtu> </interface>
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例 2：実行中の設定に「Ethernet0/0」というインターフェースを追加し、同じ名前の以前のイ

ンターフェースを書き換えます。

<interface xc:operation="replace"> <name>Ethernet0/0</name> <mtu>1500</mtu>

<address> <name>192.0.2.4</name> <prefix length>24</prefix length> </address>

</interface>

一般的なインポートの規則

デフォルトのインポート モードは、構成ツリーのルートオブジェクト上に同様の属性を持って

います。

• Standard Import は常に結合操作です。

• Quick Import は新規作成操作です。

• Full Import は書き換え操作です。

関連項目

SA シリーズ アプライアンス間での設定を転送する

IVE アプライアンスを使用すると、設定転送機能を使用して、すべての設定内容または選択し

た設定内容を SA シリーズ アプライアンス間でコピーできます。この機能により、SA シリー

ズ アプライアンスをクラスタ化することなく、企業全体に渡ってシンプルな設定管理を実現で

きます。設定転送機能では、どの設定内容を全社レベルでコピーするか、またはコピーしない

かを厳密に設定できます。設定の選択を行うインターフェースは、XML のインポート/エクス

ポート機能と同様です。

1 つの SA シリーズ アプライアンスもしくは、複数の SA シリーズ アプライアンスへ転送す

ることができます。たとえば、新しく複数の SA シリーズ アプライアンスをインストールする

場合、それらに初期設定を転送することができます。クラスタのメンバである 1 つの SA シ

リーズ アプライアンスに対しては、転送先の SA シリーズ アプライアンスがソースが同じク

ラスタのメンバでない場合に限り、転送を行うこともできます。転送先の SA シリーズ アプラ

イアンスは、転送された設定内容を受け入れないことを選択できます。目的の SA シリーズ ア

プライアンスへの転送が失敗した場合、指定されたターゲットがすべて更新されるまで、中断

することなく続けて次のターゲットの転送を実行します。結果ページには、ステータスと処理

中に発生した問題が表示されます。

設定要素を SA シリーズ アプライアンスから Infranet Controller のデバイスに転送し、Junos

Pulse 設定に配信することができます。それには、IC シリーズ デバイスと SA シリーズ デバ

イス間の Junos Pulse クライアントの場所認識を有効にすることが必要です。

注: XML ファイルを使用、または Push Config によって Active Directory（AD）

認証サーバー設定をインポートする場合は、コンピュータ オブジェクト名はイン

ポート後に手動で変更する必要があります。2 つのシステムが同じコンピュータ オ

ブジェクト名を使って AD ドメインに加わると、予期しない問題が起こる可能性が

あります。
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転送の設定を行うときには、以下の点に注意してください。

• SA シリーズ アプライアンスが転送先のデバイスの設定を更新した後、転送先のデバイスは

サービスを再起動します。サービスが再起動されるまで、短時間の中断がある場合がありま

す。転送先の SA シリーズ アプライアンスがアイドル状態にあるか、短時間の中断があって

も問題がないときに転送を行うことをお勧めします。

• 転送先の SA シリーズ アプライアンスは、転送された設定を受信したときに警告メッセージ

を表示しません。

• 転送先の SA シリーズ アプライアンスは、転送処理中は管理者を自動的にログアウトしま

す。

• 転送元および転送先の SA シリーズ アプライアンスは、同じビルド バージョンと番号でな

ければなりません。

• 転送元または転送先の IVE のいずれかが IVS ライセンスを持っている場合、すべての設定

内容を転送する必要があります。転送する設定を選択することはできません。

• 転送元の SA シリーズ アプライアンスは、内部ポートまたは管理ポート（Juniper Networks

SA 6000 で設定されている場合）のみを使用してデータを転送します。転送先の SA Series

Appliance は、内部ポート、外部ポートまたは管理ポート（Juniper Networks SA 6000 で設

定されている場合）を使用してデータを受け取ることができます。

• 1 回の操作ごとに、8 つの転送先を選択できます。そして、同時に 25 件までの転送処理を

行うことができます。SA シリーズ アプライアンスの転送先の最大数は常に 200 です。

• 転送元 SA シリーズ アプライアンスは、25 件の設定転送の結果を Results タブに保存して

表示します。すでに 25 件の結果が表示されている場合には、SA シリーズ アプライアンス

は設定転送が再度実行されたときに最も古い結果データを削除します。

• 以下の設定を転送することはできません。ライセンス化、クラスタ化、ネットワーク化およ

びタイムゾーン

設定転送が動作するには、転送元の SA シリーズ アプライアンスの管理者アカウントが転送先

の SA シリーズ アプライアンスに人による介入なしにサインインできる必要があります。たと

えば、動的資格証明書またはマージされていない複数のロールを持つことは、手動による操作

を必要とするためできません。

設定転送を使用する前に、次の条件に従ってシステムを設定する必要があります。

• .Administrators ロールにマップして、すべての管理者権限を持つ「上級管理者」を作成す

る必要があります。Authentication > Auth Servers > Administrator Server > Users タブ

の設定を使用して、ご自身を .Administrators ロールに追加します。

• 転送先の SA シリーズ アプライアンス管理者アカウントは challenge response タイプ認

証を使用しない静的パスワードまたは二要素トークンを使用する必要があります。たとえば、

証明書、Soft ID、Defender 認証はサポートされません。Administrators > Admin Realms >

[Administrator Realm] > General タブの設定を使用して、管理者領域に適した認証サーバー

を選択します。

• 転送先の SA シリーズ アプライアンスにサインインするために管理者がロールを選択する必

要があるような、管理者アカウントを設定してはいけません。たとえば、1 人のユーザーを、

設定転送管理者ロールを含む複数のロールに割り当てた場合、これらのロールを統合して最

も広範囲における安全なアクセス権を必ず付与しなければなりません。管理者がサインイン
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プロセス中にロールを選択する必要性をなくし、ログ ファイル内の設定転送管理者の操作を

その他の操作と明確に区別するために、アカウントは設定転送管理者専用に作成することを

お勧めします。Administrators > Admin Realms > [Administrator Realm] > Role Mapping

タブの設定を使用して、適切なロールマッピング規則を設定します。

関連項目

ターゲットの IC シリーズ デバイスを定義する

ターゲットの SA シリーズ アプライアンスがクラスタの一部である場合、ターゲットがソース

クラスタのメンバーでない限り、クラスタの任意のメンバーに対して転送を行うことができま

す。全クラスタ メンバーについて、Allow this IVE to be a target 設定を有効にする必要が

あります。この設定は、宛先のサインイン URL で仮想 IP（VIP）を指定するときに重要となり

ます。この設定によって、どのノードが VIP をホストしているかと無関係に、転送が正常に行

われるからです。

ターゲットの SA シリーズ アプライアンスについては、以下の点に注意してください。

• ターゲット名とターゲットのサインイン URL は、作成したら編集することはできません。

• 設定転送によってターゲットの SA シリーズ アプライアンスに設定データの転送が行われて

いる間は、ターゲットの SA シリーズ アプライアンスの編集または削除はできません。

• ターゲットの SA シリーズ アプライアンスを削除したときは、ターゲットの SA シリーズ

アプライアンスに関連するすべての転送設定結果も削除されます。

ターゲットの SA シリーズ アプライアンスを定義するには、次の操作を行います。

1. 両方の SA シリーズ アプライアンスで管理者アカウントを作成します。

2. 管理者コンソールで、Maintenance > Push Config > Targets を選択します。

3. この SA シリーズ アプライアンスで設定転送を受け入れないようにするには、Allow this

IVE to be a target チェックボックスのチェックを外します。

新しいターゲットの SA シリーズ アプライアンスを作成するには New Target をクリックしま

す。New Target ページで、次の操作を行います。

1. Name フィールドに、ターゲットの SA シリーズ アプライアンスの名前を入力します。

2. Sign in URL フィールドに、Authentication > Signing In > Sign In Policies ページ

で定義したサインイン URL を入力します。

3. ターゲットの SA シリーズ アプライアンスですべての管理者権限を持つ管理者アカウント

のユーザー名、パスワード、認証領域を入力します。

4. Save Changes をクリックします。

5. ターゲットの SA シリーズ アプライアンスを削除するには、次の操作を行います。

a. 削除するターゲット SA シリーズ アプライアンスの横にあるチェックボックスを選択し

ます。
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b. Delete をクリックして、SA シリーズ アプライアンスを削除することを確認します。

6. Save Changes をクリックします。

関連項目

設定を転送する

ロール、リソース、サインイン設定、認証サーバー、ローカル ユーザーを SA シリーズ アプ

ライアンス間でプッシュするには、次の操作を行います。

ロール、リソース、サインイン設定、認証サーバー、ローカル ユーザーを SA シリーズ アプ

ライアンス間でプッシュするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Push Config を選択します。

2. ターゲットの SA シリーズ アプライアンスをまだ設定していない場合は、Targets タブを

クリックして、ターゲットの SA シリーズ アプライアンスを定義します。

3. What to push リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Entire configuration を選択すると、以下を除くすべての設定内容を転送します。

• ネットワーク設定

• ライセンス

• クラスタ設定

• 証明書

• SNMP 設定

• syslog サーバー設定

• ソースの SA シリーズ アプライアンスで設定される設定転送ターゲット

注: このオプションを選択すると、ソースの SA シリーズ アプライアンスの

ユーザー ブックマークおよび環境設定は、すべてのターゲット SA シリーズ

アプライアンスに転送されます。ターゲット SA シリーズ アプライアンスに

設定済みのブックマークおよび環境設定は上書きされます。

• Selected configuration を選択して、転送する設定を指定します。

注: Push Configuration 機能を使用して、ネットワーク設定を別の SA シリー

ズ アプライアンスにコピーすることはできません。XML Import/Export 機能

を使用すると、選択したネットワーク設定をエクスポートしてから、これらの

設定を別の SA シリーズ アプライアンスにインポートできます。

4. ターゲットの SA シリーズ アプライアンスを Available Targets リストから選択し、Add

をクリックして Selected Targets リストに移動します。
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5. ソース SA シリーズ アプライアンス上の設定と同じ名前をもつターゲット SA シリーズ ア

プライアンス上の設定を上書きする場合は、Overwrite duplicate settings チェックボッ

クスを選択します。

注:

• Overwrite duplicate settings がオフで、インポートしたファイルの設定の

名前が、ターゲット SA シリーズ アプライアンス上の対応する設定の名前と

一致する場合は、Push Configuration 機能はその設定の値をターゲット SA

シリーズ アプライアンスにコピーしません。新しいオブジェクトのみがター

ゲット SA シリーズ アプライアンスにコピーされます。

• Overwrite duplicate settings がオンの場合、Push Configuration 機能は、

すべての新規および更新済みのオブジェクトをターゲット SA シリーズ アプ

ライアンスにコピーします。

6. Push Configuration をクリックし、選択したロールおよびリソースをターゲット SA シリー

ズ アプライアンスにコピーします。SA シリーズ アプライアンスは、転送ステータスを

Results タブに表示します。

注: Push Configuration をクリックすると、設定転送処理がすべて完了するま

で、処理を中止したり、ターゲット SA シリーズ アプライアンスを変更するこ

とはできません。

転送処理中にエラーがあった場合は、処理は停止し、設定は以前の状態に戻されます。エ

ラー メッセージが Results ページに表示されます。

7. エラー メッセージに示された問題を解決して、失敗したターゲット SA シリーズ アプライ

アンスに再度転送を行います。

関連項目

セキュアミーティングのアーカイビング

SA シリーズ アプライアンスは、セキュアミーティング インスタンスをアーカイブに保管する

ことができます。以下の操作を行うことができます。

• 定期的アーカイブ プロセスを設定する。

• 一時的アーカイブを実行する。

• 削除されたミーティングを、後のダウンロードまたは削除用に XML ファイルにアーカイブす

る。アーカイブの実行毎にファイルが 1 つ作成されます。

• アーカイビングされるまでにセキュアミーティングのインスタンスが SA シリーズ アプライ

アンスに保存される日数を定義します（x 日以上前のインスタンスをアーカイブ）。

• クラスタ内のどのノードでアーカイブを実行するかを定義します。

アーカイブ プロセスは、終了したスタンドアロン ミーティング、終了した定期ミーティング

のインスタンス、および終了した MySecureMeeting のインスタンスを削除します。終了日がす
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でに経過している定期ミーティングの場合、定期ミーティングとその親ミーティングが削除さ

れます。ただし、親ミーティングの情報は定期インスタンスですでに取得されているので、親

ミーティングはアーカイブされません。アーカイブ プロセスは、進行中のミーティングおよび

予定されている（将来の）ミーティングは削除しません。

注: デフォルトでは、セキュアミーティングのアーカイブ機能はオフになっていま

す。また、デフォルトでは、90 日以上前の MySecureMeetings インスタンスは削除

されます。セキュアミーティングのアーカイブ機能がオフになっている場合、

MySecureMeetings の自動削除はアーカイブ ファイルに保存されません。

クラスタ構成においては、アーカイブ タスクを実行するのは 1 つのノードのみで、そのノー

ドに保存されているファイルのみがアーカイブされます。アーカイブ ファイルをダウンロード

または削除するには、仮想 IP ではなく、ノードの IP を使ってアーカイブ ノードにログイン

する必要があります。

IVS では、セキュアミーティングをアーカイブしたい各 IVS について設定を行う必要がありま

す。

以下に、セキュアミーティングのアーカイブ プロセスによって作成される XML ファイルの例

の一部を示します。

<meetings> <meeting> <id>20993310</id> <creator><![CDATA[gary (Users)]]></creator>

<name><![CDATA[Support Meeting (20993310)]]></name> <agenda><![CDATA[]]></agenda>

<teleconference_info><![CDATA[]]></teleconference_info> <date><![CDATA[4:11 PM May 15,

2007 (GMT 08:00) Pacific Time (US & Canada); Tijuana]]></date> <duration>1

hour</duration>

<meeting_type>support</meeting_type> <invitees> <invitee><![CDATA[gary (System Local)

Conductor]]></invitee> ... </invitees> <attendees> <attendee>

<name><![CDATA[gary]]></name> <join_time>04:11 PM</join_time> <duration>50 minutes

</duration> </attendee> ... </attendees> ... </meeting> ... </meetings>

セキュアミーティングをアーカイブするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Archiving > Secure Meetings を選択します。

2. 定期的なアーカイブ プロセスをスケジュールするには、Perform automatic clean up every

オプションを選択し、アーカイブ プロセス実施の頻度を指定します。

3. Delete meetings older than フィールドに、ミーティングをアーカイブするまでの経過日

数を入力します。この日数よりも古いミーティングがアーカイブされ、システムから削除さ

れます。

4. クラスタ構成内でセキュアミーティングをアーカイブするには、Archive meeting records

on node オプションを選択し、アーカイブを実行するノードを選択します。

5. Clean Up Now をクリックすると、アーカイブ プロセスが直ちに実行されます。指定した日

数よりも古いミーティングがアーカイブされ、システムから削除されます。

6. Save Changes をクリックして、編集を保存します。
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アーカイブ プロセスが完了すると、Secure Meeting archive テーブルにアーカイブ ファイル

が表示されます。

アーカイブ ファイルを表示またはダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

アーカイブ ファイルを削除するには、ファイル名の横のチェックボックスを選択し、Delete

をクリックします。
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第31章

ログ作成とモニタリング

• ログ作成とモニタリングの概要 763ページ

• ユーザー セッションの表示と削除 766ページ

• ログ モニタリング機能の設定 767ページ

• SNMP エージェントとして IC シリーズ デバイスを監視する 771ページ

• システム統計情報を表示する 776ページ

• クライアントサイド ログについて 777ページ

• クライアントサイド ログのアップロードを有効にする 778ページ

• 一般的なステータスを表示する 780ページ

• アクティブなユーザーを監視する 783ページ

• スケジュールされたミーティングの表示と取り消し 784ページ

• ログ メッセージに実際のソース IP アドレスを追加する 785ページ

ログ作成とモニタリングの概要

SA シリーズ アプライアンスでは、ログ作成とモニタリングの機能によって、イベントやユー

ザーのアクティビティを追跡することができます。このトピックでは、SA シリーズ アプライ

アンスに搭載された、ログ作成とモニタリングのさまざまな機能について説明します。

ログ作成とモニタリングの機能は、すべての Secure Access 製品で使用することができます。

これらの使用に特別なライセンスは必要ありません。ただし、以下の高度なログ作成とモニタ

リングの機能は、SA700 シリーズ アプライアンスで使用することはできません。

• センサー ログ

• カスタムと動的ログ フィルタ

• システムの容量と重要イベントのダッシュボード グラフ

• セキュアミーティングのログ作成とモニタリング

SA シリーズのログ ファイルは、システム イベントを追跡するテキスト ファイルで、SA シ

リーズ アプライアンスに保管されています。SA シリーズ アプライアンスは、以下のタイプの

ログ ファイルを生成します。
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• イベント ログ － このログ ファイルには、セッション タイムアウト（アイドル タイムア

ウトや最大セッション時間など）、システム エラーと警告、サーバー接続状態のチェック要

求、SA シリーズ アプライアンスのサービス再起動通知など、さまざまなシステム イベント

が記録されます。（SA シリーズ ウォッチドッグ プロセスが、定期的に SA シリーズ アプ

ライアンスをチェックし、応答がない場合には SA シリーズ アプライアンスを再起動しま

す。）

• ユーザー アクセス ログ － このログ ファイルには、1 時間ごとの同時ユーザー数（1 時間

単位で記録）、ユーザーのサインインとサインアウト、ユーザーのファイル要求、Web 要求

など、ユーザーがアプライアンスにアクセスした時のさまざまな情報が記録されます。

• 管理者アクセス ログ － このログ ファイルには、セッションのタイムアウト、URL ブラウ

ズやユーザーが作成したブックマークの有効化/無効化のオプション、コンピュータとサー

バーの情報など、管理者がユーザー、システム、ネットワークの設定に行う変更を含む管理

情報が記録されます。また、管理者によるサインイン、サインアウト、アプライアンスのラ

イセンス変更なども記録されます。

• センサー ログ － このログ ファイルには、クライアント トラフィックでネットワーク侵入

を監視する関連 IDP デバイスが生成する、通知メッセージあるいは攻撃警告メッセージが記

録されます。

• クライアント アップロード ログ － このログ ファイルには、セッション開始、接続、およ

び終了ログの情報が記録されます。ユーザーが SA シリーズ アプライアンスに接続する際に

生じる問題の診断やトラブルシューティングで、使用することができます。

System > Log/Monitoring ページでは、ログに記録するイベントやシステム ログ ファイルの

最大サイズを指定できるほか、ローカル ログに加えて syslog サーバーでもイベントを記録す

るかどうかを指定できます。System > Log/Monitoring ページでは、イベントの数を指定して

表示したり、ネットワークにログ ファイルを保存したりできるほか、ログを削除することもで

きます。

ログの 1 つが、設定された最大ログ ファイル サイズ（デフォルトでは 200 MB）に達すると、

現在のデータがバックアップ ログ ファイルに移されます。その後、以降の（新しい）ログ

メッセージ用に、空のファイルが新たに作成されます。管理者はログ ビューアを使用して、最

近の 5,000 個のログ メッセージ（ビューアの表示制限）を参照できます。現在のログ ファイ

ルのログ メッセージが 5,000 個未満の場合、バックアップ ログ ファイルの古いログ メッ

セージが、合計で 5,000 個に達するまで表示されます。設定された最大ログ ファイル サイズ

によって異なりますが、別々に保存されたログ ファイルが、これによって一覧で表示されま

す。

ログ メッセージを保存するか、または Maintenance > Archiving ページで FTP アーカイブ機

能を使用する場合、バックアップ ログ ファイルは、現在のログ ファイルに追加され、1 個の

ログ ファイルとしてダウンロードされます。ログ ファイルがアーカイブされていないか、再

度データが移される前にファイルが保存されていない場合は、最も古いログ メッセージ（バッ

クアップ ログ ファイルに保存されたメッセージ）が失われます。

また、HP OpenView などのネットワーク管理ツールを使用して、SNMP エージェントとして SA

シリーズ アプライアンスを監視することができます。SA シリーズ アプライアンスは、SNMP

v2 をサポートし、プライベート MIB（管理情報ベース）を実装して、独自のトラップを定義し

ます。ネットワーク管理ステーションでこれらのトラップを処理できるようにするには、Juniper

Networks MIB ファイルをダウンロードし、トラップを受信するための適切な情報を指定する必

要があります。トラップの一部は、必要に合わせて設定することができます。
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CPU の使用状況など、重要なシステム統計情報を監視するには、UC Davis MIB ファイルを

SNMP 管理アプリケーションにロードします。MIB ファイルは、

http://net snmp.sourceforge.net/docs/mibs/UCD SNMP MIB.txt からダウンロードできます。

ログ ファイルの重要度のレベル

イベント、ユーザー アクセス、管理者アクセスのログ ファイルでは、イベントを、以下のガ

イドラインに従って重要度レベルごとに分類しています。

• Critical（重要度レベル 10） － SA シリーズ アプライアンスが、ユーザーおよび管理者の

要求を処理できない場合や、サブシステムのほとんどの機能が使用できない場合には、クリ

ティカル イベントがログに記録されます。

• Major（重要度レベル 8 ～ 9） － SA シリーズ アプライアンスで 1 つまたは複数のサブシ

ステムの機能が使用できなくなっている一方で、ユーザーが他のアクセス メカニズムのアプ

ライアンスにアクセスできる場合は、SA シリーズ アプライアンスはメジャー イベントをロ

グに記録します。

• Minor（重要度レベル 5 ～ 7） － SA シリーズ アプライアンスでエラーを検出し、そのエ

ラーがサブシステムの大きな障害にならない場合は、マイナー イベントがログに記録されま

す。通常、マイナー イベントは、個々の要求の失敗に相当します。

• Info（重要度レベル 1～4）－ SA シリーズ アプライアンスにより通知メッセージが表示さ

れる際、エンドユーザーが要求を行う際、または管理者が変更を行う際に、SA シリーズ ア

プライアンスはインフォメーション イベントをログに記録します。

カスタム フィルタ ログ ファイル

Central Manager パッケージでは、イベント ログ、ユーザー アクセス ログ、および管理者ア

クセス ログ ファイルに記録されるデータの、フィルタ処理とフォーマット作成が可能です。

ログ ファイルをフィルタ処理した場合、SA シリーズ アプライアンスは、フィルタ クエリに

指定されたメッセージのみを保存します。たとえば、特定の IP アドレスの範囲のエントリ、

あるいは特定の領域にサインインしたユーザーのエントリのみを記録するクエリを作成できま

す。クエリを作成するには、SA シリーズのカスタム式言語を使用します。

ログ ファイルをフォーマットした場合、SA シリーズ アプライアンスは、指定に基づいてログ

メッセージの「外観」だけを変更します。ログ フォーマットは、アプライアンスが保存する

データには変更を加えずに、アプライアンスでのデータの表示方法のみを変更します。SA シ

リーズ アプライアンスでは、標準、WELF、W3C ログ フォーマットを使用しますが、カスタム

フォーマットを作成することも可能です。カスタム フォーマットを作成するには、ログ フィー

ルドを使用します。

動的ログ フィルタ

セントラル マネジャー パッケージでは、管理者が現在表示されているログのデータ ログ可変

リンクをクリックするだけでログ ビューをすばやく変更することができます。たとえば、一時

的に特定の IP アドレスを基にしてユーザー アクセス ログを見たい場合、現在のログに存在

するその IP アドレスのいずれかをクリックして「クイック フィルタ」を作成します。する

と、SA シリーズ アプライアンスは、すぐにログを再表示し、該当する IP アドレスが含まれ

るすべてのエントリを表示します。さらに、追加されたデータ ログ可変リンクをクリックする

と、クイック フィルタが拡大表示され、ログの現在の表示を更新します。
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カスタム ログ フィルタと同様に、動的ログ フィルタは、ログの現在の表示のみを変更しま

す。SA シリーズ アプライアンスによって保存されたデータは変更されません。

クイック フィルタは、一時的なフィルタ エージェントとして機能しますが、SA シリーズ ア

プライアンスは、一時的なクエリ文字列を新しいカスタム フィルタとして保存するオプション

を提供します。

関連項目

ユーザー セッションの表示と削除

大部分の SA シリーズ アプライアンス サーバーの設定ページには、Users タブがあります。

このタブを使用して、アクティブな SA シリーズ ユーザー セッションを表示および削除する

ことができます。このタブが表示されない認証サーバーの種類は次のとおりです。

• 匿名サーバー － SA シリーズ アプライアンスは、匿名サーバーを通じてサインインするユー

ザーのユーザー名またはその他の資格証明書を収集しないため、匿名サーバーを通じてサイ

ンインするユーザーに関する個別のセッション データを表示できません。

• ローカル認証サーバー — SA シリーズ アプライアンスは、ローカル認証サーバーに Users

タブの代わりに、Local Users タブを表示します。このタブを使用して、ユーザー セッショ

ンの代わりにユーザー アカウントを追加および削除できます。

その他のすべての認証サーバーに対しては、以下の説明に従って、アクティブなユーザー セッ

ションの表示または削除ができます。

アクティブなユーザー セッションを表示または削除するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Auth. Servers を選択します。

2. Authentication/Authorization Servers リストから適切なリンクをクリックします。

3. Users タブを選択します。

4. 次のいずれかのタスクを実行します。

• 特定のユーザーを検索するには、Show users named フィールドにユーザー名を入力して、

Update をクリックします。

また、ワイルドカードとして「∗」を使用できます。「∗」は「0」を含む任意の文字数の

文字を表します。たとえば、jo という文字を含むユーザー名をすべて検索するには、Show

users named フィールドに ∗jo∗ と入力します。 検索では大文字と小文字が区別されま

す。アカウントのリスト全体を再び表示する場合は、「∗」文字を入力するか、フィール

ドに指定した文字を削除し、Update をクリックします。

• ページに表示するユーザーの数を制限するには、Show N users フィールドに数字を入力

し、Update をクリックします。

• 個々のユーザーの SA シリーズ セッションを終了するには、ユーザーの横にあるチェッ

クボックスをクリックし、Delete をクリックします。

Last Access Statistics 列の Users タブで、あらゆるユーザー アカウントに対して、いくつ

かのアクセス統計情報を見ることができます。これらのコラムは、管理者コンソールに表示さ
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れる Users タブのすべてに表示されます。統計には、ユーザーが前回正常にサインインした日

時と、ブラウザの種類とバージョンが含まれます。

関連項目

ログ モニタリング機能の設定

SA シリーズ アプライアンスのログ モニタリング機能により、イベント、ユーザー アクセス、

管理者アクセスを監視することができます。これらは、フィルタリングしたり、後ほど参照で

きるよう保存することが可能です。さらに、SA シリーズ アプライアンスでは、SNMP を使って

アクティビティを監視することができます。また、統計やホストチェッカー、キャッシュクリー

ナー、セキュアミーティング、WSAM、JSAM、ターミナルサービス、ネットワークコネクトなど

のアプリケーションのクライアントサイド ログを提供します。

イベント、ユーザー アクセス、管理者アクセス、およびセンサーのログを設定する

System > Log/Monitoring > Events ページ、User Access ページ、Admin Access ページを使

用して、ログ ファイルの保存、動的ログ クエリの作成、ログ ファイルに保存するイベントの

指定、カスタムのフィルタとフォーマットの作成を行います。

イベント ログ、ユーザー アクセス ログ、管理者アクセス ログは、3 つの別々のファイルで

す。基本的な設定手順は同じですが、1 つのファイルの設定を変更しても、他のファイルの設

定は変更されません。

ログ ファイルを保存、表示、またはクリアするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで System > Log/Monitoring を選択します。

2. Events、User Access、Admin Access、または Sensors を選択して、Log を選択します。

3. （セントラル マネジャーのみ）View by filter リストから、SA シリーズ アプライアンス

がデータのフィルタリングに使用するカスタム フィルタを選択します。

4. SA シリーズ アプライアンスが同時に表示するログ エントリの数を変更する場合は、Show

フィールドに数を入力して、Update をクリックします。

5. ログ ファイルを手動で保存するには、Save Log As をクリックし、目的のネットワーク

ディレクトリに移動して、ファイル名を入力し、Save をクリックします。

すべてのログ ファイル（Events Log、User Access Log、Admin Access Log、および Sensors

Log）を保存するには、Save All Logs をクリックします。SA シリーズ アプライアンスは、

それらのログ ファイルを 1 個の圧縮ファイルにまとめて保存します。Save All Logs ボタ

ンには、3 つのログ タブのいずれからもアクセスすることが可能です。

6. ローカル ログと log.old ファイルをクリアするには、Clear Log をクリックします。

ローカル ログの内容を消去しても、syslog サーバーによって記録されたイベントには影響

はありません。以降のイベントは、新しいローカル ログ ファイルに記録されます。

動的ログ クエリの作成、リセット、保存
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動的ログ フィルタ クエリを作成、リセット、保存するには、以下の操作を行います。

1. 管理者コンソールで System > Log/Monitoring を選択します。

2. Events、User Access、Admin Access、または Sensors タブを選択し、Log を選択します。

3. 現在表示されているログのデータ ログ可変リンクをクリックします。ログは、選択した変

数に関するデータ ログを速やかに引き出します。

4. 同様に変数の追加を続けます（オプション）。選択したデータ ログの可変リンクは、それ

ぞれ追加の変数を Edit Query テキスト フィールドに追加し、ログは、追加された変数で

更新されます。

5. Reset Query ボタンをクリックすると、Edit Query テキスト フィールドがクリアされ、

View by filter フィールドで指定したフィルタによる表示にログがリセットされます（オ

プション）。

6. Save Query ボタンをクリックして、動的ログ クエリをカスタム フィルタとして保存しま

す（オプション）。Filters タブには、ログから選択した変数を事前ロードした Query

フィールドが表示されます。次に、以下の手順に従います。

a. フィルタの名前を入力します。

b. Make default を選択して、新しいフィルタをデフォルト フィルタにします（オプショ

ン）。

c. フィルタの開始日、終了日を以下のように設定します。

• Start Date セクションで Earliest Date をクリックして、ログ ファイルに格納され

た最初の有効な日から、ログをすべて書き込みます。または手動で開始日を入力しま

す。

• End Date セクションで、Latest Date をクリックして、ログ ファイルに格納された

最後に利用できる日までのログをすべて書き込みます。または、手動で終了日を入力

します。

7. Export Format セクションでフォーマットを選択します。

8. Save ボタンをクリックして、新しいフィルタを保存します。

ログ ファイルに保存するイベントを指定する

Settings タブのオプションを使用して、SA シリーズ アプライアンスによってログ ファイル

に書き込まれるデータ、ログ ファイルを格納するのに使用する syslog サーバー、および最大

ファイル サイズを指定します。

Archiving ページで、FTP のアクセス可能な場所にログを自動的に保存することもできます。

イベント ログ設定を指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで System > Log/Monitoring を選択します。

2. Events、User Access、Admin Access、または Sensors タブを選択し、Settings を選択し

ます。

3. Maximum Log Size リストから、ローカル ログ ファイルの最大ファイル サイズを指定しま

す。（上限は 500 MB）システム ログには、指定した最大量のデータが表示されます。
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Maximum Log Size は、Standard 形式でフォーマットされたログのサイズと最も緊密に対応

した内部設定です。WELF などのより詳細なフォーマットを選択した場合は、ログ ファイル

がここで指定した制限を越える可能性があります。

4. Select Events to Log で、ローカル ログ ファイルに取り込むイベントの種類をチェック

ボックスで選択します。

System > Log/Monitoring > Statistics タブで Statistics チェックボックスを無効にし

ている場合、SA シリーズ アプライアンスは、ログ ファイルに統計情報を書き込みません

が、System > Log/Monitoring > Statistics タブには表示を続けます。

5. Syslog Servers で、ログ ファイルを格納する syslog サーバーの情報を入力します（オプ

ション）。

a. syslog サーバーの名前または IP アドレスを入力します。

b. サーバーのファシリティを入力します。SA シリーズ アプライアンス には、8 つのファ

シリティ（LOCAL0 ～ LOCAL7）が用意されています。これらのファシリティは、syslog

サーバー上のファシリティにマッピングできます。

c. （セントラル マネジャーのみ）ログ ファイルに適用するフィルタを選択します。

d. Add をクリックします。

e. 必要に応じて、他のサーバーについて、それぞれ異なるフォーマットやフィルタを使用

して上記の操作を繰り返します。

syslog サーバーが、facility = LOG_USER および level = LOG_INFO の設定で、メッ

セージを受け入れるようになっていることを確認してください。

6. Save Changes をクリックします。

ログ フィルタの作成、編集、削除

Filters タブのコントロールを使用して、カスタム ログ フィルタを作成したり、事前定義さ

れた以下のログ フィルタを編集または削除します。

• Standard（デフォルト）－ このログ フィルタ フォーマットは、日付、時刻、ノード、ソー

ス IP アドレス、ユーザー、領域、および SA シリーズ アプライアンスのイベント ID と

メッセージを記録します。

• WELF － カスタマイズされたこの WebTrends Enhanced Log Format（WELF）フィルタは、標

準の WELF フォーマットを SA シリーズ アプライアンスの領域、ロール、およびメッセージ

の情報と結合します。

• WELF SRC 2.0 Access Report － このフィルタは、カスタマイズした WELF フィルタにア

クセス クエリを追加します。このフィルタを NetIQ の SRC と使用して、ユーザーのアクセ

ス方法についてのレポートを簡単に生成できます。

• W3C － ワールドワイド ウェブ コンソーシアムの拡張ログ ファイル フォーマットは、さま

ざまなフィールドを持つ、カスタマイズ可能な ASCII フォーマットです。このフォーマット

の詳細については、http://www.w3.org を参照してください。ユーザー アクセス ログだけ

が、このフィルタをオプションで提供しています。

ログ ファイルにカスタム フィルタとフォーマットを作成する
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Filters タブのオプションを使用して、ログ ファイルに書き込むデータとフォーマットを指定

します。このオプションは、Central Manager パッケージでのみ利用できます。

1. 管理者コンソールで System > Log/Monitoring を選択します。

2. Events、User Access、Admin Access、または Sensors タブを選択し、Filters を選択しま

す。

3. 次のいずれかの操作を行います。

• 既存のフィルタの名前をクリックして、修正します。

• New Filter をクリックして、新しいフィルタを作成します。

4. フィルタの名前を入力します。

フォーマットを選択してから Filter Name フィールドでフォーマットの新しい名前を作成

した場合、既存のフォーマットに基づく新しいカスタム フィルタ フォーマットは作成され

ません。既存のフォーマットが、変更した内容で上書きされてしまいます。

5. Make Default をクリックして、選択したフィルタをログ ファイル タイプのデフォルトと

して定義します。イベント、ユーザー アクセス、管理者アクセス ログ用に、それぞれ異な

るフィルタを設定することもできます。

6. Query セクションのオプションを使用して、SA シリーズ アプライアンスがログに書き込む

データのサブセットを管理します。

a. Start Date セクションで Earliest Date をクリックして、ログ ファイルに格納された

最初の有効な日から、ログをすべて書き込みます。または手動で開始日を入力します。

b. End Date セクションで、Latest Date をクリックして、ログ ファイルに格納された最

後に利用できる日までのログをすべて書き込みます。または、手動で終了日を入力しま

す。

c. Query セクションで、SA シリーズ カスタム式言語を使用して、SA シリーズ アプライ

アンスがログに書き込むデータのサブセットを管理します。

クエリに手動で入力する文字列（ワイルドカード文字 ∗ を含む）は、二重引用符で囲む

必要があります。たとえば、クエリ protocol="UDP" AND sourceip=172.27.0.0/16 AND

port=∗ は protocol="UDP" AND sourceip=172.27.0.0/16 AND port=”∗” とする必要が

あります。そうしないと、ログ作成コンポーネントがエラーを返します。

7. Export Format セクションでいずれかのオプションを使用して、ログ内のデータのフォー

マットを管理します。

• 標準的なフォーマットでログ エントリをフォーマットするには、Standard、WELF、また

は W3C オプションを選択します。

• Custom オプションを選択して、使用するフォーマットを Format フィールドに入力しま

す。フォーマットを入力するときに、変数を % 記号で囲んでください（たとえ

ば、%user%）。フィールドのその他の文字は、リテラルとして扱われます。

8. Save Changes をクリックします。

関連項目
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SNMP エージェントとして IC シリーズ デバイスを監視する

HP OpenView などのネットワーク管理ツールを使用して、SNMP エージェントとして SA シリー

ズ アプライアンスを監視することができます。SA シリーズ アプライアンスは、SNMP (Simple

Network Management Protocol) v2 をサポートし、プライベート MIB（管理情報ベース）を実

装して、独自のトラップを定義します。ネットワーク管理ステーションでこれらのトラップを

処理できるようにするには、Juniper Networks MIB ファイルをダウンロードし、トラップを受

信するための適切な情報を指定する必要があります。

CPU の使用状況など、重要なシステム統計情報を監視するには、UC Davis MIB ファイルを

SNMP 管理アプリケーションにロードします。MIB ファイルは、

http://net snmp.sourceforge.net/docs/mibs/UCDSNMP MIB.txt からダウンロードできま

す。

SA シリーズ アプライアンスは、システム アップタイム（sysUpTime）オブジェクトを含む、

標準 MIB オブジェクトをサポートします。

システム アップタイム（sysUpTime）オブジェクトは、SNMP エージェントが起動してから経過

した時間（100 分の 1 秒単位）を返します。

SNMP 設定を指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで System > Log/Monitoring > SNMP を選択します。

2. Juniper Networks MIB file リンクをクリックして MIB ファイルにアクセスし、ブラウザ

からネットワークにファイルを保存します。MIB ファイルの Get オブジェクトと Trap オ

ブジェクトについての説明は、。

3. Agent Properties で以下のフィールドに情報を入力して、Save Changes をクリックしま

す。

• System Name、System Location、および System Contact の各フィールドに、SA シリー

ズ エージェントに関する情報を入力します（オプション）。

• Community フィールドに文字列を入力します（必須）。

• SA シリーズ アプライアンスを照会するには、ネットワーク管理ステーションが、

Community 文字列を SA シリーズ アプライアンスに送信する必要があります。

• SNMP システムを停止するには、Community フィールドをクリアします。

4. Trap Thresholds で、次のトラップに値を設定します（オプション）。

• Check Frequency

• Log Capacity

• Users

• Memory

• Swap Memory

• Disk
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• Meeting Users

• CPU

5. Optional traps で、以下のオプションの一方あるいは両方を選択します。

• Critical Log Events

• Major Log Events

6. SNMP Servers で、SA シリーズ アプライアンスによって生成されるトラップの送信先とな

るサーバーを指定します。以下のフィールドに情報を入力し、Add をクリックします。

• サーバーのホスト名または IP アドレス

• サーバーがリッスンするポート（通常はポート 162）

• ネットワーク管理ステーションで必要なコミュニティ文字列（該当する場合）

7. Save Changes をクリックします。

8. ネットワーク管理ステーションで、次の操作を行います。

a. Juniper Networks MIB ファイルをダウンロードします。

b. SA シリーズ アプライアンスの照会時に必要なコミュニティ文字列を指定します（手順

3 を参照）。

c. SA シリーズ アプライアンスのトラップを受信するようにネットワーク管理ソフトウェ

アを設定します。

表35: 構成オブジェクト

説明オブジェクト

利用可能なファイル サイズのうち現在のログが使用している割合を

logNearlyFull トラップのパラメータとして返します。

logFullPercent

Web ブラウザで SA シリーズ アプライアンスにサインインしているユーザー

数を返します。

signedInWebUsers

E メール クライアントにサインインしているユーザー数を返します。signedInMailUsers

ログインに連続失敗したためにブロックされ、iveToomanyFailedLoginAttempts

トラップによって送信された IP アドレスを返します。システムは、ブロッ

クされた IP アドレスを blockedIPList テーブルに追加します。

blockedIP

externalAuthServerUnreachable トラップによって送信された外部認証サー

バーの名前を返します。

authServerName

ライセンス登録している SA シリーズ アプライアンス製品の名前を返しま

す。

productName

SA シリーズ アプライアンス システムのソフトウェアのバージョンを返しま

す。

productVersion
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表35: 構成オブジェクト （続き）

説明オブジェクト

archiveFileTransferFailed トラップによって送信されたファイル名を返し

ます。

fileName

meetingUserLimit トラップによって送信された同時ミーティング ユーザー

の数を返します。

meetingUserCount

2 つの SNMP ポール間に発生した CPU 使用率を返します。この値は、CPU の

使用量を現在と前回の SNMP ポールで利用可能な CPU 容量で割った値です。

前回のポールがない場合、現在のポールとシステム ブートの間隔に基づいて

計算されます。

iveCpuUtil

SNMP ポール時の SA シリーズ アプライアンスによって使用されたメモリの

使用率を返します。この値は、使用されたメモリ ページ数を使用可能なメモ

リ ページ数で割って求められます。

iveMemoryUtil

SA シリーズ アプライアンス ノードにログインしたユーザーの合計数を返し

ます。

iveConcurrentUsers

クラスタにログインしたユーザーの合計数を返します。clusterConcurrentUsers

前回の再起動以降の SA シリーズ アプライアンスへのヒット合計数を返しま

す。iveFileHits、iveAppletHits、meetingHits、および iveWebHits からの

合計値を含みます。

iveTotalHits

前回の再起動からの SA シリーズ アプライアンスへのファイル ヒットの合

計数を返します。ファイル ブラウザ要求に対応する各 GET/POST について

Web ブラウザにより増分されます。

iveFileHits

前回の再起動以降の Web インターフェースを経由したヒット合計数を返しま

す。SA シリーズ アプライアンスによって受信された各 http 要求について

Web サーバーにより増分されます。ファイル ヒット数、アプレット ヒット

数、およびミーティング ヒット数を除きます。

iveWebHits

前回の再起動からの SA シリーズ アプライアンスへのアプレット ヒットの

合計数を返します。Java アプレットに対する各 GET 要求に対して Web ブラ

ウザにより増分されます。

iveAppletHits

前回の再起動以降の SA シリーズ アプライアンスへのターミナル ヒット合

計数を返します。

ivetermHits

logNearlyFull トラップおよび iveLogFull トラップのログ

（admin/user/event）の名前を返します。

logName

SNMP ポール時に SA シリーズ アプライアンスによって使用されたスワップ

メモリ ページの使用率を返します。この値は、使用されたスワップ メモリ

ページの数を使用可能なスワップ メモリ ページの数で割って求められます。

iveSwapUtil

iveDiskNearlyFull トラップに対し SA シリーズ アプライアンスで使用され

たディスク容量の使用率を返します。この値は、使用されたディスク容量ブ

ロック数を、ディスク容量ブロックの合計数で割って求められます。

diskFullPercent
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表35: 構成オブジェクト （続き）

説明オブジェクト

最近ブロックされた IP アドレス 10 個のテーブルを返します。blockedIP

MIB は、ブロックされた IP アドレスをこのテーブルに追加します。

blockedIPList

ブロックされた IP アドレスとそのインデックスを含む blockedListIP テー

ブルのエントリ（IPEntry を参照）。

ipEntry

blockedIPList テーブルのエントリのインデックス（ipIndex）と IP アドレ

ス（ipValue）。

IPEntry

blockedIPList テーブルのインデックスを返します。ipIndex

blockedIPList テーブルのブロックされた IP アドレスのエントリ。ipValue

logMessageTrap トラップによって送信されたログ メッセージの固有 ID を

返します。

logID

logMessageTrap トラップによって送信された文字列にログ メッセージがメ

ジャーなものかクリティカルなものかを記述して返します。

logType

logMessageTrap トラップによって送信された文字列にログ メッセージがメ

ジャーなものかクリティカルなものかを記述して返します。

logDescription

仮想システムの名前を返します。ivsName

OCSP システムのレスポンダ名を返します。ocspResponderURL

SA シリーズ アプライアンスのファンの状態を返します。fanDescription

SA シリーズ アプライアンスの電源の状態を返します。psDescription

SA シリーズ アプライアンスの RAID デバイスの状態を返します。raidDescription

logName パラメータによって指定されたログ ファイル（システム、ユーザー

アクセス、または管理者アクセス）は、ほぼ 100% 使用されています。この

トラップが送信されると、logFullPercent（ログ ファイルの使用率 %）パラ

メータも送信されます。任意のパーセントでこのトラップが送信されるよう、

設定できます。トラップを無効にするには、iveLogNearlyFull を 0% に設定

します。トラップのデフォルト値は 90% です。

iveLogNearlyFull

logName パラメータによって指定されたログ ファイル（システム、ユーザー

アクセス、または管理者アクセス）が満杯です。

iveLogFull

最大数のユーザーまたは許可された同時ユーザーが現在サインインしていま

す。任意のパーセントでこのトラップが送信されるように設定できます。ト

ラップを無効にするには、iveMaxConcurrentUsersSignedIn を 0% に設定し

ます。トラップのデフォルト値は 100% です。

iveMaxConcurrentUsersSignedIn
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表35: 構成オブジェクト （続き）

説明オブジェクト

特定の IP アドレスを持つユーザーが何度もサインインに失敗しています。

ユーザーが認証に失敗すると、Security Options タブの Lockout options

の設定に従って、トリガされます。

システムがこのトラップをトリガする場合、（ログインを試行している送信

元の IP）blockedIP パラメータもトリガします。

iveTooManyFailedLoginAttempts

外部サーバーが認証要求に応答していません。

システムがこのトラップを送信する場合、authServerName（ログ ファイルの

使用率 %）（アクセス不能なサーバーの名前）パラメータも送信します。

externalAuthServerUnreachable

SA シリーズ アプライアンスが起動されました。iveStart

SA シリーズ アプライアンスがシャットダウンされました。iveShutdown

SA シリーズ アプライアンスが再起動されました。iveReboot

SA シリーズ アプライアンスが、設定された FTP あるいは SCP アーカイブ

サーバーにアクセスできません。

archiveServerUnreachable

SA シリーズ アプライアンスが、設定された FTP あるいは SCP アーカイブ

サーバーにログインできません。

archiveServerLoginFailed

SA シリーズ アプライアンスが、設定された FTP あるいは SCP アーカイブ

サーバーにアーカイブ ファイルを正常に転送できません。システムがこのト

ラップを送信するときは、fileName パラメータも送信します。

archiveFileTransferFailed

SA シリーズ アプライアンスが管理者の指示に従って再起動したという通知

を送ります。

iveRestart

SA シリーズ アプライアンスのディスク ドライブ容量のほとんどが使用され

ている旨の通知を送ります。システムがこのトラップを送信するときは、

diskFullPercent パラメータも送信します。任意のパーセントでこのトラッ

プが送信されるよう、設定できます。トラップを無効にするには、

iveDiskNearlyFull を 0% に設定します。トラップのデフォルト値は 80% で

す。

iveDiskNearlyFull

SA シリーズ アプライアンスのディスク ドライブ容量がすべて使用されてい

る旨の通知を送ります。

iveDiskFull

ログ メッセージから生成したトラップ。システムがこのトラップを送信する

ときは、logID、logType、および logDescription パラメータも送信します。

logMessageTrap

システムが設定されたメモリ使用率のしきい値に達した旨の通知を送ります。

トラップを無効にするには、memUtilNotify を 0 に設定します。デフォルト

のしきい値は 0% です。

memUtilNotify

システムが設定された CPU 使用率のしきい値に達したという通知を送りま

す。トラップを無効にするには、cpuUtilNotify を 0 に設定します。デフォ

ルトのしきい値は 0% です。

cpuUtilNotify
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表35: 構成オブジェクト （続き）

説明オブジェクト

システムが設定されたスワップ ファイル メモリ使用率のしきい値に達した

という通知を送ります。トラップを無効にするには、swapUtilNotify を 0

に設定します。デフォルトのしきい値は 0% です。

swapUtilNotify

OCSP レスポンダが応答していない旨の通知を送ります。ocspResponderUnreachable

ファンの状態が変更した旨の通知が送信されました。iveFanNotify

電源の状態が変化した旨の通知を送ります。ivePowerSupplyNotify

RAID デバイスの状態が変化した旨の通知を送ります。iveRaidNotify

外部インターフェースを停止させたイベントの種類を提供します。nicEvent

パラメータは、外部イベントに対して「external」、管理アクションに対し

て「admin」の値を含むことができます。

iveNetExternalInterfaceDownTrap (nicEvent)

内部インターフェースを停止させたイベントの種類を提供します。nicEvent

パラメータは、外部イベントに対して「external」、管理アクションに対し

て「admin」の値を含むことができます。

iveNetInternalInterfaceDownTrap (nicEvent)

無効にされているノードを含むクラスタの名前と、無効にされているノード

すべてを含んだ文字列を提供します。ノードの名前は、文字列内で空白で区

切られています。

iveClusterDisableNodeTrap (clusterName,nodeList)

クラスタの仮想 IP の状態を提供します。vipType は、変更された VIP が外

部であるか内部であるかを示します。currentVIP は変更前の VIP を含み、

newVIP は変更後の VIP を含みます。

iveClusterChangedVIPTrap(vipType, currentVIP,

newVIP)

管理ポートを停止させたイベントの種類を提供します。nicEvent パラメータ

は、外部イベントに対して「external」、管理アクションに対して「admin」

の値を含むことができます。

iveNetManagementInterfaceDownTrap (nicEvent)

クライアントの削除イベントが開始されたノードの名前を提供します。iveClusterDelete(nodeName)

重要かつ大きなイベントについて SNMP トラップを送信するオプションは、セキュリティ上の

目的のためにデフォルトではオフに設定されています。

関連項目

システム統計情報を表示する

SA シリーズ アプライアンスは、1 時間ごとに次のようなデータをログに記録します。

• Web ユーザーのピーク時負荷

• メール ユーザーのピーク時負荷

• URL のアクセス回数

• ファイルのアクセス回数
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Statistics ページには、過去 7 日分の情報が表示されます。SA シリーズ アプライアンスは、

週に 1 度この情報をシステム ログに書き込みます。SA シリーズ アプライアンスをアップグ

レードすると、すべての統計情報がクリアされます。ただし、1 時間ごとに統計情報を記録す

るようにシステムを設定した場合には、アップグレード後も以前の統計情報をログ ファイルか

ら呼び出すことができます。

システム統計を表示するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Log/Monitoring > Statistics を選択します。

2. ページをスクロールすると、4 つのカテゴリのデータすべてを表示できます。

関連項目

クライアントサイド ログについて

SA シリーズ アプライアンスには、クライアントサイド ログを有効にして表示するための以下

のオプションがあります。

• 個々の機能についてアクティビティのログ記録を作成する － 管理者コンソールの System >

Log/Monitoring > Client Logs > Settings ページにあるオプションを使用して、ホスト

チェッカーやネットワークコネクトなどの個々の SA シリーズ クライアント アプリケーショ

ンについてクライアントサイドでのログ記録を作成し、ログのサイズの制限を設定し、ログ

警告を有効にすることができます。クライアントサイド オプションを使用するには、クライ

アントサイド ログをこのページで有効にする必要があります。

• ログファイルを SA シリーズ アプライアンスにアップロード － 管理者コンソールの Users

> User Roles > Select Role > General > Session Options ページにあるオプションを使用

して、エンドユーザーが SA シリーズ アプライアンスを開始したときに、SA シリーズ アプ

ライアンスがログ ファイルを管理者コンソールにアップロードさせることができます。

• アップロードされたログを表示 － 管理者コンソールの System > Log/Monitoring > Client

Logs > Uploaded Logs ページにあるオプションを使用して、エンドユーザーが SA シリーズ

アプライアンスに転送したログを表示することができます。

クライアントサイド ログ作成およびグローバル オプションを有効にする

クライアントサイド ログ作成は、Juniper Networks Support チームとともに SA シリーズ ア

プライアンスのクライアントサイド機能についての問題をデバッグするときに便利な機能です。

ある機能に対してログ作成を有効にすると、SA シリーズ アプライアンスはその機能を使用す

るクライアント コンピュータにログを作成します。（これらの設定はグローバルで、SA シリー

ズ アプライアンスは有効化されている機能を使用するすべてのクライアントに対してログを書

き込みます。）SA シリーズ アプライアンスは、その後のユーザー セッションで、その機能が

呼び出されるたびにログ ファイルに記述します。SA シリーズ アプライアンスがログ ファイ

ルをユーザーのコンピュータに書き込むと、そのファイルは削除されません。ユーザーがログ

ファイルを削除するには、コンピュータから手動で削除する必要があります。

ホストチェッカー、キャッシュクリーナー、セキュアミーティング、WSAM、JSAM および Java

アプレット リライタ、ネットワークコネクト、ターミナルサービス機能に対してクライアント

サイド ログ作成を有効にすることができます。これらの各機能について SA シリーズ アプラ

イアンスがログ ファイルをインストールする場所については、Juniper Networks Customer

Support Center の Client Side Changes Guide を参照してください。
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注: 管理者コンソールから手順にしたがってログ作成を有効にし、エンドユーザー

がエンドユーザーのネットワークコネクト ステータス ウィンドウからログ作成を

有効にした場合にのみ、SA シリーズ アプライアンスはネットワークコネクト機能

の情報のログ作成のみを行います。

SA シリーズ アプライアンスを Instant Virtual System（IVS）アプライアンスとして使用す

る際、以下のガイドラインに留意してください。

• 1 つあるいは複数の IVS システムを使用する SA シリーズ アプライアンスの System >

Log/Monitoring > Client Logs ページのタブにあるオプションは、ルート管理者のみが設定

することができます。この権限では、 上のディスク容量の割り当てや警告の設定を行うこと

ができ、これらの設定は SA シリーズ アプライアンス上のすべての IVS で共有されます。

• 各 IVS 管理者は、IVS システムのユーザー ロールに関連付けられたロールに対して、クラ

イアントサイドのログ作成を有効にできます。

• IVS 管理者は、それぞれの IVS システム内でのみ、ログ ファイルの操作（保存、削除）を

行うことができます。

• ルート管理者は、すべての IVS システムのログ ファイルの保存と削除を行うことができま

す。

• IVS 管理者は、IVS ログのアップロードの際、ユーザー アクセス イベントを受信するよう、

システムを設定することができます。

クライアントサイド ログのアップロードを有効にする

SA シリーズの機能についてクライアントサイド ロギングを有効にすると、これらのログをロー

ル レベルで自動的にアップロードすることもできるようになります。これを行うと、有効にさ

れたロールのメンバーである SA シリーズのエンドユーザーとセキュアミーティングの参加者

が、ログ ファイルを自由に SA シリーズ アプライアンスに転送することができます。この後、

管理者コンソールの System > Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs ページから、

アップロードされたファイルを見ることができます

クラスタのノードである SA シリーズ アプライアンスにログ ファイルをアップロードすると

きには、以下のガイドラインについて留意してください。

• System > Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs タブの Log Node コラムを使用

して、クラスタでノードによって収集された既存のログ ファイルの場所を表示できます。こ

れはクラスタ セットアップ特有のもので、SA シリーズ アプライアンスの単一の展開には適

用されません。

• ユーザーは、接続しているクラスタ ノードにログをアップロードします。

• クラスタ内のすべてのノードでログ アップロード エントリを見ることができます。アップ

ロードしたログ ファイルは、ログをアップロードしたクラスタ内のそれぞれのノードから、

保存したり解凍することができます。
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• クラスタ内のすべてのノードでログ アップロード エントリを見ることができます。アップ

ロードしたログ ファイルは、ログをアップロードしたクラスタ内のそれぞれのノードから、

保存したり解凍することができます。

• クラスタからノードが削除されると、SA シリーズ アプライアンスは、クラスタ内の Uploaded

Log List とノードから、そのノードのログを削除します。

エンドユーザーがログを SA シリーズ アプライアンスにアップロードできるようにするには、

次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > User Roles > ロールを選択 > General > Session Options

を選択します。

2. Upload logs セクションで、Enable Upload Logs チェックボックスを選択します。

3. Save Changes をクリックします。

アップロードされたクライアントサイド ログを表示する

エンドユーザーが SA シリーズ アプライアンスにログを転送できるようにすると、アップロー

ドされたログを管理者コンソールの System > Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs

ページで表示することができます。このページには、クライアントからアップロードされたロ

グ ファイルのリストが表示されます。これらには、ファイル名、日付、関連するユーザーや領

域、クライアント アクセス コンポーネントの種類、ログ ノードなどの情報が含まれていま

す。

注: SA シリーズ アプライアンスは、アップグレードされると、アップロードされ

たログ ファイルを保持しません。ログを保存するには、管理者コンソールの

Maintenance > Archiving > Archiving Servers ページのオプションを使用してアー

カイブします。管理者コンソールの System > Log/Monitoring > SNMP ページのオ

プションを使用して、ログ関連の SNMP トラップにログのアップロード中のログ イ

ベントをキャプチャさせることもできます。

クライアント ログのアップロードの詳細を表示するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs を選択し

ます。

2. （オプション）Refresh Logs ボタンをクリックして、アップロードされたクライアント ロ

グの詳細を更新します。

3. （オプション）対応するリンクをクリックして、アップロードされたログを表示または保存

します。

4. （オプション）ログのコラムの右側にあるごみ箱をクリックして、アップロードされたログ

を削除します。ログをノードから削除すると、完全に失われてしまいますので注意してくだ

さい。
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一般的なステータスを表示する

管理者コンソールにサインインすると、SA シリーズ アプライアンスは System > Status ペー

ジで Overview タブが開いた状態を表示します。このタブには、SA シリーズ アプライアンス

サーバーやシステム ユーザーに関する詳細情報が表示されます。他の管理者コンソールのペー

ジで変更を行うと、SA シリーズ アプライアンスは Overview タブ内の関連する情報を更新し

ます。

System > Status タブへの読み取りや書き込みアクセスが許可されていない委任管理者を含め

る、すべての管理者にとって、このタブはホーム ページとなります。

システム容量の使用状況を表示する

Secure Access アプライアンスの Central Manager ダッシュボードには、システム容量の使用

状況がグラフ表示されます。このグラフを見ることによって、定期的に、どれだけのシステム

容量を使用しているかを一目で把握することができます。

この情報を別の場所でレポート データとして使用するには、Maintenance > Import/Export >

Configuration ページのオプションを使用して、XML ファイルとしてエクスポートします。

管理者コンソールを開くと、System > Status > Overview タブにグラフが表示され、以下の情

報を簡単に見ることができます。

• Concurrent Users － このグラフは、現在進行中のミーティングの数を示します。クラスタ

環境では、2 本の線を使用してグラフを表示します。１ 本目の線は、ドロップダウン リス

トから選択したノードで進行中のミ－ティングの数を示します。 2 本の線は、クラスタ全体

で進行中のミ－ティングの数を示します。

注: SA シリーズ アプライアンスは、現在進行中のミーティングのグラフで、表

示する数値を平均します。そのため、分数が表示される場合があります。また、

SA シリーズ アプライアンスでは、数値を 1,000 分の 1（ミリを「m」）で表示

する場合があります。たとえば、ある期間に平均 0.5 のミ－ティング数が同時に

開催されたことを示すのに、SA シリーズ アプライアンスは、ミーティングに

「500 m」と表示します。

• Hits Per Second － このグラフは、SA シリーズ アプライアンスが現在処理中のヒット数を

示します。クラスタ環境では、ドロップダウン リストから SA シリーズ アプライアンスを

選択して、グラフに表示するノードのデータを指定することができます。グラフには、4 本

の線 （ヒット数、Web ヒット数、ファイル ヒット数、クライアント/サーバー ヒット数）

が表示されます。

• CPU and Virtual (Swap) Memory Utilization － このグラフは、CPU と利用可能なメモリの

現在の使用率を示します。クラスタ環境では、ドロップダウン リストから SA シリーズ ア

プライアンスを選択して、グラフに表示するノードのデータを指定することができます。

• Throughput － このグラフは、現在処理中のデータの量を KB 単位で示します。クラスタ環

境では、ドロップダウン リストから SA シリーズ アプライアンス コントローラを選択し

て、グラフに表示するノードのデータを指定することができます。グラフには、4 本の線（外

部入力、外部出力、内部入力、内部出力）が表示されます。
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また、Page Settings ウィンドウを使用して、SA シリーズ アプライアンスがダッシュボード

に表示するグラフを設定したり、SA シリーズ アプライアンスが追跡する期間を指定できます。

グラフ データを XML ファイルにダウンロードするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. ダウンロードするグラフに対応する Download リンクをクリックします。

3. Save をクリックし、XML ファイルを保存するディレクトリを指定し、Save をクリックしま

す。

グラフに表示する時間範囲とデータを指定する

グラフに表示する時間範囲と他のデータを指定することができます。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. Page Settings をクリックします。

3. 表示する使用状況グラフを選択します。

4. グラフに表示する時間範囲を選択します。時間範囲を 1 時間 ～ 1 年の範囲で指定できま

す。

5. グラフを更新する頻度を指定します。

6. Save Changes をクリックします。

グラフの外観を設定する

Status ページで色や線の太さを指定することによって、グラフの外観を変更することができま

す。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. 変更するグラフに対応する Edit リンクをクリックします。

3. Graph Settings ダイアログ ボックスの設定を使用して、グラフに表示する背景色、線の

色、文字色、線の色、線の幅を選択します。

4. Save Changes をクリックします。

SA シリーズ アプライアンスのダッシュボードでは、最近起こった重要なシステム イベント

10 個について、簡単に見ることができます。Event Monitor ウィンドウを使用すると、重要な

システムの問題にアクセスし、解決を試みることができます。管理者コンソールを使用して標

準的な保守や設定タスクを実行しているときでも、Event Monitor ウィンドウを開くことによ

り、引き続きシステム イベントを監視できます。

重要なシステム イベントを確認するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. Critical Events をクリックします。Event Monitor ウィンドウに、システムのログ ファ

イルに記録された重要なイベントについての重要度やメッセージが表示されます。
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3. 最新のイベントを表示するには、Refresh をクリックします（オプション）。

4. See All をクリックし、System > Log/Monitoring > Events > Log タブを表示します。こ

のタブには、情報イベントから重要イベントまで、すべてのイベントが表示されます（オプ

ション）。

重要なシステム イベントを表示する

Central Manager のダッシュボードでは、最近起こった重要なシステム イベント 10 個につい

て、簡単に見ることができます。Event Monitor ウィンドウを使用すると、重要なシステム問

題にアクセスし、解決を試みることができます。管理者コンソールを使用して標準的な保守や

設定タスクを実行しているときでも、Event Monitor ウィンドウを開くことにより、引き続き

システム イベントを監視できます。

重要なシステム イベントを確認するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. Critical Events をクリックします。Event Monitor ウィンドウに、システムのログ ファ

イルに記録された重要なイベントについての重要度やメッセージが表示されます。

3. 最新のイベントを表示するには、Refresh をクリックします（オプション）。

4. See All をクリックし、System > Log/Monitoring > Events > Log タブを表示します。こ

のタブには、情報イベントから重要イベントまで、すべてのイベントが表示されます（オプ

ション）。

現在のサービス パッケージをダウンロードする

現在 SA シリーズ アプライアンスにインストールされているサービス パッケージをダウンロー

ドして、バックアップに使用したり、別の SA シリーズ アプライアンスにインストールするこ

とができます。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. Download Package（セントラル マネージャ バージョン）をクリック、または System

Software Pkg Version の横にあるリンクをクリックします。

3. Save をクリックします。

4. サービス パッケージの名前と場所を指定します。

5. Save をクリックします。

システムの日付と時刻を変更する

システム イベントやユーザー ファイルの転送を正確に記録するために、サーバーの時刻を設

定する必要があります。Network Time Protocol（NTP）サーバーを使用し、SA シリーズ アプ

ライアンスを一連のコンピュータと同期することができます。 また、SA シリーズ アプライア

ンスの時刻を手動で設定することも可能です。

システムの日付と時刻を変更するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Overview を選択します。

2. System Date & Time セクションで、Edit をクリックします。
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3. Time Zone メニューからタイム ゾーンを選択します。サマータイムが該当する場合、時刻

は自動的に調整されます。

4. 次のいずれかの方法でシステム時刻を設定します。

• Use NTP server ー Use NTP server オプションを選択し、サーバーの IP アドレス、名

前を入力し、更新間隔を指定します。

• Set Time Manually—Set Time Manually オプションを選択し、日付と時刻の値を入力しま

す。または、Get from Browser をクリックし、Date フィールドと Time フィールドに自

動的に値を入力することもできます。

5. Save Changes をクリックします。

関連項目

アクティブなユーザーを監視する

SA シリーズ アプライアンスにサインインしたユーザーを監視することができます。各ユーザー

の名前、認証領域、ロール、サインイン時間が、Active Users ページに一覧表示されます。

注: セキュアミーティングにサインインしている非 SA シリーズ ユーザーは、

「Secure Meeting User Role」ロールのメンバーとして表示されます。SA シリーズ

アプライアンスは、セキュアミーティングに出席するためにサインインしている非

SA シリーズ ユーザーに対し、Realm 列と Role 列に「N/A」を表示します。

SA シリーズ アプライアンスにサインインしたユーザーを監視するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Active Users を選択します。

2. 次のタスクを実行します（オプション）。

• ユーザーを SA シリーズ アプライアンス セッションからサインアウトさせます。

• 1 人あるいは複数のエンドユーザーまたは管理者を強制的にサインアウトさせるには、

該当する名前の横のチェックボックスを選択して、Delete Session をクリックします。

• 現在サインインしているすべてのエンド ユーザーを強制的にサインアウトさせるには、

Delete All Sessions をクリックします。

• サインインした全ユーザーの動的ポリシ評価を実施するには、次の操作を行います。

• 現在サインインしているすべてのユーザーに対する認証ポリシ、ロール マッピング規

則、ロール制限、ユーザー ロール、リソース ポリシをすべて手動で評価するには、

Refresh Roles をクリックします。認証ポリシ、ロール マッピング規則、ロール制限、

またはリソース ポリシを変更し、すべてのユーザーのロールをすぐに更新したい場合

には、このボタンを使用します。

• 表示するデータと順序の設定は、以下を行います。
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• 特定のユーザーを表示するには、Show Users Named フィールドにユーザー名を入力し、

Update をクリックします。正確なユーザー名が分からない場合は、ワイルドカード文

字「∗」を使用しますたとえば、「Joseph Jones」という名前のユーザーがいて、その

ユーザー名が「Joe」または「Joseph」のどちらであったか思い出せない場合、Show

Users Named フィールドに「Jo∗ 」 と入力します。これで、SA シリーズ アプライア

ンスはユーザー名が「jo」で始まるすべてのユーザーを表示します。

• Active Users ページに表示するユーザーと管理者の数を設定するには、Show N users

フィールドに人数を入力し、Update をクリックします。

• 現在サインインしているユーザーおよび管理者の表を並び替えるには、列のヘッダーを

クリックします。

• ページの内容を更新するには、Update をクリックします。

• 関連タブのリンク

• ユーザーの認証領域を編集するには、名前の横にある Realm リンクをクリックします。

• ユーザー ロールを編集するには、名前の横にある Role リンクをクリックします。

関連項目

スケジュールされたミーティングの表示と取り消し

現在 SA シリーズ アプライアンスにスケジュールされている、すべてのミーティングを表示ま

たはキャンセルできます。

スケジュールされたミーティングを表示または取り消すには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Status > Meeting Schedule を選択します。SA シリーズ

アプライアンスは、現在開催されているか、またはスケジュールされているすべてのミー

ティングに関する情報を、リアルタイムで表示します。表示する情報には以下が含まれま

す。

• Time and Status － スケジュールされているミーティングの開始時間と長さに加え、ミー

ティングの現在の状態も表示します。

• Meeting Details － ミーティング名、ID、およびパスワード要件を表示します。このコ

ラムの Details リンクは、ミーティングに関する情報を表示したり、ミーティングに参

加するときに使用します。

• Meeting Role － ミーティング作成者のロールを表示します。作成者が、ミーティングを

作成したときに、複数のロールにサインインしていた場合（つまり、作成者が複数のロー

ルのメンバーであり、アプライアンスがパーミッシブ マージに設定されている場合)

• Attendee Roles － ミーティングにサインインしている参加者のロール、各ロールにサイ

ンインしている参加者の数、および各ロールのミーティング参加者の制限が表示されま

す。SA シリーズ ユーザーではない参加者は、ミーティング作成者のユーザー ロールの

下に表示されます。

2. ミーティング画面を変更するには、以下のいずれかの方法を使用します（オプション）。
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• ドロップダウン リストから、期間（Daily、Weekly、In Progress、Scheduled）を選択し

て、表示するミーティングを制御します。

• 下線が表示された列のヘッダーをクリックすると、現在表示されているミーティングを並

び替えることができます。

3. ミーティングの情報を表示したり、ミーティングに参加する場合（オプション）は、ミー

ティングの下にある Details リンクをクリックします。

4. View ドロップダウン メニューから MySecureMeeting URLs を選択して、ユーザーが作成し

た個人的な URL を表示します。

5. ミーティングをキャンセルするには、右側の列にある削除アイコンをクリックして、MySecure

Meeting URL を削除します（オプション）。

キャンセルされたミーティングは、SA シリーズ アプライアンスから完全に削除されます。

キャンセルした後でミーティングを元に戻すことはできません。

ログ メッセージに実際のソース IP アドレスを追加する

Juniper Networks DX アプライアンスまたは同様のロード バランサが、プロキシー モードの

SA シリーズ アプライアンスの前に配備されているとき、実際のクライアント IP アドレスを、

DX カスタム HTTP ヘッダーで保持し、SA シリーズ アプライアンスへ渡すことができます。

ユーザーが SA にログインする（または、ユーザーがローミングする）ときに、この実際のク

ライアント IP アドレスを SA シリーズ アプライアンスのログ内に記録できます。これによ

り、SA シリーズ アプライアンスのログを使用して、ユーザー名/実際のソース IP のペアに関

して監査およびレポートすることができます。

このトピックの残りでは、Juniper Networks の DX アプライアンスについて説明します。

X Forwarded For ログ ヘッダーの送信については、ロード バランサのドキュメントを参照

してください。

実際のソース IP アドレスは、ユーザーのログイン時に DX カスタム ヘッダーから取得され、

セッション レコードに配置されます。実際のソース IP アドレスは、コンテキスト データに

存在する場合、イベント、ユーザー、管理者、センサーのログで DX IP アドレスの代わりに使

用されます。コンテキスト データに存在しない場合、コンテキスト データのソース IP アド

レスが使用されます。

このカスタム ヘッダーを SA シリーズ アプライアンスに渡すのを有効化するには、DX アプラ

イアンス上で次のタスクを行います。

1. クラスタを作成し、VIP とターゲット ホストを設定します。

2. クラスタ設定ページでターゲット側とリッスン側を定義します。

3. DX Server ページで、Custom IP Log Header を X Forwarded For に設定します。

DX アプライアンスの設定に関する詳細は、DX ドキュメントを参照してください。

次のログ メッセージが、SA シリーズ アプライアンスで更新されます。

• AUT24326（ユーザーと管理者のログイン）

• AUT20919（ユーザーのローミング）
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• ADM22896（管理者のローミング）
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第32章

トラブルシューティング

• トラブルシューティングについて 787ページ

• イベントのシミュレーションとトラッキング 788ページ

• 問題を引き起こすイベントのシミュレーション 788ページ

• ポリシー トレースを使用したイベントのトラッキング 790ページ

• トレース ファイルの記録 791ページ

• IC シリーズ デバイス システム状態のスナップショットの作成 792ページ

• TCP ダンプ ファイルの作成 793ページ

• IC シリーズ デバイスのネットワーク接続状態ツール 794ページ

• UNIX コマンドを実行してネットワークの接続をテストする 795ページ

• NSLookup を実行してネーム サーバーの接続性をテストする 795ページ

• デバッグ ツールをリモートで実行する 795ページ

• デバッグ ログの作成 796ページ

• クラスタ ノードの監視 797ページ

• クラスタ上のグループ通信モニタリングの設定 798ページ

• クラスタ上のネットワーク接続性モニタリングの設定 798ページ

トラブルシューティングについて

SA シリーズ アプライアンスには、システム（クラスタを含む）の状態をモニターすることの

できるいくつかのトラブルシューティング機能が搭載されています。このトピックでは、SA シ

リーズ アプライアンスを使用して実行できる、さまざまなトラブルシューティング タスクの

概要を示します。

トラブルシューティングの機能はすべての Secure Access 製品で使用できますので、使用に際

して特別なライセンスは必要ありません。ただし、以下の高度な機能については、SA700 シリー

ズ アプライアンスで使用できません。

• セッションの記録

• クラスタのモニタリングと設定

関連項目
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イベントのシミュレーションとトラッキング

SA シリーズ アプライアンスでタスクを実行できない理由を調べるために、問題のある SA シ

リーズのイベントのシミュレーションやトラッキングを行うには、管理者コンソールの

Maintenance > Troubleshooting > User Sessions > Policy Tracing ページの設定を使用しま

す。

問題のイベントは、特定のユーザーの認証、承認、アクセスに関連します。これらはすべて、

ユーザー セッション中に生じたことに左右されます。それは、シミュレーションとポリシー

トレーシングの両方に該当します。

キャプチャされたイベントに、システムに関連する他のイベントは含まれません。SA シリーズ

アプライアンスは、ログの数を減らして問題を明らかにするために、イベントを単にフィルタ

リング メカニズムとして使用します。

関連項目

問題を引き起こすイベントのシミュレーション

SA シリーズ アプライアンスでは、問題を引き起こすイベントをシミュレーションすることに

より、問題のトラブルシューティングを行うことができます。Maintenance > Troubleshooting

> User Sessions> Simulation ページを使用すると、エンドユーザーが実際に SA シリーズ ア

プライアンスにサインインすることなく、仮想ユーザー セッションを作成し、問題を再現する

ことができます。また、Simulation タブを使用して、本番環境で使用する前に、新しい認証ポ

リシーや承認ポリシーをテストすることもできます。

シミュレーション機能を使用するには、シミュレーションの対象イベントを指定する必要があ

ります（たとえば、John Doe が午前 6 時に Internet Explorer ブラウザから Users 領域に

サインインする仮想セッションを作成します）。次に、シミュレーションでログに記録するイ

ベントを、指定する必要があります。シミュレーション ログには主要な 3 種類のイベントを

記録できます。

• 認証前－キャプチャされる SA シリーズ アプライアンスのイベントには、システムに関連す

る他のイベントは含まれません。イベントは、ログの数を減らして問題を明らかにするため

に、単にフィルタリング メカニズムとして使用されます。

• ロール マッピング－キャプチャされる SA シリーズ アプライアンスのイベントには、シス

テムに関連する他のイベントは含まれません。イベントは、ログの数を減らして問題を明ら

かにするために、単にフィルタリング メカニズムとして使用されます。

• リソース ポリシー－キャプチャされる SA シリーズ アプライアンスのイベントには、シス

テムに関連する他のイベントは含まれません。イベントは、ログの数を減らして問題を明ら

かにするために、単にフィルタリング メカニズムとして使用されます。

ユーザー セッションをシミュレーションするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting > User Sessions> Simulation を選

択します。

2. Query Name フィールドに、クエリ名を入力します。
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3. Username フィールドに、シミュレーションの対象となる SA シリーズ ユーザーのユーザー

名を入力します。ユーザー名にはワイルドカード文字（∗）を使用できます。たとえば、ユー

ザーが匿名サーバーにサインインしている場合は、SA シリーズ アプライアンスがユーザー

に割り当てる内部ユーザー名がわかりません。そのような場合に、ワイルドカード文字（∗）

を使用できます。

4. Realm ドロップ ダウン メニューから、シミュレーションの対象となる SA シリーズ ユー

ザーの領域を選択します。

5. SA シリーズ アプライアンスが特定タイプのリソース ポリシーをユーザーのセッションに

適用するかどうかを判別するには、Resource フィールドにシミュレーションしたい特定の

リソースを入力して、Resource ドロップダウン リストからポリシー タイプを選択します。

次に以下の操作を行います。

• ユーザーが SA シリーズ アプライアンスに正常にサインインできるかどうかを判別する

には、Pre Authentication チェックボックスを選択します。

• ユーザーが特定のロールに正常にマップされたかどうかを判別するには、Role Mapping

チェックボックスを選択します。このオプションでは、ロール マッピングの結果がシミュ

レーション ログに記録されるかどうかは指定できますが、SA シリーズ アプライアンス

がロール マッピング規則を実行するかどうかは指定できないことにご注意ください。こ

のチェックボックスを選択しなくても、SA シリーズ アプライアンスは常にロール マッ

ピング規則を実行します。

• Events to Log セッションのチェックボックスを使用して、ログに記録するポリシー タ

イプを指定します。

たとえば、ユーザーが Yahoo Web サイトにアクセスできるかどうかをテストする場合は、

Resource フィールドに "http://www.yahoo.com" と入力し、ドロップダウン リストから

Web を選択します。次に、Events to Log セクションの Access チェックボックスを選択

します。

6. Variables セクションで、問題が発生した実際のユーザー セッションと全く同じ値を使っ

て、テキストと変数を組み合わせたカスタム式を作成します。たとえば、ユーザーが午前

6:00 に SA シリーズ アプライアンスにサインインするセッションを作成する場合は、フィー

ルドに "time = 6:00 AM" と入力します。また、Variables Dictionary の横にある矢印を

クリックすると、指定した変数の構文が表示されます。

仮想ユーザーの IP アドレスを含んだカスタム式を作成できない場合は、SA シリーズ アプ

ライアンスは、現在の IP アドレスを代わりに使用します。また、ロール変数を使用して仮

想ユーザーのロールを指定すると（たとえば、role="Users"）、SA シリーズ アプライアン

スは、ロール マッピング規則の結果を無視し、指定したロールに仮想ユーザーを割り当て

ますのでご注意ください。

7. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• Run Simulation －指定したシミュレーションを実行し、画面上にログ ファイルを表示し

ます。

• Save Query －クエリを保存します。
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• Save Query and Run Simulation －指定したシミュレーションを実行し、後で使用するた

めにそのシミュレーションを保存します。

8. シミュレーションの実行後に、Save Log As を選択してシミュレーションの結果をテキスト

ファイルに保存します。

ポリシー トレースを使用したイベントのトラッキング

SA シリーズ アプライアンスでは、ユーザーが領域にサインインした際、イベントをトラッキ

ングして、問題のトラブルシューティングを行うことができます。Maintenance >

Troubleshooting > User Sessions > Policy Tracing ページでは、個々のユーザーについてポ

リシー トレース ファイルを記録できます。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーのアク

ションを示すログ エントリを表示し、Web またはファイル サーバーへのアクセスなど、さま

ざまな機能へのユーザーのアクセスについて、許可または拒否された理由を示します。

たとえば、“Human Resources”領域を作成し、領域内に以下の 2 つのロール マッピング規則

を作成するとします。

• All Employees ― このロール内では、Web ブラウジングのみを有効にします。「username =

∗ の場合、All Employees にマップする」という規則を使用して、ユーザーをロールにマッ

プします。つまり、その領域にサインインを許可されたユーザーは All Employees ロールに

自動的にマップされます。

• Human Resources Staff － このロール内では、Web、ファイル、ミーティングの機能を有効

にします。「LDAP グループ=human resources の場合、Human Resources Staff にマップす

る」という規則を使用して、ユーザーをロールにマップします。つまり、このロールにマッ

プされるためには、ユーザーは LDAP 認証サーバーの humanresources グループに属してい

る必要があります。

これらの両方のロールに属しているはずの Joe が SA シリーズ アプライアンスへサインイン

すると、Human Resources Staff ロールに対して有効化されているファイル参照機能やセキュ

アミーティング機能にアクセスできなかったとします。アクセスできるはずの機能の一部に Joe

がアクセスできない理由を確認するために、ポリシー トレースを実行すると、以下のログ エ

ントリが表示されます。

注: ユーザー アクセス ログは、Events to Log でチェックしたポリシーについて

のみ表示されることに注意してください。

トレース ファイルを確認すると、問題を特定できます（例を示します）。

joe(human resources realm) No match on rule ‘group.humanresources’

このエントリは、Joe が LDAP サーバーの humanresources グループに属していないため、SA

シリーズ アプライアンスが Joe を Human Resource Staff ロールに割り当てていないことを

示しています。

ユーザーが自分のロールで使用を認められている機能にアクセスしたときに問題が発生した場

合には、このタブを使用します。ポリシー トレース ファイルに記録されたイベントが、この

問題を診断する際に役立ちます。
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ポリシー トレース ファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting > User Sessions > Policy Tracing

を選択します。

2. User フィールドに、トレースする SA シリーズ ユーザーの名前を入力します。ユーザー名

にはワイルドカード文字（∗）を使用できます。たとえば、ユーザーが匿名サーバーにサイ

ンインしている場合は、SA シリーズ アプライアンスがユーザーに割り当てる内部ユーザー

名がわかりません。そのような場合に、ワイルドカード文字（∗）を使用できます。

3. Realm フィールドで、ユーザーの領域を選択します。この場合、SA シリーズ アプライアン

スでは、匿名認証サーバーに割り当てられる領域を選択できません。

4. Events to log で、ポリシー トレース ログ ファイルに書き込むイベントの種類を選択し

ます。

5. Start Recording をクリックします。記録を開始したら、ユーザーに SA シリーズ アプラ

イアンスにサインインするように要求します。

6. View Log をクリックしてログ エントリを確認します。

7. 十分な情報を取得したら Stop Recording をクリックします。

8. ログ ファイルのメッセージを確認し、予期しない動作が発生した原因を特定します。問題

を特定できない場合は、Save Log As をクリックして、ログ ファイルのコピーをネットワー

ク上に保存します。次に、確認のためファイルを Juniper Networks サポートに送信しま

す。

9. Clear Log をクリックして、ログ ファイルの内容をクリアするか、Delete Trace をクリッ

クして、ユーザー名フィールドおよび領域フィールドからデフォルト エントリを削除しま

す。

関連項目

トレース ファイルの記録

Web サイトが SA シリーズ アプライアンスから正しく表示されない場合は、Maintenance >

Troubleshooting > User Sessions > Session Recording タブで、ユーザーのアクションを記

載したトレース ファイルを記録できます。さらに、このタブは、SA シリーズ アプライアンス

を介して正しく動作しないクライアント/サーバー アプリケーションに接続する場合にも、使

用することができます。

トレース ファイルの記録を開始すると、SA シリーズ アプライアンスは、指定されたユーザー

をサインアウトさせて、ユーザーが再びサインインして認証された後から、すべてのユーザー

アクションを記録し始めます。この際、認証後に、SA シリーズ アプライアンスが、対象とな

るユーザーにアクションを記録する旨を通知することに注意してください。

トレース ファイルを記録するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting > User Sessions >Session Recording

を選択します。

2. セッションを記録したいユーザーのユーザー名を入力します。
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3. ユーザーの Web セッションを記録するには、Web (DSRecord) チェックボックスを選択しま

す。次に問題の Web サイトのキャッシュされた内容を無視する場合は、Ignore browser

cache チェックボックスを選択します。これにより、SA シリーズ アプライアンスは、ト

レース ファイルに記録しません（オプション）。

4. Java Communication Protocol および Network Communication Protocol クライアント/サー

バー アプリケーション セッションを記録するには、Client/Server (JCP+NCP) チェック

ボックスを選択します（オプション）。

5. Start Recording をクリックします。SA シリーズ アプライアンスは、ユーザーをサインア

ウトさせます。

6. 再びサインインして、問題の Web サイトにブラウズしたり、SA シリーズ アプライアンス

からクライアント/サーバー アプリケーションに接続するように、ユーザーに指示します。

7. Stop Recording をクリックします。

8. Current Trace File セクションからトレース ファイルをダウンロードします。

a. DSRecord Log リンクをクリックして Web トレース ファイルをダウンロードします。

b. JCP Client Side Log または NCP Client Side Log リンクをクリックして、クライア

ント/サーバー アプリケーション トレース ファイルをダウンロードします。

9. 確認のためにファイルを Juniper Networks サポートに送信します。

10. Delete ボタンを選択して、作成したトレース ファイルを削除します（オプション）。

IC シリーズ デバイス システム状態のスナップショットの作成

Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot タブで、SA シリーズ アプライアンス シ

ステム状態のスナップショットを作成することができます。このオプションを使用すると、SA

シリーズ アプライアンスは、さまざまなユーティリティを実行して、使用中のメモリ、ページ

ング パフォーマンス、実行中のプロセスの数、システムの稼動時間、開いているファイル記述

子の数、使用中のポート、Secure Access FIPS ログ メッセージなど、SA シリーズ アプライ

アンス システムの状態に関する詳細情報を収集します。

ここでは、システム設定ログとデバッグ ログを含めたり、除外することができます。しかし、

デバッグ ログは、問題の発生時には特に重要です。サポート担当者の指示に従って、デバッグ

ログを特定のレベルに設定し、イベント リストに追加することが必要になります。問題とイベ

ントを再現し、スナップショットを作成して、サポートに送信します。デバッグ ログは暗号化

されます。表示はできません。
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注:

• SA シリーズ アプライアンスは、最大 10 のスナップショットを保持します。暗

号化された「ダンプ」ファイルにまとめられたこれらのスナップショットをいっ

たんネットワーク コンピュータにダウンロードしてから、Juniper Networks サ

ポートにメールで送信します。11 件以上のスナップショットを記録すると、SA

シリーズ アプライアンスは、最も古いスナップショットを新しいスナップショッ

トで上書きします。SA シリーズ アプライアンスの空きディスク スペースがなく

なると、SA シリーズ アプライアンスは新しいスナップショットを記録せず、イ

ベント ログにメッセージを記録します。SA シリーズ アプライアンスは、ファイ

ル サイズを最小化するため、最初にファイルを圧縮してから暗号化を行います。

ただし、スナップショットが失われないよう、スナップショットを適宜ネットワー

ク マシンにダウンロードすることを推奨します。

• クラスタでは、スナップショットは個々のノード単位で処理します。したがって、

指定したスナップショット設定が、クラスタのすべてのノード間で同期されると

いうわけではありません。

関連項目

TCP ダンプ ファイルの作成

ネットワーク パケット ヘッダーをスニッフィングするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting > Tools > TCP Dump を選択します。

2. ネットワーク パケット ヘッダーのスニッフィングを行う SA シリーズ アプライアンスの

ポートを選択します。

3. IVS ライセンスで実行している場合、VLAN ポートを選択して、加入者イントラネットのパ

ケット ヘッダーのスニッフィングを行うことができます。

4. SA シリーズ アプライアンス宛に送信されたパケットのみを対象にスニッフィングするに

は、Promiscuous mode をオフにします。

5. TCPDump Filter Expressions を使用してカスタム フィルタを作成します（オプション）。

このオプションを選択すると、生成されるダンプ ファイルに必要な情報のみが含まれるよ

うに、スニッフィング ネットワーク パケットをフィルタできます。

6. Start Sniffing をクリックします。

7. Stop Sniffing をクリックしてスニッフィング プロセスを停止し、暗号化ファイルを作成

します。

8. Download をクリックして、ネットワーク マシンにファイルをダウンロードします。

9. 確認のためにファイルを Juniper Networks サポートに E メールで送信します。

関連項目
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IC シリーズ デバイスのネットワーク接続状態ツール

Maintenance > Troubleshooting > Tools > Commands タブを使用して、arp、ping、traceroute、

nslookup などの UNIX コマンドを実行し、SA シリーズ アプライアンスのネットワークの接続

状態をテストできます。これらの接続ツールを使用すると、SA シリーズ アプライアンスから

特定のサーバーへのネットワーク パスを調べることができます。SA シリーズ アプライアンス

に ping または traceroute を実行でき、SA シリーズ アプライアンスがターゲット サーバー

を ping できる場合は、リモート ユーザーは SA シリーズ アプライアンスからそのサーバー

にアクセスできるはずです。

アドレス解決プロトコル（ARP）

arp コマンドを使用して、IP ネットワーク アドレスをハードウェア アドレスにマップしま

す。アドレス解決プロトコル（ARP）を使用すると、ハードウェア アドレスを解決できます。

ネットワーク内のサーバーのアドレスを解決するために、SA シリーズ アプライアンス上のク

ライアント プロセスは、固有の ID についての情報を、イントラネット内のサーバーで実行さ

れるサーバー プロセスに送信します。これにより、サーバー プロセスは、要求されるアドレ

スをクライアント プロセスに返します。

ping

ping コマンドを使用して、SA シリーズ アプライアンスがネットワーク上の他のシステムに接

続できることを確認します。ローカル ノードとリモート ノード間のネットワーク障害の場合

は、ping したデバイスから応答を受信できません。その場合は、LAN 管理者に連絡して指示を

求めてください。

ping コマンドは、パケットをサーバーに送信し、サーバーの応答を返します。この応答は、一

般的にターゲット サーバーの IP アドレス、パケットの送信や応答の受信にかかった時間など

のデータを含む統計情報のセットです。ユニキャスト アドレスやマルチキャスト アドレスを

ping できます。要求には、ターゲット サーバー名を含める必要があります。

traceroute

traceroute コマンドを使用すると、パケットがたどる SA シリーズ アプライアンスから別の

ホストへのパスを見つけることができます。traceroute は、パケットを宛先サーバーに送信し

て、そのパス上にある各ゲートウェイから ICMP TIME_EXCEEDED レスポンスを受信します。

TIME_EXCEEDED レスポンスなどのデータは記録され、出力に表示されて、パケットの往復のパ

スを示します。

nslookup

nslookup を使用すると、ネットワーク上のネーム サーバーの詳細情報を取得できます。複数

の異なるタイプの情報をクエリできます。これには、サーバーの IP アドレス、エイリアス IP

アドレス、start of authority の記録、メール交換レコード、ユーザー情報、既知のサービ

ス情報、その他のタイプの情報が含まれます。

関連項目
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UNIX コマンドを実行してネットワークの接続をテストする

SA シリーズ アプライアンスのネットワーク接続をテストする UNIX コマンドを実行するには、

次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting >Tools > Commands を選択します。

2. Command リストから、実行するコマンドを選択します。

3. Target Server フィールドに、対象サーバーの IP アドレスを入力します。

4. IVS ライセンスで実行している場合、VLAN ポートを選択して、加入者イントラネットへの

接続性をテストすることができます。

5. 他の引数またはオプションを入力します。

6. OK をクリックして、コマンドを実行します。

関連項目

NSLookup を実行してネーム サーバーの接続性をテストする

NSLookup を実行してネーム サーバーの接続性をテストするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting >Tools > Commands を選択します。

2. Command リストから、NSLookup を選択します。

3. 使用するクエリのタイプを Query Type ドロップダウン メニューから選択します。

4. ホスト名、IP アドレスといった情報（クエリ タイプの選択によって異なる）をクエリとし

て入力します。

5. DNS サーバー名または IP アドレスを入力します。

6. IVS ライセンスで実行している場合、VLAN ポートを選択して、加入者イントラネットへの

接続性をテストすることができます。

7. 他のオプションを入力します。

8. OK をクリックして、コマンドを実行します。

デバッグ ツールをリモートで実行する

Juniper Networks サポート チームはデバッグ ツールをユーザーの本番環境の SA シリーズ

アプライアンス上で実行できます。これを行うには、Maintenance > Troubleshooting > Remote

Debugging ページを使用して設定します。このオプションを有効にするには、Juniper Networks

サポートに連絡して、デバッグ コードと SA シリーズ アプライアンスの接続先ホストの情報

を取得する必要があります。
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リモート デバッグを有効にするには、次の操作を行います。

1. Juniper Networks サポートに連絡して、リモート デバッグ セッションを実行するための

条件をセットアップします。

2. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting > Remote Debugging を選択します。

3. Juniper Networks サポートから取得したデバッグ コードを入力します。

4. Juniper Networks サポートから取得したホスト名を入力します。

5. Enable Debugging をクリックして、Juniper Networks サポート チームが Infranet

Controller にアクセスできるように設定します。

6. SA シリーズ アプライアンスへのアクセスが可能になったことを Juniper Networks サポー

トに連絡します。

7. Juniper Networks サポートからリモート デバッグ セッションが終了したという通知を受

け取ったら、Disable Debugging をクリックします。

関連項目

デバッグ ログの作成

問題が生じた場合、Juniper Networks サポートの担当者が、SA シリーズ アプライアンスの内

部問題をデバッグするために、デバッグ ログの作成を依頼することがあります。ロギングを有

効にすると、管理者コンソールの Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Debug Log

タブで入力するイベント コードに基づいて、SA シリーズ アプライアンスが特定のイベントや

メッセージを記録します。作成されたデバッグ ログを使用して、サポート チームは矛盾する

コードの流れを特定することができます。サポート担当者は、デバッグ詳細ログ レベルやイベ

ント コードなど、ログ ファイルの作成に必要な情報を提供します。

注: デバッグ ロギングを実行すると、システムの性能と安定性に影響を与える場合

があります。デバッグ ログは、Juniper Networks サポートの担当者から指示があっ

た場合にのみ作成してください。

デバッグ ログを有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Debug Log を選択

します。

2. Debug Logging On チェックボックスを選択します。

3. MAX debug log size を入力します。

4. Debug log detail level を入力します。

注: 詳細レベルを 0 に設定すると、クリティカル メッセージのみが表示されま

す。ロギングを完全に無効にするわけではありません。

5. ログの詳細を含めるには、Include logs チェックボックスを選択します。
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6. Juniper Networks サポートが指定した Event Codes を入力します。

7. Save Changes をクリックします。

8. Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot タブを選択します。

9. Include debug log チェックボックスを選択します。

10. Take snapshot をクリックすると、デバッグ ログを含むファイルが作成されます。SA シ

リーズ アプライアンスは、ファイルを圧縮し暗号化して、ファイル サイズを最小化しま

す。

11. Download をクリックします。

12. E メール メッセージにスナップショット ファイルを添付して、Juniper Networks サポー

トに送信します。

関連項目

クラスタ ノードの監視

クラスタに問題がある場合は、Juniper Networks サポートの担当者が、クラスタ問題をデバッ

グするために、ノード監視の統計情報を含むスナップショットの作成を依頼することがありま

す。Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Node Monitor タブでノード モニターを

有効化すると、SA シリーズ アプライアンスは、システム上でクラスタ ノード固有の統計情報

を取得します。作成されたスナップショットを使用して、サポート チームは、ネットワーク統

計や CPU 使用率の統計といった重要なデータを確認することができます。

ノード モニタリングを有効にするには、以下の操作を行います。

1. Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Node Monitor タブでノード モニターを

有効化します。

2. ノード モニタリング ログの最大サイズを入力します。

3. ノードの統計をキャプチャする間隔を秒単位で入力します。

4. Node monitoring enabled のチェックボックスを選択して、クラスタ ノードのモニタリン

グを開始します。

5. Maximum node monitor log size にログ ファイルの最大サイズ（単位: MB）を入力します。

有効な値は 1～30 です。

6. ノードが監視される頻度を間隔（単位: 秒）で指定します。

7. ノードを監視するために使用するコマンドを選択します。

dsstatdump を選択した場合は、そのパラメータも入力してください。

8. Save Changes をクリックします。

9. システム スナップショットにノード モニタリングの結果を含める場合には、Maintenance

> Troubleshooting > System Snapshot を選択し、Include debug log チェックボックスを

選択します。

10.システム スナップショットを取り込み、結果を取得します。
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関連項目

クラスタ上のグループ通信モニタリングの設定

グループ通信モニタリングを有効化するには、以下の操作を行います。

1. 統計ログの最大サイズを入力します。

2. イベントのログをとる間隔を秒単位で入力します。

3. 現在のローカル ノードから全クラスタ ノードをモニターしたい場合は、Monitor all cluster

nodes from this node のチェックボックスをオンにします。このオプションをオンにしな

いと、グループ通信モニタリングは、ローカル ノードの統計のみを収集します。

注: Monitor all cluster nodes from this node オプションを選択する場合、

クラスタ ノードは UDP ポート 6543 を介して通信できるようにする必要があり

ます。

4. Enable group communication monitoring チェックボックスをオンにして、監視ツールを起

動します。

5. Save Changes をクリックします。

6. システム スナップショットにノード モニタリング結果を含める場合には、Maintenance >

Troubleshooting > System Snapshot を選択し、Include debug log チェックボックスを選

択します。

7. システム スナップショットを取り込み、結果を取得します。

関連項目

クラスタ上のネットワーク接続性モニタリングの設定

ネットワーク接続性モニタリングを有効化するには、次の操作を行います。

1. Enable cluster network troubleshooting server チェックボックスを選択して、サーバー

コンポーネントを有効化します。

2. Save Changes をクリックします。

3. 他のマシンで、Maintenance > Troubleshooting > Cluster > Network Connectivity を選

択します。

4. 次の手順のいずれかを実行します。

• ドロップダウン リストからノードを選択します。

• サーバー ノードの IP アドレスを入力します。

5. Go をクリックして、サーバー コンポーネントが実行されているマシンのトラブルシュー

ティングを開始します。

6. 結果を表示するには、ページのフィールドの下に表示される Details リンクをクリックし

ます。
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関連項目
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クラスタについて

クラスタ ライセンスを購入して、2 台以上の SA シリーズ アプライアンスまたは SA シリー

ズ FIPS アプライアンスをクラスタとして配備することができます。これらのアプライアンス

は、LAN 内に配備されたアクティブ/パッシブ構成あるいはアクティブ/アクティブ構成をサポー

トし、高い可用性とスケーラビリティ、およびロード バランス機能を提供します。

1 つの SA シリーズ アプライアンスにクラスタを定義するには、次の 3 つのデータを指定し

ます。

• クラスタの名前

• クラスタ メンバーが共有するパスワード

• クラスタ内のコンピュータを識別する名前

この情報を入力することによって、クラスタの最初のメンバーとなります。次に、どの SA シ

リーズ アプライアンスをクラスタに追加するかを指定します。SA シリーズ アプライアンスが

目的のメンバーであると認識されたら、管理者コンソールまたはシリアル コンソールのいずれ

かからクラスタに追加します（マシンが、工場出荷時の状態の場合）。

SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加すると、指定された既存のメンバーによって初

期化されます。新しいメンバーは、同期化を要求するメッセージを既存のメンバーに送信しま

す。既存のメンバーが、新しいメンバーにシステム状態を送信すると、そのコンピュータのシ

ステム データはすべて上書きされます。その時点から、いずれかのメンバーの状態が変化する

たびに、すべてのクラスタ メンバーがデータの同期化を行います。社内ファイアウォール内か

らの攻撃を防ぐために、クラスタ メンバー間の通信は暗号化されます。各 SA シリーズ アプ

ライアンスは、共通のパスワードを使用して、別のクラスタ メンバーからの通信を解読しま

す。セキュリティ上の理由から、クラスタ パスワードは SA シリーズ アプライアンス間で同

期化されません。

同期化中に、新しいノードはサービス パッケージを受け取り、古いサービス パッケージを実

行しているノードがアップグレードされます。

関連項目

クラスタ ライセンス

Secure Access 7.0 は、次のようなクラスタ ライセンスの変更を導入しています。

• クラスタを作成するのに、ライセンスは不要になりました。

• CL ライセンスはもはや必要ありませんが、まだサポートされています。

• 5 日間のクラスタ無料期間中は、ノードがクラスタの他の部分とクラッシュしたり接続を失っ

たときに、ライセンスの柔軟性を提供します。

• ノードがクラスタから切断するときに多数のライセンスが失われないように、クラスタ全体

に均等に ADD ライセンスを配布することを推奨します。
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注: クラスタ機能は SA 700 シリーズ アプライアンスではご利用できません。IVS

ライセンスを持つ SA シリーズ アプライアンスをクラスタ内で実行できます。

現在のライセンス プロセスに満足している場合、それを新しいライセンス スキームに繰り越

すことができます。同時ユーザー ライセンスと CL ライセンスにミスマッチがあると、アップ

グレードにより変更の起こる場合があります。以前「不適格」だったクラスタが「適格」とな

り、ユーザー ロードをサポートできます。新しいライセンス スキームにアップグレードして

も、許容ユーザー数は減少しません。

UAC バージョン 4.0 では、クラスタで許可された同時ユーザーの最大数は、接続している全

ノードの全ユーザー ライセンスの合計になります。ノードがクラスタ（A/A または A/P のい

ずれか）から切断する場合、無料期間が終わるまで、残りのノードごとに最大ライセンスは、

現在のライセンスに、自分のライセンスおよび他のノードのライセンスの最低限を加えたもの

になります。次の例は、これについて詳しく説明しています。

例 1：ノード間で均等に配布されたライセンス

ノード A とノード B は、あるクラスタの一部であり、各ノードには 500 の同時ユーザー ラ

イセンスがあるとします。両方のノードが接続されている限り、ライセンスの最大数は 1000

です。

ノード B がクラスタから切断されたとします。クラスタ無料期間が終わるまで、ノード A 上

のライセンスの最大数は、500（ノード A の元のライセンスから） + 最小限（ノード A 上の

ライセンス（500）、ノード B 上のライセンス（500）） = 500 + 500 = 1000 になります。

無料期間が終わると、ノード A 上のライセンスの最大数は、元のライセンスである 500 に戻

ります。

例 2：ノード間で不均等に配布されたライセンス

ノード A とノード B は、あるクラスタの一部であるとします。ADD ライセンスがノード A に

は 600、ノード B には 400 あります。両方のノードが接続されている限り、ライセンスの最

大数は 1000 です。

ノード B がクラスタから切断されたとします。クラスタ無料期間が終わるまで、ノード A 上

のライセンスの最大数は、600（ノード A の元のライセンスから） + 最小限（ノード A 上の

ライセンス（600）、ノード B 上のライセンス（400）） = 600 + 400 = 1000 になります。無

料期間が終わると、ノード A 上のライセンスの最大数は 600 です。

ノード A がクラスタから切断されたとします。クラスタ無料期間が終わるまで、ノード B 上

のライセンスの最大数は、400（ノード B の元のライセンスから） + 最小限（ノード A 上の

ライセンス（600）、ノード B 上のライセンス（400）） = 400 + 400 = 800 になります。無

料期間が終わると、ノード B 上のライセンスの最大数は 400 です。

例 3：ノード間で不均等に配布されたライセンス（極端な場合）

ノード A とノード B は、あるクラスタの一部であるとします。ADD ライセンスがノード A に

は 1000、ノード B にはありません。両方のノードが接続されている限り、ライセンスの最大

数は 1000 です。
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ノード B がクラスタから切断されたとします。クラスタ無料期間が終わるまで、ノード A 上

のライセンスの最大数は、1000（ノード A の元のライセンスから） + 最小限（ノード A 上の

ライセンス（1000）、ノード B 上のライセンス（0）） = 1000 + 0 = 1000 になります。無料

期間が終わると、ノード A 上のライセンスの最大数は 1000 です。

ノード A がクラスタから切断されたとします。クラスタ無料期間が終わるまで、ノード B 上

のライセンスの最大数は、0（ノード B の元のライセンスから） + 最小限（ノード A 上のラ

イセンス（1000）、ノード B 上のライセンス（0）） = 0 + 0 = 0 になります。無料期間が終

わると、ノード B 上のライセンスの最大数は 0 です。

例 2 と例 3 のシナリオを考慮して、ノード間に均等にライセンスを配布することを推奨しま

す。

旧バージョンからのアップグレード

Secure Access バージョン 7.0 より以前は、cccc の同時ユーザーをサポートする n ノードの

クラスタを作成するには、1 つのクラスタ ノードに 1 件の ADD ccccE ライセンスを、また

n 1 件の CL ライセンス（残りの各クラスタ ノードに 1 件）を購入する必要がありました。

たとえば、2000 の同時ユーザーをサポートする 4 ノードのクラスタを作成するには、1 件の

ADD 2000E ライセンスと 3 件の CL ライセンスを購入する必要がありました。

Secure Access バージョン 7 にアップグレードするとき、既存のライセンスは続いて有効で

す。全ノードが接続されている限り、同時ユーザー許容数の合計は、全ユーザー ライセンスの

合計のままです。ただし、ノードが切断されると、許容数の計算は、以下のように変わります。

• 接続しているノード上のライセンスは、クラスタの許容数合計に数えます。

• ユーザー ライセンスが計算ノード上に存在する場合、同じ数のユーザー ライセンスを、ク

ラスタ無料期間以内にある、切断された各ノードから借りることができます。

• CL ライセンスが計算ノード上に存在する場合、切断されたノードからユーザー ライセンス

を借りることができ、それらが CL ライセンスの合計となります。

次の例は、これについて詳しく説明しています。

次の 4 ノードのクラスタ構成があるとします。

• ユーザー ライセンスを 1000 持つノード A が、クラスタに接続されています

• ユーザー ライセンスを 400、CL ライセンスを 200 持つノード B が、クラスタに接続され

ています

• ユーザー ライセンスを 500、CL ライセンスを 500 持つノード C は、クラスタから 17 時

間切断されています。

• ユーザー ライセンスを 1000 持つノード D は、クラスタから 6 日間切断されています。

ノード B の視点から見た合計のクラスタ許容数は、以下のとおりです。

• ノード A は接続されているので、ノード A からのライセンスが 1000。

• それ自身のライセンスであるので、ノード B からのライセンスが 400。

• ノード C は、5 日間のクラスタ無料期間に当たります。ノード B に 400 のユーザー ライ

センスがあり、ノード C の 500 のライセンスから 400 のライセンスを借りることができる

ので、上記の計算メモの項目 2 を使用します。
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また、ノード B には CL ライセンスが 200 あります。ただし、ノード C のユーザー ライ

センス 500 のうち 400 をすでに借りているので、ノード C のユーザー ライセンスの残り

100 だけを、ノード B の CL ライセンス数に使用できます。

ノード B は、400 + 100 = 500 ライセンス（ノード C から）

• ノード D は、クラスタ無料期間より長くクラスタから切断されているので、ノード B は、

ノード D のユーザー ライセンスを借りることができません。

ノード B には CL ライセンスが 200 あります。ノード C から 100 のユーザー ライセンス

をすでに借りているので、ノード D から 100 のユーザー ライセンスを借りることができま

す。

ノード B は、100 ライセンス（ノード D から）

ノード B の視点から見た合計のクラスタ許容数は、1000+400+500+100=2000 になります。

関連項目

タスク サマリー:クラスタの配備

まずステージング環境でクラスタを配備し、認証領域、ユーザー ロール、およびリソース ポ

リシーの設定のテスト、およびエンドユーザーがアクセスするアプリケーションのテストを行っ

てから、本番環境に移行することを推奨します。

SA シリーズ アプライアンスのクラスタを作成するには、次の操作を行います。

1. 対象の SA シリーズ アプライアンスのノードがすべて、同じハードウェア プラットフォー

ムを使用していることを確認します（すべてが SA6500 シリーズ アプライアンスなど）。

2. 対象の SA シリーズ アプライアンスのノードが、初期設定されており（SA シリーズ アプ

ライアンスのホスト名が指定され、内部 IP アドレスと外部 IP アドレスが割り当てられて

いるなど）、同じバージョンのサービス パッケージを実行していることを確認します。

3. 管理者コンソールから、System > Configuration > Licensing を選択し、スタンドアロン ラ

イセンスと機能ライセンスを入力して、プライマリ サーバーのクラスタ機能を有効にしま

す。

4. System > Clustering > Create Cluster ページから、クラスタ名を定義し、最初の/プライ

マリの SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加することで、SA シリーズ アプライ

アンスのクラスタを初期設定します。

5. System > Clustering > Status ページから、今後使用するクラスタ SA シリーズ アプライ

アンスの名前と IP アドレスをプライマリ SA シリーズ アプライアンスに追加します。

6. System > Clustering > Join Cluster ページから、必要に応じて追加の SA シリーズ アプ

ライアンスをクラスタに配備します。

7. 異なるサブネットにノードが存在しているマルチサイト クラスタ上で、ネットワークコネ

クトを実行している場合は、次の操作を行います。

a. クラスタ内の各ノードで使用する異なるネットワーク アドレスに関する IP アドレス

プール ポリシーを、Users > Resource Policies > Network Connect > Network Connect

Connection Profiles > New Profile ページで設定します。

805Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第33章: クラスタリング



b. クラスタ内の各ノードに対して、管理者コンソールの System > Network > Network

Connect ページの設定を使用して、そのノードが利用できるネットワーク アドレスのみ

を除外する IP フィルタを指定します。

c. 各クラスタ ノードの内部ポートの IP アドレスを示す静的ルートを、ゲートウェイ ルー

ターに作成します。ルーターで指定した各 IP アドレスは、対応するクラスタ ノードと

同じサブネット内になければなりません。

8. SA シリーズ FIPS アプライアンスのクラスタを作成する場合は、各マシンでセキュリティ

ワールドを手動で更新します。

アクティブ/アクティブ クラスタでネットワークコネクトを実行している場合、IP アドレス

プールをノード全体に分割し、バックエンドから NC エンドユーザーへの適切なルーティング

を確保します。IP アドレス プールが SA シリーズ アプライアンスで静的に供給されている場

合でも、DHCP で動的に供給されている場合でも、これは必要です。

クライアント IP プールの設定は、クラスタ内のすべてのノードで同期していますが、管理者

は、各 SA シリーズ アプライアンスを、グローバル IP プールの特定のサブセットを使用する

よう設定することができます。クライアント IP プールを、Network Settings > Network Connect

タブで IP フィルタ照合を使って設定します。

まず、ステージング環境でクラスタを配備し、認証領域、ユーザー ロール、リソース ポリシー

の設定のテスト、エンドユーザーがアクセスするアプリケーションのテストを行ってから、本

番環境に移行することを推奨します。

関連項目

クラスタの定義と初期化

クラスタ化したい SA シリーズ アプライアンスをスタンドアロンで実行している場合は、クラ

スタを作成する前に、まず 1 台のマシンでシステムおよびユーザーの設定を行うことをお勧め

します。その後、同じコンピュータを使用してクラスタを作成します。このコンピュータは、

作成プロセスでクラスタに加わります。他の SA シリーズ アプライアンスがクラスタに参加す

ると、このマシンは、その設定を新しいクラスタ メンバーに伝播します。

クラスタを定義して初期化するには、次の操作を行います。

1. 1 台の SA シリーズ アプライアンスでライセンス、システム、ユーザー、リソース、およ

びアプリケーション データを正しく設定します。

2. 管理者コンソールで System > Clustering > Create を選択し、クラスタの名前、クラスタ

パスワード、このマシンの名前（Server 1 など）を入力します。

別の SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加するよう設定する場合は、再度パスワー

ドを入力する必要があります。クラスタのすべてのマシンは、このパスワードを使用して通

信します。

3. Create Cluster をクリックします。クラスタ作成の確認を求められたら、Create をクリッ

クします。SA シリーズ アプライアンスによってクラスタが初期化されると、Clustering

ページに Status タブと Properties タブが表示されます。Status タブを使用して、追加

するクラスタ メンバーを指定してから、別の SA シリーズ アプライアンスを新しいクラス

タに追加します。
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関連項目

既存のクラスタへの参加

SA シリーズ アプライアンスをクラスタに加える方法は、SA シリーズ アプライアンスが設定

されているか、（工場出荷時の状態で）初期化されていないかどうかで異なります。SA シリー

ズ アプライアンスが工場出荷時の状態の場合は、シリアル コンソールによる手順をお勧めし

ます。この手順では、最低限の情報を入力するだけで、マシンをクラスタに加えることができ

ます。

注:

• Juniper Networks SA Central Manager を購入した場合は、最新版の OS を実行

している SA シリーズ アプライアンスを使用してクラスタを作成し、「アップグ

レードおよび結合」機能を使用してノードを追加できます。この機能を使用して

ノードをクラスタに追加すると、最初の SA シリーズ アプライアンス ノードが、

参加するノードをより新しいサービス パッケージにアップグレードします。この

機能は、すべての SA シリーズ アプライアンスが、バージョン 4.0 以降の OS

を使用している場合にのみ動作します。

• 現在、スタンドアロン マシンとして稼動している SA シリーズ アプライアンス

を管理者コンソールを介してクラスタに追加する場合で、Central Manager がな

い場合は、追加する SA シリーズ アプライアンスが、他のメンバーと同じハード

ウェア プラットフォームで同一バージョンまたはより最新のサービス パッケー

ジを実行している必要があります。

• 以前のバージョンのサービス パッケージを実行している SA シリーズ アプライ

アンスをクラスタに追加しようとすると、SA シリーズ アプライアンスは、自動

的に不一致を検出して、クラスタからより最新のパッケージを取得し、クラスタ

に加わります。新しいノードがライセンスを持っていない場合、そのノードのマ

シン ID を使って有効な CL ライセンスを適用するまでは、ノードはクラスタ ス

テータスが Enabled, Unqualified の状態でクラスタに追加されます。

• 既存のノード独自の設定は、SA シリーズ アプライアンスのノードがクラスタに

加わるときに消去されます。これらの設定には、ネットワーク インターフェース

のアドレス、ルート テーブル、仮想ポート、ARP キャッシュ、VLAN インター

フェース、SNMP 設定などが含まれます。管理者はこれらの設定を、新しく加わっ

たノードに対して手動で再設定する必要があります。システム設定のインポート

機能を使用して、これらの設定を、クラスタに加わった SA シリーズ アプライア

ンスのノードにインポートすることはできません。

• プライマリ ノード上の管理ポートは設定され有効化されているが、セカンダリ

ノードが設定されず無効な場合、SA シリーズ アプライアンスがクラスタに参加

すると、セカンダリ ノードが有効化されます。

Secure Access FIPS 環境では、管理者コンソールを使用して、SA シリーズ アプライアンスを

クラスタに追加する必要があります。また、以下に物理的にアクセスできることも条件になり

ます。
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• クラスタ メンバーの SA シリーズ アプライアンスの前面パネルに設置した暗号化モジュー

ル

• スマート カード リーダー

• アクティブなクラスタ メンバーのセキュリティ ワールドに事前に初期化された管理者カー

ド

クラスタに参加する SA シリーズ アプライアンスを指定する

SA シリーズ アプライアンスがクラスタに参加する前に、アクティブなクラスタ メンバーで、

アプライアンスのネットワーク ID を指定しなければなりません。

既存のクラスタに参加させる SA シリーズ アプライアンスを指定するには、次の操作を行いま

す。

1. アクティブなクラスタ メンバーの管理者コンソールで、System > Clustering > Cluster

Status タブを選択します。

2. Add Members をクリックして、クラスタに参加する SA シリーズ アプライアンスを指定し

ます。

a. メンバーの名前を入力します。

b. マシンの内部 IP アドレスを入力します。

c. 必要に応じて、マシンの外部 IP アドレスを入力します。System > Network > External

Port タブで外部ポートを有効にしていない場合には、External IP アドレス フィール

ドは表示されません。

d. 必要に応じて、ノードのネットマスクとゲートウェイ設定を変更します。

e. Add Node をクリックします。新しいメンバーを追加するかどうか確認を求められたら、

Add をクリックします。

f. クラスタに追加する SA シリーズ アプライアンスごとに、この手順を繰り返します。

管理者コンソールから SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加する

SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加する前に（Web コンソールまたはシリアル コン

ソールのどちらを使用した場合でも）、識別情報をクラスタに通知する必要があります。SA シ

リーズ アプライアンスがクラスタ ライセンス キーを持っている場合は、Clustering > Join

タブのみが表示されます。

管理者コンソールから SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加するには、次の操作を行

います。

1. 既存のクラスタ メンバーで、System > Clustering > Cluster Status タブを選択し、クラ

スタに追加する SA シリーズ アプライアンスを指定します。

2. クラスタに追加する SA シリーズ アプライアンスの管理者コンソールで、次の操作を行い

ます。

a. System > Configuration > Licensing タブを選択し、適切なライセンス キーを入力し

て、クラスタリング機能を有効にします。
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b. System > Clustering > Join タブを選択して、以下を入力します。

• Name に、参加するクラスタの名前

• Password に、クラスタを定義したときに指定したクラスタ パスワード

• IP address に、アクティブなクラスタ メンバーの IP アドレス

c. Join Cluster をクリックします。クラスタに参加する確認を求められたら、Join をク

リックします。SA シリーズ アプライアンスがクラスタに追加された後、場合によって

は再度サインインする必要があります。

3. （SA シリーズ FIPS 環境のみ）アクティブなクラスタ メンバーのセキュリティ ワールド

でノードを初期化します。

新しいノードが既存のクラスタ メンバーと状態を同期する間、各ノードのステータスは、

「Enabled」、「Enabled, Transitioning」、あるいは「Enabled, Unreachable」を示します。

新しいノードがクラスタに参加すると、Clustering ページに Status タブおよび Properties

タブが表示されます。システム、ユーザー、ライセンス データなど、元のクラスタ メンバー

の状態データが、新しいクラスタ メンバーに継承されます。この例では、元のメンバーのユー

ザー インターフェースの色が、新しいノードに反映されています。

関連項目

クラスタへのノードの再追加

メンテナンス操作によっては、クラスタからノードを削除し、再度追加してクラスタに参加さ

せる必要がある場合があります。

SA シリーズ アプライアンス ノードがクラスタに参加するとき、そのノード固有の設定（ネッ

トワーク インターフェース アドレス、ルート テーブル、仮想ポート、ARP キャッシュ、VLAN

インターフェース、SNMP 設定など）は、クラスタから受信した対応する構成設定によって上書

きされます。

新たに参加するノードを、ノード固有の適切な設定で追加するには、次の操作を行います。

1. クラスタにノードを追加します。

2. クラスタ内の任意の既存ノードから、新たに追加するノード固有の設定を手動で構成しま

す。

3. クラスタにノードを追加します。

ノードは、クラスタに参加すると、新たに構成されたノード固有設定をクラスタから受信しま

す。
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注: バイナリ インポート オプションは使用できないので、新たに追加するノード

の固有設定を手動で構成します。クラスタへのバイナリ インポート オプションと

して唯一推奨されるのは、クラスタ全体の構成（サインイン、領域、ロール、リソー

ス ポリシーなど）をバックアップのバイナリ ファイルから復元する Maintenance

> Import/Export > Configuration ページにある Import everything except network

settings and licenses・です。このオプションはノード固有の設定をスキップする

ため、新たに追加するノードに適切なノード固有設定を行うには、ステップ 2 を手

動で行う必要があります。

関連項目

アクティブ/パッシブ クラスタに 2 つのノードを配備する

SA シリーズ アプライアンスをクラスタ ペアとしてアクティブ/パッシブ モードで配備できま

す。このモードでは、片方の SA シリーズ アプライアンスが、アクティブにユーザー要求を処

理し、もう一方の SA シリーズ アプライアンスが、バックグラウンドでパッシブに動作して、

システム状態やユーザー プロファイル、ログ メッセージなどの状態データを同期化します。

クラスタ VIP（仮想 IP アドレス）に送信されたユーザー要求は、アクティブ SA シリーズ ア

プライアンスに渡されます。アクティブ SA シリーズ アプライアンスがオフライン状態になる

と、スタンバイ状態の SA シリーズ アプライアンスが、自動的にユーザー要求の処理を開始し

ます。ユーザーはサインインし直す必要はありませんが、Cookie やパスワードなど、アクティ

ブなマシンがオフラインになる数秒前に入力された SA シリーズ セッション情報が、現在の

SA シリーズ アプライアンスで同期化されない場合があります。このような場合には、バック

エンド Web サーバーに再度サインインする必要があります。

クラスタ VIP を別のノードに手動でフェールオーバーする必要があるかもしれません。

Clustering Status ページの Fail Over VIP ボタンを使用して、手動でフェールオーバーを

行うことができます。

811ページの図17 は、外部ポートが有効な 2 台の SA シリーズ アプライアンスを使用した、ア

クティブ/パッシブ型の SA シリーズ アプライアンス クラスタ構成を示します。このモードで

は、スループットや許容ユーザー数が増えることはありませんが、予測できないシステム障害

に対応する冗長性が提供されます。

クラスタ VIP に送信されたユーザー要求は、現在アクティブなマシンにリダイレクトされま

す。
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図 17: アクティブ/パッシブ クラスタ

関連項目

VIP を別のノードにフェールオーバーする

アクティブ/パッシブ クラスタでは、現在どのノードを使用しているかにかかわらず、VIP を

別のノードにフェールオーバーすることが必要な場合があります。

VIP をフェールオーバーするには、以下を行います。

1. 管理者コンソールで System > Clustering > Cluster Status を選択します。

2. Fail Over VIP ボタンをクリックして、別のノードに移動します。Fail Over VIP は切り

替えボタンです。リーダーがどれであるかにかかわらず、別のノードに移動することが可能

です。

フェールオーバーは直ちに実行されます。

注: 管理ポートが故障している場合には、VIP フェールオーバーは発生しません。

関連項目

アクティブ/アクティブ クラスタに 2 台以上のユニットを配備する

アクティブ/アクティブ モードでは、クラスタ内のすべてのコンピュータが、外部ロード バラ

ンサまたはラウンド ロビン DNS から送信されたユーザー要求をアクティブに処理します。ロー

ド バランサは、クラスタ VIP をホストし、ソース IP ルーティングに基づいて、クラスタ グ

ループに定義された SA シリーズ アプライアンスにユーザー要求をルーティングします。1 台

の SA シリーズ アプライアンスがオフライン状態になると、ロード バランサがアクティブな

SA シリーズ アプライアンスの間で処理を振り分けます。ユーザーはサインインし直す必要は

ありませんが、クッキーやパスワードなど、アクティブなマシンがオフラインになる数秒前に

入力された SA シリーズ セッション情報が、現在の SA シリーズ アプライアンスで同期化さ

れない場合があります。このような場合には、バックエンド Web サーバーに再度サインインす

る必要があります。
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注:

クラスタにロード バランサを選択して設定する際、ロード バランサが以下を行う

ことを確認してください。

• IPSec をサポートする

• 複数のポートでトラフィックをリスンする

• 割り当てられたソースや宛先 IP アドレス（宛先ポートは含まない）を使用して

トラフィックを管理するように設定できる

SA シリーズ クラスタは自動フェールオーバーやロードバランス作業を実行しませんが、クラ

スタ メンバ間で状態データ（システム、ユーザー、ログ データ）の同期化を行います。オフ

ライン状態だった SA シリーズ アプライアンスがオンラインに復帰すると、ロード バランサ

は再びすべてのアクティブ メンバ間で処理を分担します。このモードでは、負荷のピーク時に

おいてスループットやパフォーマンスが向上しますが、拡張性は、ライセンス ユーザーの総数

以上になることはありません。

Network Settings ページを使用して、ホストのエントリを追加あるいは削除する場合は、SA

シリーズ アプライアンスは、すべてのノード上の状態データを同期します。クラスタのメンバ

に対し、Clustering タブを使用してホスト エントリを追加あるいは削除する場合、状態デー

タはノードのみに影響し、SA シリーズ アプライアンスはクラスタ全体でデータを同期するこ

とはありません。

SA シリーズ アプライアンスは、クラスタ内の各 SA シリーズ アプライアンスにサービス状態

を知らせる HTML ページをホストします。外部のロード バランサは、このリソースを調べて、

すべてのクラスタ ノード間で負荷をどのように分担すれば効果的であるかを判断します。

ノードのレイヤ L7 状態チェックを実行するには、次の操作を行います。

• ブラウザから － 以下の URL を入力します。

https://<SA Series Appliance

Controller Hostname>/dana na/healthcheck/healthcheck.cgi

• 外部ロード バランサより － 以下の要求をクラスタのノードに送信するヘルス チェック ポ

リシを設定します。

GET /dana na/healthcheck/healthcheck.cgi HTTP/1.1\r\nHost:localhost\r\n\r\n

ノードは、次のいずれかの数値を返します。

• 「Security gateway is accessible」文字列 － この値は、ノードがアクティブなことを

意味します。

• 500－この値は、エラーを意味し、クラスタ SA シリーズ アプライアンスはノードへのユー

ザー要求の転送を停止します。

[xref target has no title] は、外部ポートが有効化された SA シリーズ アプライアンスで

構成されるアクティブ/アクティブ型の SA シリーズ アプライアンス クラスタ構成を示しま

す。
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アクティブ/アクティブ型クラスタ構成は外部ロード バランサの裏に配備されます。クラスタ

ペアまたはマルチユニット クラスタをアクティブ/アクティブ モードで配備できます。ロード

バランサに定義されたクラスタ VIP に送信された SA シリーズ ユーザー要求は、適切なコン

ピュータにリダイレクトされます。

図 18: アクティブ/アクティブ構成

関連項目

クラスタ状態を同期させる

SA シリーズの状態の同期化は、内部ネットワーク インターフェース カード（NIC）のみを使

用して実行され、各クラスタ メンバは相互の通信にクラスタ パスワードが必要になります。

いずれかのメンバの状態が変化するたびに、すべてのクラスタ メンバがデータの同期化を行い

ます。SA シリーズ アプライアンス クラスタの状態データは、永続的（SA シリーズ アプライ

アンスに永続的に格納される）なデータであるか、一時的（ユーザーのセッションが存在する

間のみ SA シリーズ アプライアンスに格納される）なデータのどちらかです。SA シリーズの

状態データは、次の主なカテゴリに分類されます。

• システム状態 － この状態は固定的で、頻繁に変化することはありません。

• ネットワーク設定

• 認証サーバーの設定

• アクセス管理リスト、ブックマーク、メッセージング、およびアプリケーション データな

どの認証グループ設定

• ユーザー プロファイル － このデータは、固定クッキーと固定パスワード キャッシングを

有効に設定したかどうかによって、固定的または一時的になります。この 2 つの機能を有効

にしていない場合には一時データとなり、次のカテゴリに該当します。

• ユーザー ブックマーク — 永続的

• 永続的ユーザー クッキー — 永続クッキー機能が有効の場合、永続クッキーを発行する

Web サイトのユーザー クッキーが SA シリーズ アプライアンスに格納されます。
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• 永続的ユーザー パスワード — パスワードのキャッシング機能が有効の場合、アプリケー

ションおよび Web サイトの認証情報を格納するかどうかをユーザーが選択できます。

• ユーザー セッション － この状態は一時的かつ動的です。ユーザー セッションは、次のデー

タで構成されます。

• ユーザー SA シリーズ アプライアンス セッション クッキー

• 一時ユーザー プロファイル情報。ユーザー セッションの期間のみ格納されるクッキーと

パスワードが含まれます。

• 監視状態 － この固定情報は、ログ メッセージで構成されます。

アクティブ/パッシブ モードまたはアクティブ/アクティブ モードのいずれかにクラスタを

構成した場合でも、クラスタ メンバ間のデータの同期化を実行するのは SA シリーズ アプ

ライアンスの役割です。SA シリーズ アプライアンスは、すべてのシステム データ、ユー

ザー プロファイル データ、および SA シリーズ アプライアンス ユーザー セッション クッ

キーをただちに同期化するため、1 人のクラスタ メンバがオフライン状態になっても、ユー

ザーは SA シリーズ アプライアンスにサインインし直す必要はありません。SA シリーズ ア

プライアンスがユーザー セッション プロファイルを同期化したり、状態データを監視して

いる間には、わずかに待ち時間が生じるため、この間にいずれかのメンバーがオフライン状

態になると、ユーザーがバックエンド Web アプリケーションにサインインし直す必要が生じ

ることがあります。また、障害の起きたコンピュータに管理者がログオンできなくなること

もあります。

1 つ以上のノードで待ち時間が長すぎる場合、Clustering Timeouts Settings を変更する必

要があるかもしれません。

SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加しても、クラスタ リーダーから新しいメンバ

にログ メッセージは送信されません。またログ メッセージは、あるメンバがサービスを再

開させたり、オフライン のコンピュータがオンラインに復帰した際には、クラスタ メンバ

間で同期化されません。1 度すべてのコンピュータがオンラインになると、ログ メッセージ

は同期化されます。

注: アクティブ/アクティブ クラスタを実行している場合、アクティブ/アクティブ

クラスタとアクティブ/パッシブ クラスタが互換性のあるスプレッド タイムアウト

設定を共有している場合を除いて、クラスタがアクティブ/パッシブ モードに切り

替わらないようにする必要があります。

パフォーマンスを改善するため、以下のように同期化を設定することもできます。

• Specify the synchronization protocol － マルチユニットまたはマルチサイト クラスタで

3 つ以上の SA シリーズ アプライアンスを実行している場合は、ネットワーク トポロジに

最適な同期化プロトコル（Unicast、Multicast、Broadcast）を選択できます。

• Synchronize log messages － ログ メッセージはネットワークに多大なペイロードを生じ

させ、クラスタのパフォーマンスを低下させる場合があります。この機能は、デフォルトで

はオフに設定されています。
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• Synchronize user sessions － このオプションを選択すると、クラスタ内のすべての SA シ

リーズ アプライアンス間で、すべてのユーザー セッションの情報（たとえば、イントラネッ

ト サービスへのアクセス）を同期化できます。

• Synchronize last access time for user sessions － このオプションを使用すると、ユー

ザーのアクセス情報をクラスタ内で伝達できます。このオプションがクラスタ ノード間の唯

一の同期項目の場合は、クラスタ SA シリーズ アプライアンス間での CPU への影響を大幅

に減らすことができます。

注:

• クラスタをアクティブ/パッシブに設定した場合、Synchronize user session お

よび Synchronize last access time for user session のオプションは自動的に

オンになります。

• Synchronize log messages と Synchronize user sessions の両方のチェック

ボックスを有効にした場合、ネットワーク情報を含めた、すべてがクラスタ ノー

ド上で複製されます。syslog や SNMP 設定を含むネットワーク情報は、ノードご

とあるいはクラスタごとに設定できますが、これら 2 つのオプションが設定され

ている場合、すべてのネットワーク情報がノード間で同期されます。

• 1 台のクラスタが無効にされているか利用できない状態のとき、もう 1 台のクラ

スタの設定に変更が行われた場合、ノードの設定が同期されていない状態になり

ます。このような場合、SA シリーズ アプライアンスは最高 16 回更新して、自

動的に設定を結合しなおします。それでも結合できなかった場合、設定を手動で

結合しなおす必要が生じるかもしれません。たとえば、ノード間通信を管理する

には 2 つのノード間の重複する設定情報が十分でない場合、SA シリーズ アプラ

イアンスは設定を再結合できない可能性があります。

たとえば、ある 2 つのノード クラスタにおいて、 2 つのノードがネットワーク

の停止によって互いに区切られている状況で、そのパーティションの 1 つである

一方のノードの内部ネットワーク IP アドレスが変更された場合、ネットワーク

が修復中であっても 2 つのパーティションを再結合することはできません。その

ような場合には、構成を手動で再結合する必要があります。

関連項目

アクティブ/パッシブやアクティブ/アクティブなどのクラスタ設定を指定する

Properties ページを使用して、クラスタ名の変更、クラスタ（アクティブ/パッシブまたはア

クティブ/アクティブ）を実行する構成の指定、同期およびネットワーク ヘルスチェックの設

定、またはクラスタの削除を行います。

クラスタのプロパティを変更するには、次の操作を行います。

1. アクティブなクラスタ メンバーの管理者コンソールで、System > Clustering > Cluster

Properties ページを選択します。

2. クラスタ名を変更するには、Cluster Name フィールドでクラスタ名を編集します（オプショ

ン）。
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3. Configuration Settings で、次のいずれかのオプションを選択します。

• アクティブ/パッシブ モードでクラスタ ペアを実行する場合は Active/Passive を選択

します。次に、内部 VIP（仮想 IP アドレス）を指定し、外部ポートを有効にする場合に

は、さらに外部 VIP も指定します。

注: アクティブ/パッシブ モードで 2 ユニットのクラスタを実行するには、

SA シリーズ アプライアンスが、同じサブネットに存在する必要があります。

• 外部ロード バランサを使用して、複数ノードのクラスタをアクティブ/アクティブ モー

ドで実行する場合は Active/Active を選択します。

注: 2 ユニットのアクティブ/パッシブ クラスタを、複数ノードのアクティブ/

アクティブ クラスタに変更するには、まず、2 ユニット クラスタの設定をア

クティブ/アクティブに変更し、次にノードを追加します。

4. Synchronization Settings で、以下のオプションを使用して、同期するデータの種類を 1

つ以上指定します。

• Synchronize log messages － クラスタ内のすべての SA シリーズ アプライアンス間で、

すべてのログ メッセージが伝達できます。

• Synchronize user sessions － クラスタ内のすべての SA シリーズ アプライアンス間

で、すべてのユーザー セッションの情報（たとえば、イントラネット サービスへのアク

セスのインスタンス）を同期化できます。

• Synchronize last access time for user sessions － 最新のユーザー アクセス情報を

クラスタ内に伝達できます。

注:

• Synchronize log messages と Synchronize user sessions チェックボック

スの両方を選択した場合、ネットワーク情報を含め、すべてがクラスタ ノー

ド上で複製されます。Syslog や SNMP 設定を含むネットワーク情報は、ノー

ドごとあるいはクラスタごとに設定できますが、これら 2 つのオプション

が設定されている場合、すべてのネットワーク情報がノード間で同期されま

す。

• SA シリーズ アプライアンスとともにロード バランサを使用している場合

には、Synchronize last access time for user sessions チェックボック

スをオフにすることをお勧めします。

• Synchronize last access time for user sessions チェックボックスをオ

フにすると、クラスタの同期性能を大幅に向上できます。ただし、ユーザー

が SA シリーズ アプライアンスに接続中に、このオプションを無効にする

と、間もなくセッションの有効期限が切れる、という旨のクライアントサイ

ドの警告がユーザーに表示される場合があります。これらの警告は、タイム

スタンプの不一致から自動的に生じるもので、ユーザー セッションの接続

は実際には切断されません。
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5. Network Healthcheck Settings では、SA シリーズ アプライアンスの内部インターフェー

スが無効になるまでに許容される ARP PING 送信の失敗回数、および内部インターフェース

が機能しなくなった場合に SA シリーズ アプライアンスの外部インターフェースを無効に

するかどうかを指定します。

6. Advanced Settings チェックボックスを選択すると、基盤となるクラスタ システムのタイ

ムアウトを指定することができます。Juniper Networks のテクニカル サポートが指示しな

い限り、この設定の値を変更しないでください。

7. Save Changes をクリックします。

関連項目

複数のクラスタ ノードを追加する

複数のノードをクラスタに追加するには、次の操作を行います。

1. System > Clustering > Cluster Status を選択します。

2. Add Members をクリックします。

3. ノード名と内部 IP アドレスを入力します。

4. 必要に応じて、デフォルトの内部ネットマスクと内部ゲートウェイ アドレスを変更あるい

は追加します。

5. Add をクリックします。

6. すべてのノードを追加するまで、この手順を繰り返します。

7. Save Changes をクリックしてノード設定を保存します。

SA シリーズ アプライアンスは、到達できなくても、追加されたクラスタを自動的に有効にし

ます。

関連項目

一般的なクラスタのメンテナンス

クラスタ ノードのネットワーク設定を管理する

クラスタまたはクラスタ内の各ノードのネットワーク設定を変更するには、System > Networ

をクリックしてください。Network Settings ページで変更ができます。クラスタを作成する

と、これらのページにドロップダウン リストが生成され、クラスタ全体または特定のノードを

選択して、更新することができます。Network ページの変更を保存すると、その設定は、指定

したクラスタまたはクラスタ ノード用に保存されます。クラスタ全体のネットワーク設定を変

更した場合は、クラスタ内のすべてのノードにその設定が伝達されます。

Member Name 列にあるノード名の System > Clustering > Cluste をクリックして、ノード固

有の Network ページにアクセスできます。

クラスタ ノードをアップグレードする

SA シリーズ アプライアンスには、クラスタにある各ノードを簡単にアップグレードできる機

能があります。１ つのノードに新しいサービス パッケージをインストールすると、インストー
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ル完了時にノードが再起動したときに、クラスタのすべてのノードにサービス パッケージが

プッシュされます。

クラスタ サービス パッケージをアップグレードする

新しいサービス パッケージの 1 つのクラスタ ノードのみへのインストールインストールが完

了し、クラスタ ノードが再起動すると、そのノードがその他のノードにアップグレードするこ

とを指示します。

関連項目

クラスタ ノードの IP アドレスを変更する

クラスタに属している間にクラスタの IP アドレスを変更する操作は、サポートされていませ

ん。IP アドレスを変更するには、最初にクラスタから IP アドレスを削除し、IP アドレスを

更新してから、再び追加する必要があります。

注: ノードがクラスタに属している状態で IP アドレスを変更しようとすると、予

期せぬ結果が生じる可能性があります。

例：

1. System > Clustering > Cluster status を選択します。

2. IP アドレスを変更するノード名の横にあるチェックボックスを選択します。

3. Remove をクリックします。

4. ノードが削除されたら、そのノードにサインインして、IP アドレスを変更し、Save Changes

をクリックします。

5. メイン ノードで、変更されたノードをクラスタ設定に追加します。

6. 変更されたノードにログインし、クラスタに再び参加します。

以下は、アクティブ/パッシブ クラスタの両方のノード IP アドレスを変更する例です

1. System > Clustering > Cluster status を選択します。

2. Delete Cluster をクリックします。

3. 各ノードの IP アドレスを変更します。

4. メイン ノードにログインし、クラスタを再作成します。アクティブ/アクティブからアク

ティブ/パッシブに変更し、内部 VIP アドレスまたは外部 VIP アドレスあるいはその両方

を定義します。

5. もう一方のノードをクラスタ構成に追加します。

6. パッシブ ノードにログインし、そのノードをクラスタに参加させます。

関連項目
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一般的なクラスタのメンテナンス

クラスタ ノードのネットワーク設定を管理する

クラスタまたはクラスタ内の各ノードのネットワーク設定を変更するには、System > Networ

をクリックしてください。Network Settings ページで変更ができます。クラスタを作成する

と、これらのページにドロップダウン リストが生成され、クラスタ全体または特定のノードを

選択して、更新することができます。Network ページの変更を保存すると、その設定は、指定

したクラスタまたはクラスタ ノード用に保存されます。クラスタ全体のネットワーク設定を変

更した場合は、クラスタ内のすべてのノードにその設定が伝達されます。

Member Name 列にあるノード名の System > Clustering > Cluste をクリックして、ノード固

有の Network ページにアクセスできます。

クラスタ ノードをアップグレードする

SA シリーズ アプライアンスには、クラスタにある各ノードを簡単にアップグレードできる機

能があります。１ つのノードに新しいサービス パッケージをインストールすると、インストー

ル完了時にノードが再起動したときに、クラスタのすべてのノードにサービス パッケージが

プッシュされます。

クラスタ サービス パッケージをアップグレードする

新しいサービス パッケージの 1 つのクラスタ ノードのみへのインストールインストールが完

了し、クラスタ ノードが再起動すると、そのノードがその他のノードにアップグレードするこ

とを指示します。

関連項目

クラスタの削除

クラスタを削除すると、すべてのノードがスタンドアロンの SA シリーズ アプライアンスとし

て稼動を開始します。

クラスタを削除するには、次の操作を行います。

1. アクティブなクラスタ メンバーの管理者コンソールで、System > Clustering > Cluster

Status ページを選択します。

2. 削除したいクラスタ ノードの横にあるチェックボックスを選択します。

3. Remove Cluster ボタンをクリックします。

4. 確認を求められたら、Remove をクリックします。

関連項目

クラスタ ノードの再起動またはリブート

2 台以上の SA シリーズ アプライアンスのクラスタを作成すると、クラスタ化された SA シ

リーズ アプライアンスは、論理エンティティとして機能します。シリアル コンソールまたは
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管理者コンソールのいずれかを使用して、クラスタ化された SA シリーズ アプライアンス 1

台を再起動すると、クラスタのすべての SA シリーズ アプライアンスが再起動します。

アクティブ/パッシブ クラスタ用に外部 VIP を設定する

既存の A/P クラスタに外部 VIP を追加するには、次の操作を行います。

1. A/P クラスタを作成し、内部ポートのみを設定します。

2. System > Clustering > Clustering Properties を選択して、内部 VIP を追加します。

3. System > Network > External Port を選択します。

4. Settings for メニューから「entire cluster」を選択します。

5. Netmask および Default Gateway を追加し、外部ポートは無効のままにしておきます。

6. 各ノードについて System > Network > External Port を選択し、外部ポート IP アドレス

を設定します。ただし、外部ポートは無効にしておきます。

7. 外部クラスタ VIP を追加します。

8. System > Network > External Port を選択します。Settings for メニューから「entire

cluster」を選択し、外部ポートを有効にします。

管理者コンソールの手順

820ページの表36 では、Status タブに表示される情報と、クラスタからの SA シリーズ アプ

ライアンス ノードの無効化、有効化、削除など、このタブで実行できるさまざまな管理タスク

を示します。

表36: クラスタ ステータス ページの情報

説明

ユーザー インターフェー

ス要素

アクティブ/パッシブ クラスタのクラスタ名、タイプ、設定、内部 VIP、

外部 VIP を表示します。

Status Information ラベル

クラスタに追加する SA シリーズ アプライアンスを指定するには、この

ボタンをクリックします。クラスタに追加する SA シリーズ アプライア

ンスごとに、この手順を行う必要があります。このボタンをクリックし

て、複数のノードを同時に追加することができます。

Add Member ボタン

以前に無効にしたノードを追加するには、このボタンをクリックします。

ノードを追加すると、すべてのステータス情報がノードで同期化されま

す。

Enable ボタン

クラスタ内でノードを無効にするには、このボタンをクリックします。無

効にした場合、ノードは引き続きクラスタを認識しますが、メンバが直接

ノードにサインインしない限り、状態の同期化に加わることもユーザー要

求を受け取ることもできません。

Disable ボタン

選択したノードをクラスタから削除するには、このボタンをクリックしま

す。削除されたノードは、スタンドアロン モードで実行します。

Remove ボタン
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表36: クラスタ ステータス ページの情報 （続き）

説明

ユーザー インターフェー

ス要素

VIP を、アクティブ/パッシブ クラスタの別のノードにフェールオーバー

するには、このボタンをクリックします。クラスタがアクティブ/パッシ

ブに設定されている場合のみ利用できます。

Fail Over VIP ボタン

クラスタに属するすべてのノードを一覧表示します。ノード名やネット

ワーク設定を変更するには、ノード名をクリックします。

Member Name 列

クラスタ メンバの内部 IP アドレスを CIDR（Classless Inter Domain

Routing）表記法で表示します。

Internal Address 列

CIDR 表記法を使用して、クラスタ メンバの外部 IP アドレスを表示しま

す。各ノードのネットワーク設定ページでそれぞれのノードに対して別の

アドレスを指定しない限り、この列には、クラスタ リーダーの外部 IP

アドレスのみが表示されます。ネットワーク設定ページにアクセスするに

は、Member Name 列で目的のノード名をクリックします。Network >

Network Settings ページで外部 IP アドレスを変更した場合、変更はす

べてのクラスタ ノードに影響します。

External Address 列

ノードの現在の状態を表示します。

• Green light/enabled － ノードはユーザー要求を処理し、クラスタの

同期化に加わっています。

• Yellow light/transitioning － ノードはクラスタに加わっています。

• Red light/disabled － ノードはユーザー要求を処理していないか、ク

ラスタの同期化に加わっていません。

• Red light/enabled, unreachable － ノードは有効ですが、ネットワー

クの問題のためにアクセスできません。

注意: クラスタの外部に配備されたノードやクラスタから除外された

ノードの状態は、「スタンドアロン」とみなされます。

Status 列

クラスタへのノードの接続状態を表示します。

• OK － ノードはクラスタにアクティブに参加しています。

• Transitioning － ノードがスタンドアロン状態から有効な状態に切り

替わっています。

• Unreachable － ノードがクラスタを認識していません。クラスタ メン

バは、オンライン状態で ping を送信できる場合でも、「アクセス不

可」の場合があります。考えられる理由としては、パスワードが間違っ

ている、すべてのクラスタ ノードを認識していない、別のグループ通

信モードで設定されている、異なるサービス パッケージ バージョンを

実行している、コンピュータの電源がオフになっている、などがありま

す。

Notes 列

ノードがクラスタに再度加わるときのノードの同期順を指定します。同期

ランクは、0（最も低いランク）から 255（最も高いランク）の範囲です。

最高値のランクから優先されます。2 つのノードが同じ同期ランクを持つ

場合、メンバの名前の英数字によって優先順位が決められます。

注意:

Sync Rank 列

Sync Rank 列でノードの優先順位を変更した後、同期ランクを更新しま

す。

Update ボタン
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関連項目

クラスタを監視する

SA シリーズ アプライアンスが提供する標準のログ作成ツールを使って、クラスタを監視する

ことができます。特に、クラスタ特有の SNMP トラップを複数使用して、クラスタ ノードで生

じる次のようなイベントを監視できます。

• 外部インターフェースのダウン

• 内部インターフェースのダウン

• ノードの無効化

• 仮想 IP（VIP）の変更

• クラスタ ノードを削除する（クラスタ停止）

注: 通常 SNMP トラップは、クラスタ全体に対して設定することをお勧めします。

そうすることによって、どのクラスタ ノードも、生成されたトラップを正しいター

ゲットに送信することが可能になります。ロード バランサも使用する場合は、特定

の操作をどのノードが行うかがわからないため、トラップをクラスタ全体に対して

設定することは特に重要です。この場合、ロード バランサは、どのクラスタ ノー

ドが管理セッションを管理できるかを独自に判断することができます。

これらのイベントは、Juniper Networks Standard MIB に含まれる SNMP トラップを使用して、

監視することができます。これらのトラップには、以下が含まれます。

• iveNetExternalInterfaceDownTrap － 外部インターフェースをダウンさせたイベントの種類

を提供します。

• iveNetInternalInterfaceDownTrap － 内部インターフェースをダウンさせたイベントの種類

を提供します。

• iveClusterDisableNodeTrap － ノードが無効にされたクラスタ名前と、スペースで区切られ

た無効なノード名のリストを提供します。

• iveClusterChangedVIPTrap － VIP の種類、外部あるいは内部、変更前と変更後の値を提供

します。

• iveClusterDelete － クラスタ削除イベントを開始したクラスタ ノード名を提供します。

これらのトラップは、MIB で常に有効化され、利用可能な状態です。トラップを無効にするこ

とはできません。

関連項目

クラスタのトラブルシューティング

クラスタ通信で問題がある場合、クラスタ ノードのトラブルシューティング ツールを使用す

るように、Juniper Networks Support 担当者から指示される場合があります。
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クラスタ ノード トラブルシューティング ツールを使用するには、管理者コンソールで以下の

いずれかの方法を選択します。

管理者コンソールで Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Node Monitorに進む、

または Maintenance > Troubleshooting > Clustering Network Connectivityに進む、もしく

は Maintenance > Troubleshooting > Clustering Group Communicationに進む。

clustering Status ページの組み込み機能を使用して、各クラスタ ノードの状態を識別するこ

とができます。Status ランプ アイコンにマウス カーソルを置くと、16 進数数字を含むツー

ル ヒントが表示されます。16 進数数字は、SA シリーズ アプライアンスの状態のスナップ

ショットです。ステータスの番号を示すビット マスクは、823ページの表37のように表示されま

す。

表37: クラスタの状態

意味値

SA シリーズ アプライアンスはスタンドアロン モードです。0x000001

SA シリーズ アプライアンスはクラスタが無効な状態にあります。0x000002

SA シリーズ アプライアンスはクラスタが有効な状態にあります。0x000004

SA シリーズ アプライアンスに到達不可能です（オフライン、間違ったパスワー

ド、クラスタ定義が異なる、バージョンが異なる、あるいは関連する問題などの

ためです）。

0x000008

ノードは VIP を保有している（on）、またはしていない（off）。0x00002000

SA シリーズ アプライアンスは別の SA シリーズ アプライアンスから状態を同期

しています（初期同期フェーズ）。

0x000100

SA シリーズ アプライアンスはある状態から別の状態に変わっています。0x000200

ローカルのグループ通信サブシステムとリモート ノードは切断されました。0x00020000

管理インターフェース（mgt0）は切断されたされたようです。0x00040000

管理ゲートウェイに ARP ping が到達できません。0x00080000

SA シリーズ アプライアンス int0 が切断されたようです（キャリアなし）。0x000800

SA シリーズ アプライアンス int1 が切断されたようです（キャリアなし）。0x001000

SA シリーズ アプライアンスはその状態を参加している別の シリーズ アプライ

アンスに同期しています。

0x002000

マスタあるいはスレーブの初期同期を行っています。0x004000

この SA シリーズ アプライアンスはクラスタのリーダーです。0x008000

スプレッド デーモンが実行中で、キャッシュ サーバーがそれに接続しています。0x010000
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表37: クラスタの状態 （続き）

意味値

int0 のゲートウェイに ARP pings が到達できません（ログ ファイルを参照）。0x020000

int1 のゲートウェイに ARP pings が到達できません（ログ ファイルを参照）。0x040000

リーダー選定を行っています。0x080000

サーバー ライフ サイクル プロセス（dsmon)がビジーです。0x100000

システムが状態同期化後のアクティビティを実行します。0x200000

• スプレッド デーモンが実行中で、キャッシュ サーバーがそれに接続していま

す。

• int0 のゲートウェイに ARP pings が到達できません（ログ ファイルを参照）。

• SA シリーズ アプライアンスはクラスタが有効な状態にあります。

0x30004

• スプレッド デーモンが実行中で、キャッシュ サーバーがそれに接続していま

す。

• int0 のゲートウェイに ARP pings が到達できません（ログ ファイルを参照）。

• この SA シリーズ アプライアンスはクラスタのリーダーです。

• SA シリーズ アプライアンスはクラスタが有効な状態にあります。

0x38004

各コードは、SA シリーズ アプライアンスで見られるように、特定の状態に関連することがで

きます。しかし、それぞれのコードが複数の状態の組み合わせを表していることもあるため、

実際のコードは 823ページの表37 に表示されません。その代わりに、SA シリーズ アプライア

ンスに示されるコードは、823ページの表37 で表示されているように、16 進数の合計となりま

す。以下の例のように、コードを取り除く必要があります。

• 0x38004 － この 16 進数の1番右の数字（4）は、以下に対応します。

• 0x000004 SA シリーズ アプライアンスはクラスタが有効な状態にあります。

• 0x38004 － 右から 4 番目の数字（8）は、以下に対応します。

• 0x008000 この SA シリーズ アプライアンスはクラスタのリーダーです。

• 0x38004 － この 16 進数の1番左の数字（3）は表に記載されていません。これは 2 つの数

字の合計を示しており、この場合は以下のコードのように 1 と 2 を表しています。

• 0x020000 － int0 のゲートウェイに ARP pings が到達できません（ログ ファイルを参

照）。

• 0x010000 － スプレッド デーモンが実行中で、キャッシュ サーバーがそれに接続してい

ます。

「管理 IP アドレスが指定の管理 IP アドレスと違います。」エラーメッセージ

管理ポートを設定し、有効にしているにもかかわらず、スタンドアロン SA6000/SA6500 ノード

をクラスタに加えるときに以下のエラーメッセージを受け取った場合は、
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ローカル システムの管理 IP アドレス（x.x.x.x）がリモート システムでこのシステムに設定

されている管理アドレス(表示されていない)と異なります。

次の手順を行い、ノードを追加します。

1. 1 次ノードの管理コンソールから System > Network > Management Port を選択します。

2. ノードを選択し、「Setting for」ラベルの横のドロップ ダウン リストから追加します。

3. 管理ポートを有効にし、追加するノードの IP アドレス、ネットマスク、デフォルト ゲー

トウェイ情報を入力します。

4. Save Changes をクリックします。

5. 追加しているノードの管理者コンソールで、再度クラスタを加えます。

関連項目

シリアル コンソールの手順

SA シリーズ アプライアンスを、シリアル コンソールからクラスタに追加することができま

す。ただし、SA シリーズ FIPS 環境で実行している場合は、各 SA シリーズ アプライアンス

をそれぞれの管理者コンソールから追加する必要があります。

出荷時設定の SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加する場合は、シリアル コンソー

ルの使用をお勧めします。初期化のプロセスにおいて最低限の情報を入力するだけで、既存の

クラスタを追加することができます。SA シリーズ アプライアンスは、クラスタに加わると、

クラスタ状態設定を受け取り、そのマシンの設定を既存の設定ですべて上書きし、新しいマシ

ンに必要な予備情報を提供します。

さらに SA シリーズ アプライアンスのシリアル コンソールを使用して、クラスタ内の SA シ

リーズ アプライアンスを無効にすることもできます。SA シリーズ アプライアンスが同期状態

の場合には、管理者コンソールにアクセスできません。このため、たとえば SA シリーズ アプ

ライアンスをアップグレードまたは再起動する場合、まずシリアル コンソールを使用して、ク

ラスタから SA シリーズ アプライアンスを無効にします。

関連項目

シリアル コンソールを通じて SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加する

設定済みあるいは工場出荷時設定の SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加する前に、

その識別情報をクラスタに認識させる必要があります。
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注:

• 現在スタンドアロン マシンとして稼動している SA シリーズ アプライアンスを

管理者コンソールを介してクラスタに追加する場合、追加する SA シリーズ アプ

ライアンスは、他のメンバーと同じハードウェア プラットフォームで同一バー

ジョン以降のサービス パッケージを実行している必要があります。

• 以前のバージョンのサービス パッケージを実行している SA シリーズ アプライ

アンスをクラスタに追加しようとすると、SA シリーズ アプライアンスは、自動

的に不一致を検出して、クラスタからより最新のパッケージを取得し、クラスタ

に加わります。

シリアル コンソールから SA シリーズ アプライアンスをクラスタに追加するには、次の操作

を行います。

1. 既存のクラスタ メンバーの管理者コンソールで、System > Clustering > Cluster Status

タブを選択し、クラスタに追加する SA シリーズ アプライアンスを指定します。

2. クラスタに追加するマシンのシリアル コンソールに接続します。

3. マシンをリブートして、シリアル コンソールを監視します。システム ソフトウェアが起動

すると、「スタンドアロン SA シリーズ アプライアンスとして起動しようとしています。

クラスタリング オプションを選択する場合には Tab を押してください」という旨のメッ

セージが表示されます。このオプションが表示されたら、ただちに Tab キーを押します。

注: メッセージが表示されてから 5 秒以内に Tab キーを押してください。マシ

ンがスタンドアロン モードで起動してしまった場合には、起動が完了するまで

待ってから再起動してください。

4. 既存のクラスタに SA シリーズ アプライアンスを加える手順の番号を入力します。

5. 要求に従って、次のような情報を入力します。

• クラスタ内のアクティブ メンバーの内部 IP アドレス

• クラスタ パスワード。これはクラスタを定義したときに入力したパスワードです

• 追加するマシンの名前

• 追加するマシンの内部 IP アドレス

• 追加するマシンのネットマスク

• 追加するマシンのゲートウェイ

アクティブなクラスタ メンバーは、クラスタ パスワードを確認し、さらに新しいマシン

名と IP アドレスが、管理者コンソールの System > Clustering > Cluster Status > Add

Cluster Member をクリックして指定された値と一致するか確認します。資格情報が有効
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な場合は、アクティブ メンバーが、ライセンス キー、証明書、ユーザー、システム デー

タなどの状態データのすべてを新しいクラスタ メンバーにコピーします。

6. 番号を入力して、SA シリーズ アプライアンスにクラスタへ加わる手順を続行するよう指示

します。マシンがクラスタに追加されたことを確認するメッセージが表示されたら、アク

ティブないずれかのクラスタ メンバーの管理者コンソールで System > Clustering > Cluster

Status タブをクリックします。そして、新しいメンバーの Status が緑色で表示されてい

ること、および SA シリーズ アプライアンスがクラスタの有効なノードになっていること

を確認します。

関連項目

シリアル コンソールを使用してクラスタ化された SA シリーズ アプライアンスを無効にする

シリアル コンソールを使用して、クラスタ内の SA シリーズ アプライアンスを無効にするに

は、次の操作を行います。

1. クラスタ内で無効にするマシンのシリアル コンソールに接続します。

2. SA シリーズ アプライアンスの System Operations オプションに対応する番号を入力しま

す。

3. Disable Node オプションに対応する番号を入力します。

4. ノードを無効にするかどうかシリアル コンソールから確認されたら、y を入力します。

5. アクティブないずれかのクラスタ メンバーの管理者コンソールにおいて、System >

Clustering > Status を選択し、クラスタ内で SA シリーズ アプライアンスが無効になっ

ていることを確認します。無効になったメンバーの Status が赤になっているはずです。

関連項目
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第34章

管理者ロールの委任

• 管理者ロールの委任について 829ページ

• 管理者ロールの作成と設定 830ページ

• 委任する管理タスクを指定する 831ページ

• システム管理者ロールの一般設定の定義 833ページ

• 委任する管理タスクを指定する 836ページ

管理者ロールの委任について

SA アクセス管理システムでは、システム管理者ロールとセキュリティ管理者ロールを使用し

て、SA のさまざまな管理タスクを複数の管理者に委任できます。システム管理者ロールおよび

セキュリティ管理者ロールは、SA の管理機能と、これらのロールに割り当てられた管理者の

セッション プロパティを指定する、定義済みのエンティティです。管理者ロールのカスタマイ

ズは、その管理者ロールのメンバーが表示および管理可能な SA 機能のセット、ユーザー ロー

ル、認証領域、リソース ポリシー、リソース プロファイルを選択して行います。システム管

理者は、ユーザー ロール、領域、リソース ポリシーのみを管理でき、管理者コンポーネント

はセキュリティ管理者のみが管理できます。

たとえば、「Help Desk Administrators」というシステム管理者ロールを作成し、Web アプリ

ケーションや SA ページにアクセスできないユーザーのヘルプ係として、第 1 層サポート コー

ルを受け持つユーザーをこのロールに割り当てるとします。トラブルシューティングを行うた

め、Help Desk Administrators ロールを以下のように設定します。

• ヘルプ デスク管理者に System > Log/Monitoring ページの書き込みアクセスを許可するこ

とにより、管理者が SA ログの表示やフィルタリングを行って、個々のユーザー セッション

履歴で重要イベントについて調べることができるようにします。同様に、Maintenance >

Troubleshooting ページの書き込みアクセスを許可し、個々のユーザー システムの問題をト

レースできるようにします。

• ヘルプ デスク管理者に Users > User Roles ページの読み取り権限を許可して、個々のユー

ザー ロールで利用可能なブックマーク、共有ファイル、アプリケーションを確認できるよう

にします。同様に、Resource Policy または Resource Profile ページの読み取り権限を許

可し、個々のユーザー アクセスが拒否されるブックマーク、共有ファイル、およびアプリ

ケーションを表示できるようにします。

• ヘルプ デスク管理者に、その他の System ページおよび Maintenance ページへのアクセス

を禁止します。これらは主に、ライセンスやサービス パッケージのインストールなど、シス
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テム全体の設定に使用するもので、個々のユーザーのトラブルシューティングを行うための

ものではありません。

注: 作成した委任管理者ロール以外に、SA には管理者の次の 2 つの基本的タイプ

が含まれます。スーパー管理者（.Administrators ロール）は、管理コンソールか

らすべての管理タスクを実行でき、読み取り専用管理者（.Read only Administrators

ロール）は、管理者コンソールから IVE のすべての設定を見ることができますが、

変更はできません。

また、“Help Desk Manager”というセキュリティ管理者ロールを作成して、ヘルプデスク管理

者の管理を担当するユーザーを、このロールに割り当てることができます。Help Desk Manager

ロールを、ヘルプデスク管理者が自身の管理者ロールの作成や削除を行うことを許可するよう、

設定することができます。ヘルプデスク管理者は、SA の機能エリアによって役割を分担するよ

う、管理者ロールを作成できます。たとえば、ある管理者ロールを、ログ監視に関するすべて

の問題を担当するよう指定します。他のロールをネットワークコネクトに関する問題に割り当

てます。

委任管理者機能は SA 700 アプライアンスではご利用できません。ただし、すべての Secure

Access アプライアンスは、.Administrators ロールのメンバーに、.Administrators ロールと

.Read Only Administrators ロールに対する一般ロール設定、アクセス管理オプション、セッ

ション オプションの設定を許可します。

管理者ロールの作成と設定

Administrators > Admin Roles に移動して、Administrators ページを表示します。このペー

ジから、委任管理者ロールにデフォルト セッションやユーザー インターフェースのオプショ

ンを設定できます。

管理者アカウントを個別に作成するには、ロールではなく、該当する認証サーバーからユーザー

を追加する必要があります。たとえば、管理者コンソールの Authentication > Auth. Servers

> Administrators > Users ページの設定を使用して、個別の管理者アカウントを作成すること

ができます。Administrators サーバーや他のローカル認証サーバーでユーザーを作成する方法

については、。サードパーティ サーバーでユーザーを作成する方法については、製品に付属の

マニュアルを参照してください。

管理者ロールを作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Roles を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

• New Role をクリックして、デフォルト設定で新規管理者ロールを作成します。

• 既存の管理者ロールの横にあるチェックボックスを選択して、Duplicate をクリックし、

ロールとカスタムの権限をコピーします。システムのデフォルト ロール（.Administrators

と .Read Only Administrators）はコピーできないことに注意してください。

3. 新規ロールには、Name（必須）と Description（オプション）を入力し、Save Changes を

クリックします。

4. 後続のセクションの指示に従って、ロールの設定を変更します。
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注: SA シリーズ アプライアンスのデフォルト管理者ロール（.Administrators ま

たは .Read Only Administrators）の 1 つを選択した場合、変更できるのは General

タブの設定のみです（SA シリーズ アプライアンスのデフォルト管理者ロールは常

に System タブ、Users タブ、Administrators タブ、および Resource Policies

タブで定義された機能にアクセスするためです）。

.Administrators および .Read Only Administrators ロールは、SA シリーズ アプ

ライアンスのデフォルト ロールとして定義されているため、削除できません。

関連項目

委任する管理タスクを指定する

このトピックには、管理タスクをさまざまな委任管理者ロールに委任することについての説明

が含まれています。

システム管理タスクを委任する

Administrators > Admin Roles > Select Role > System タブを使用して、異なる管理ロール

にさまざまな SA シリーズ アプライアンス システム管理タスクを委任します。権限を委任す

る際、以下に留意してください。

• 選択した権限レベルに関係なく、SA シリーズ アプライアンスはすべての管理者に対して管

理者コンソールのホームページ（System > Status > Overview）の読み取りアクセス（最低

でも）を許可します。

• SA シリーズ アプライアンスは、委任管理者に対して、自身の権限を変更できるページへの

書き込みアクセスを許可しません。システム付属の管理者ロール（.Administrators および

.Read Only Administrators）のみが、以下のページにアクセスできます。

• Maintenance > Import/Export（このページでは、.Read Only Administrators は設定を

エクスポートできますが、設定のインポートはできません）

• Maintenance > Push Config

• Maintenance > Archiving > Local Backups

• Meeting Schedule ページへの委任アクセスは、Administrators > Admin Roles > Select

Role > Resource Policies ページの Meetings オプションで制御されています。

ユーザーおよびロール管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Select Role > Users > Roles サブタブを使用して、管理者

ロールが管理できるユーザー ロールを指定します。ロール管理権限を委任する際、以下に留意

してください。

• 委任管理者が管理できるのは、ユーザー ロールのみです。

• 委任管理者は、ユーザー ロールを新規作成したり、既存のロールをコピーまたは削除するこ

とはできません。
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• 委任管理者にユーザー ロール内のいずれかの機能の読み取りまたは書き込みを許可した場

合、SA シリーズ アプライアンスは、委任管理者に対してこのロールの Users > User Roles

> Select Role > General > Overview ページへの読み取りアクセスも許可します。

• 委任管理者に対して、Administrators > Admin Roles > Select Administrator Role >

Resource Policies ページでリソース ポリシへの書き込みアクセスを許可した場合、この管

理者は、あらゆるユーザー ロールに適用するリソース ポリシを作成できます。これはロー

ルの読み取りアクセスを許可されていない場合でも可能です。

ユーザー領域管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Select Role > Users > Authentication Realms タブを使

用して、管理者ロールが管理できるユーザー認証領域を指定します。領域管理権限を委任する

際、以下に留意してください。

• システム管理者は、ユーザー領域のみを管理できます。

• システム管理者は、ユーザー領域を新規作成したり、既存の領域をコピーまたは削除するこ

とはできません。

• システム管理者にあらゆるユーザー領域ページに対する読み取りまたは書き込みを許可する

と、SA シリーズ アプライアンスはシステム管理者に対して、このロールの Users > User

Realms > Select Realm > General ページの読み取りへのアクセスも許可します。

管理機能を委任する

Administrators > Admin Roles > Select Roles > Administrators タブを使用して、セキュリ

ティ管理者ロールが管理するシステム管理ロールおよび領域を指定します。セキュリティ管理

権限を委任する際、以下に留意してください。

• セキュリティ管理者ロールは、すべての管理ロールと領域を制御することができます。

• セキュリティ管理者に、管理者ロール、管理者領域、あるいはその両方の制御を許可するこ

とができます。

• セキュリティ管理者が管理者ロールや管理者領域を追加および削除することを、制限したり、

許可することができます。

リソース ポリシ管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Resource Policies タブを使用して、管理者ロールが管理で

きるユーザー リソース ポリシを指定します。リソース ポリシ管理権限を委任する場合は、委

任システム管理者はリソース ポリシの以下の特性を修正できないことに注意してください。

• リソース自体（つまり、IP アドレスまたはホスト名）

• SA シリーズ アプライアンスがリソース ポリシを評価する順序
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リソース プロファイル管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Resource Profiles タブを使用して、管理者ロールが管理で

きるユーザー リソース プロファイルを指定します。リソース プロファイル管理権限を委任す

る場合は、委任システム管理者はリソース プロファイルの以下の特性を修正できないことに注

意してください。

• リソース自体（つまり、IP アドレスまたはホスト名）

• SA シリーズ アプライアンスがリソース ポリシを評価する順序

IVS システムへのアクセスを委任する

IVS ライセンスを実行している場合は、特定の IVS システムへの管理アクセスおよび役割を委

任することもできます。すべての IVS システムあるいは指定した IVS システムへの読み取り/

書き込みアクセス、あるいは読み取り専用アクセスを委任できます。

関連項目

システム管理者ロールの一般設定の定義

管理者ロールのデフォルト オプションを定義する

すべての委任管理者ロールのデフォルト オプションを定義するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Roles を選択します。

2. Default Options をクリックします。

3. 下に指定するように Session Options と UI Options の設定を変更します。これらの値は、

新しい委任管理者ロールのすべてに対し、新しいデフォルト値になります。

一般的なロール設定とオプションを管理する

一般的なロール設定とオプションを管理するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Roles > Select Role > General > Overview

を選択します。

2. Name フィールドと Description フィールド（オプション）で、委任管理者ロールのラベル

を作成します。

3. Options で、以下の項目のチェックボックスを選択します。

• Session Options － General > Session Options タブで指定した設定をロールに適用し

ます。

• UI Options － General > UI Options タブで指定した設定をロールに適用します。

4. Save Changes をクリックし、設定値をロールに適用します。

ロールにアクセス管理オプションを指定する
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ロールのアクセス管理オプションを指定するには、Administrators > Admin Roles> General >

Restrictions タブを使用します。SA シリーズ アプライアンスは、指定した制限が満たされな

い場合、管理者をこのロールにマップしません。

ロールにアクセス管理オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Roles > Select Role > General >

Restrictions を選択します。

2. ロールに設定するオプションに対応するタブをクリックし、ロール設定手順に従って設定し

ます。

3. Save Changes をクリックします。

一般的なセッション オプションを指定する

一般的なセッション オプションを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Roles > Select Role > General > Session

Options を選択します。

2. Session Lifetime で、以下の項目の値を指定します。

• Idle Timeout － 管理者セッションを終了するまでに、アイドル状態を保持できる最大時

間を分単位で指定します。最小値は 5 分です。デフォルトのアイドル セッション制限は

10 分です。つまり、管理者のセッションで 10 分間、何も操作がなかった場合、SA シ

リーズ アプライアンスはセッションを終了させて、システム ログにイベントを記録しま

す（以下で説明するセッション タイムアウト警告が有効な場合を除く）。

• Max. Session Length － アクティブな管理者ユーザー セッションが終了するまでのオー

プン状態が可能な時間を、分単位で指定します。最小値は 6 分です。管理セッションの

デフォルトの時間制限は 60 分です。60 分を経過すると、SA シリーズ アプライアンス

はセッションを終了させて、システム ログにイベントを記録します。

3. Roaming session で、次の項目を指定します。

• Enabled － このグループにマップされているユーザーのローミング ユーザー セッショ

ンを有効にします。ローミング ユーザー セッションは複数のソース IP アドレスにまた

がって機能します。この場合、動的 IP アドレスで特定の場所から SA シリーズ アプラ

イアンスにサインインしたモバイル管理者（ノートパソコン ユーザー）は、別の場所に

移っても作業を続行できます。ユーザーが新しいソース IP アドレスから、以前に設定し

たセッションにアクセスすることを防止するには、この機能を無効にします。こうする

と、ハッカーがユーザーの有効なセッション Cookie を入手できた場合でも、ユーザーの

セッションのなりすましによる攻撃から保護するのに役立ちます。

• Limit to subnet － ローミング セッションを Netmask フィールドに指定したローカル

サブネットに制限します。特定の IP アドレスでサインインした管理者は、IP アドレス

が同じサブネットに含まれている限り、別の IP アドレスでセッションを継続して使用で

きます。

• Disabled － このロールにマップされている管理者のローミング セッションを無効にし

ます。特定の IP アドレスでサインインした管理者は、別の IP アドレスからアクティブ
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な SA シリーズ アプライアンス セッションを続けることができません。管理者セッショ

ンは、最初のソース IP アドレスに制約されます。

4. Save Changes をクリックし、設定値をロールに適用します。

UI オプションを指定する

Administrators > Admin Roles > ロールを選択 > General > UI Options タブを使用して、コ

ンソールの色、ロゴ、階層型ナビゲーション メニューなど、このロールに割り当てられた管理

者の管理者コンソール設定をカスタマイズします。（管理者コンソールのサインイン ページの

ロゴとカラーのカスタマイズについての詳細は、。

階層型ナビゲーション メニューとは、管理者コンソールの左パネルにあるメニュー上にマウス

カーソルを置くと表示される、動的なメニューです。たとえば、階層ナビゲーション メニュー

を有効にした場合、管理者コンソールの Authentication > Signing In メニューにマウス カー

ソルを置くと、Sign in Policies および Sign in Pages サブメニューが表示されます。こ

れらのメニューを使用すると、メニュー階層を順番にクリックすることなく、システム内をす

ばやく移動できます。

注: 階層型メニューをサポートする環境については、Juniper Networks Customer

Support Center の Supported Platforms Guide を参照してください。

Administrators または Users で、10 以上の認証領域またはロールを定義した場

合、管理者コンソールは、最近アクセスしたロールまたは領域を、最高 10 件まで

コンソールの階層型ナビゲーション メニューに表示します。SA シリーズ アプライ

アンスは、現在の管理者が最近アクセスした 10 件のロールと SA シリーズ アプラ

イアンスにサインインしたすべての管理者がアクセスした 10 件のロールと領域を

表示します。

ロール ユーザーの SA Series Appliance Welcome ページをカスタマイズするには、次の操作

を行います。

1. 管理者コンソールで、Administrators > Admin Roles > Select Role を選択します。

2. このロールの設定を有効にするには、General > Overview タブで UI Options を選択しま

す。

3. General > UI Options を選択して、ロールの設定をカスタマイズします。

4. Header セクションで、ヘッダーのカスタム ロゴ イメージ ファイルとヘッダーの色を指定

します。

5. Navigation Menus セクションで、階層型ナビゲーション メニューを表示するかどうかを選

択します。次のオプションがあります。

• Auto enabled － SA シリーズ アプライアンスは、管理者が、サポート対象のプラット

フォームからサインインしているかどうかを判別し、それに従って階層型のメニューを有

効または無効にします。

• Enabled － SA シリーズ アプライアンスは、プラットフォームに関係なく、階層型メ

ニューを有効にします。管理者が、サポートされないプラットフォームからサインインし

ている場合は、階層型メニューが有効になっていても使用できない可能性があります。
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• Disabled － SA シリーズ アプライアンスは、ロールの全メンバーに対して階層型メニュー

を無効にします。

6. Other セクションで、Show copyright notice and “Secured by Juniper Networks” label

in footers チェックボックスを選択すると、Juniper のロゴが表示されます。

ユーザー ロールに著作権表示を見せたくない場合、ユーザー ロール全体について Default

Settings のオプションを解除できます。こうすることにより、今後作成されるすべてのロー

ルに対し、エンドユーザー UI で通知が表示されません。

7. Save Changes をクリックします。変更はただちに有効になりますが、変更を確認するには、

現在のユーザー ブラウザ セッションを更新する必要があります。または、管理者コンソー

ルの外観をデフォルト設定にリセットするには、Restore Factory Defaults をクリックし

ます。

関連項目

委任する管理タスクを指定する

このトピックには、管理タスクをさまざまな委任管理者ロールに委任することについての説明

が含まれています。

システム管理タスクを委任する

Administrators > Admin Roles > Select Role > System タブを使用して、異なる管理ロール

にさまざまな SA シリーズ アプライアンス システム管理タスクを委任します。権限を委任す

る際、以下に留意してください。

• 選択した権限レベルに関係なく、SA シリーズ アプライアンスはすべての管理者に対して管

理者コンソールのホームページ（System > Status > Overview）の読み取りアクセス（最低

でも）を許可します。

• SA シリーズ アプライアンスは、委任管理者に対して、自身の権限を変更できるページへの

書き込みアクセスを許可しません。システム付属の管理者ロール（.Administrators および

.Read Only Administrators）のみが、以下のページにアクセスできます。

• Maintenance > Import/Export（このページでは、.Read Only Administrators は設定を

エクスポートできますが、設定のインポートはできません）

• Maintenance > Push Config

• Maintenance > Archiving > Local Backups

• Meeting Schedule ページへの委任アクセスは、Administrators > Admin Roles > Select

Role > Resource Policies ページの Meetings オプションで制御されています。
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ユーザーおよびロール管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Select Role > Users > Roles サブタブを使用して、管理者

ロールが管理できるユーザー ロールを指定します。ロール管理権限を委任する際、以下に留意

してください。

• 委任管理者が管理できるのは、ユーザー ロールのみです。

• 委任管理者は、ユーザー ロールを新規作成したり、既存のロールをコピーまたは削除するこ

とはできません。

• 委任管理者にユーザー ロール内のいずれかの機能の読み取りまたは書き込みを許可した場

合、SA シリーズ アプライアンスは、委任管理者に対してこのロールの Users > User Roles

> Select Role > General > Overview ページへの読み取りアクセスも許可します。

• 委任管理者に対して、Administrators > Admin Roles > Select Administrator Role >

Resource Policies ページでリソース ポリシへの書き込みアクセスを許可した場合、この管

理者は、あらゆるユーザー ロールに適用するリソース ポリシを作成できます。これはロー

ルの読み取りアクセスを許可されていない場合でも可能です。

ユーザー領域管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Select Role > Users > Authentication Realms タブを使

用して、管理者ロールが管理できるユーザー認証領域を指定します。領域管理権限を委任する

際、以下に留意してください。

• システム管理者は、ユーザー領域のみを管理できます。

• システム管理者は、ユーザー領域を新規作成したり、既存の領域をコピーまたは削除するこ

とはできません。

• システム管理者にあらゆるユーザー領域ページに対する読み取りまたは書き込みを許可する

と、SA シリーズ アプライアンスはシステム管理者に対して、このロールの Users > User

Realms > Select Realm > General ページの読み取りへのアクセスも許可します。

管理機能を委任する

Administrators > Admin Roles > Select Roles > Administrators タブを使用して、セキュリ

ティ管理者ロールが管理するシステム管理ロールおよび領域を指定します。セキュリティ管理

権限を委任する際、以下に留意してください。

• セキュリティ管理者ロールは、すべての管理ロールと領域を制御することができます。

• セキュリティ管理者に、管理者ロール、管理者領域、あるいはその両方の制御を許可するこ

とができます。

• セキュリティ管理者が管理者ロールや管理者領域を追加および削除することを、制限したり、

許可することができます。
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リソース ポリシ管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Resource Policies タブを使用して、管理者ロールが管理で

きるユーザー リソース ポリシを指定します。リソース ポリシ管理権限を委任する場合は、委

任システム管理者はリソース ポリシの以下の特性を修正できないことに注意してください。

• リソース自体（つまり、IP アドレスまたはホスト名）

• SA シリーズ アプライアンスがリソース ポリシを評価する順序

リソース プロファイル管理を委任する

Administrators > Admin Roles > Resource Profiles タブを使用して、管理者ロールが管理で

きるユーザー リソース プロファイルを指定します。リソース プロファイル管理権限を委任す

る場合は、委任システム管理者はリソース プロファイルの以下の特性を修正できないことに注

意してください。

• リソース自体（つまり、IP アドレスまたはホスト名）

• SA シリーズ アプライアンスがリソース ポリシを評価する順序

IVS システムへのアクセスを委任する

IVS ライセンスを実行している場合は、特定の IVS システムへの管理アクセスおよび役割を委

任することもできます。すべての IVS システムあるいは指定した IVS システムへの読み取り/

書き込みアクセス、あるいは読み取り専用アクセスを委任できます。

関連項目
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• Instant Virtual System（IVS）の概要 840ページ

• IVS を配備する 841ページ

• 仮想化 SA シリーズ アプライアンス アーキテクチャ 843ページ

• ルート システムまたは IVS へのサインイン 844ページ

• IVS へ移動する 848ページ

• IVS 設定ワークシート 848ページ

• ルート システムの管理 850ページ

• ルート管理者を設定する 850ページ

• IVS プロビジョニング プロセスの概要 852ページ

• IVS のサインイン ポートの設定 853ページ

• 加入者 IVS 上の仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN） 855ページ

• 仮想化 SA シリーズ アプライアンスで VLAN を設定する 856ページ

• 静的ルートを VLAN ルート テーブルに追加する 857ページ

• VLAN の削除 858ページ

• 証明書サーバーをロードする 858ページ

• 仮想システム（IVS プロファイル）の作成 859ページ

• ルート システムまたは別の IVS からのコピーによる IVS 初期設定 861ページ

• IVS 管理者として直接 IVS にサインインする 863ページ

• ロール ベースのソース IP エイリアスについて 863ページ

• IVS でロールをソース IP アドレスに関連付ける 864ページ

• IVS でポリシ ルーティング規則を設定する 864ページ

• 仮想化 SA シリーズ アプライアンスをクラスタ化する 866ページ

• MSP ネットワーク上で DNS サーバーにアクセスする 867ページ

• 加入企業イントラネット上で DNS サーバーにアクセスする 868ページ

• ネットワークコネクトを仮想化 SA シリーズ アプライアンスでの使用に設定する 869ページ

• 集中 DHCP サーバーの設定 872ページ

• 認証サーバーについて 873ページ

• IVS システムへの管理アクセスの委任 875ページ
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• IVS システムのスタンドアロン インストーラへアクセスする 876ページ

• IVS 設定ファイルのエクスポートとインポート 876ページ

• IVS システムで XML インポートおよび XML インポートを使用する 878ページ

• 加入者の監視 879ページ

• VLAN のトラブルシューティング 879ページ

• IVS 使用例:ポリシ ルーティング規則解決 881ページ

• 使用例:グローバル認証サーバーを複数の加入者に対して設定する 886ページ

• 使用例:加入者ごとに DNS/WINS サーバー IP アドレスを設定する 887ページ

• 使用例:各加入者の Web アプリケーションおよび Web ブラウズへのアクセスを設定す

る 887ページ

• 使用例:各加入者のファイル ブラウズ アクセスを設定する 888ページ

• 使用例:加入者のエンドユーザーに複数のサブネット IP アドレスを設定する 889ページ

• 使用例:共有サーバーへのアクセスを可能にするため複数の IVS システムを設定する 889ページ

Instant Virtual System（IVS）の概要

Instant Virtual System（IVS）により、管理サービス プロバイダ（MSP）は、中小企業に対

し、コスト パフォーマンスに優れたセキュアなリモート アクセス、障害リカバリー、管理エ

クストラネット サービスを提供する機会を得ることができます。この機会を利用して、MSP

は、加入企業の構内の設備機器から（Customer Premises Edge ルーター ベース）、または MSP

ネットワーク内で（Carrier Edge ルーター ベースまたはネットワーク ベース）、管理セキュ

リティ ソリューションを提供することができます。ネットワーク ベースの管理セキュリティ

ソリューションは、MSP ネットワークのセキュリティ ゲートウェイ装置を一元化します。仮想

化 SA シリーズ アプライアンスにより、MSP は管理されたネットワーク ベースの SSL VPN

サービスを、同一の装置で複数の顧客に提供することが可能となります。基本的なビジネス モ

デルの例として、以下が挙げられます。

• MSP が MSP サイトにおいて SSL MSP 装置を管理する。

• 中小企業が MSP の月次サービスに加入する。

• 装置の管理は MSP が行うが、ポータル管理に関しては、各加入企業が指定する IVS 管理者

に委任する。

• 加入企業間の構造と管理上の分離は、仮想システムがサポートして実施し、それぞれの加入

者に完全にセキュアで個別化されたビューを提供する。

このシステムは、サービス プロバイダにとって多くの利点があります。

• マーケットシェアを拡大 － 1 台の SA シリーズ アプライアンスから、多くの加入企業に対

してセキュアな SSL VPN 機能を提供することができます。MSP は、スケールメリットと、中

小企業を対象としたサービスにおいて市場シェアの拡大の機会が得られます。

• 管理を簡素化 － 各加入企業の管理者は、他の加入企業の管理インターフェースを見ること

なく、自社の IVS インスタンスを管理できます。MSP ルート管理者は、ホストされた全企業

を管理でき、ホストされた企業システムを容易に監視または設定できます。
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• 加入者のセキュリティを強化 － 各加入企業は、他の加入企業から完全に分離された状態を

維持します。加入者の管理者または加入者のユーザーに関しては、完全に独立および保護さ

れている SSL VPN システムで実行されます。

• トラフィック管理を最適化 － エンドユーザーまたは企業イントラネット サーバーからのト

ラフィックは、各企業の VLAN 内にとどまります。加入者のエンドユーザーは、他の加入者

のイントラネット内のサービスを見ることはありません。

スタンドアロン クライアント インストーラは、IVS の管理 UI から直接アクセスできません。

その代わりに、IVS 管理者がスタンドアロン インストーラをダウンロードする必要がある場

合、ルート管理者は次のリンクを IVS 管理者に提供することができます。

https://myive/dana admin/sysinfo/installers.cgi

ここで、myive は、SA シリーズ アプライアンスのホスト名です。

注: IVS は Junos Pulse をサポートしません。

IVS システムを作成するには、IVS のライセンスが必要です。（IVS ライセンスは、SA 700 ま

たは SA 2000 アプライアンスでは使用できません。）

加入者に集中 DHCP サポートを提供するには、IVS ライセンスとネットワークコネクト ライセ

ンスの両方が必要です。

IVS を配備する

各加入企業に対して、仮想化 SA シリーズ アプライアンスは企業のエンドユーザー（モバイル

社員、顧客、パートナー）が内部リソースにアクセスするためのセキュアなポータルを提供し

ます。加入者の構内または MSP ネットワーク内に存在する認証サーバーは、IVS にサインイン

するエンドユーザーを認証します。認証されると、エンドユーザーは IVS を介して、それぞれ

の企業のバックエンド サーバーにセキュア セッションを確立します。

図 19: MSP の配備シナリオ

841Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第35章: インスタント仮想システム



以下の番号が付けられたリスト項目は、上記の図のラベルが付けられたオブジェクトに対応し

ています。

1. エンドユーザーは、指定 IP アドレス上の異なる加入企業のイントラネットにサインインし

ます。

2. エンドユーザーは標準 SSL 対応 Web ブラウザを使用して、インターネット経由でサインイ

ンします。

3. 全トラフィックは MSP（Managed Service Provider）のネットワークへと導かれます。MSP

は、仮想化 SA シリーズ アプライアンスのハードウェアとソフトウェアのライセンスを持

つ顧客です。

4. 全トラフィックは、仮想化 SA シリーズ アプライアンスへと導かれます。各メッセージは

それぞれのサインイン IP アドレスに基づいて評価され、加入企業に対応する VLAN ID を

含む VLAN タグが、仮想化 SA シリーズ アプライアンスによって割り当てられます。SA シ

リーズ アプライアンスは IVS システムを 240 までサポートし、各システムは 1 つの加入

企業の SA シリーズ アプライアンスを表します。加入者とは、MSP が提供するホスト SSL

VPN サービスに加入している企業です。

サポートされている VLAN の数は、IVS システムの数により異なります。IVS システムの数

と VLAN の数の合計は、240 またはそれ以下である必要があります。

IVS システムを 240 まで作成することができますが、 パフォーマンス指標および検査にお

けるアプリケーション注意事項にまず照らし合わせた後に、IVS システムを 16 以上作成

し、それを使用することを強く推奨します。このアプリケーションの注意事項の詳細につい

ては、Juniper Networks のテクニカル サポートにお問い合わせください。

5. MSP のキャリア エッジ（CE）ルーターまたは他のレイヤ 2 デバイスは VLAN 終端点として

機能し、セキュア トンネルを介してトラフィックを顧客構内のエッジ（CPE）ルーターに送

ります。このルーターは、VLAN ID に基づいてトラフィックを適切な加入者イントラネット

に誘導します。プロセスのこの部分では、メッセージが正確に適切なイントラネットに向け

られると ID とタグは必要なくなるため、CE ルーターは VLAN ID を含む VLAN タグを削除

します。「加入者イントラネット」という用語は、「企業イントラネット」に置き換えるこ

とができます。

6. CE ルーターはサービス プロバイダ バックボーンからのメッセージを、IPsec、GRE、PPP、

MPLS などの暗号化トンネルを経由して、適切な顧客構内のエッジ ルーターへ送ります。タ

グを外されたトラフィックは、これらトンネルを経由して顧客イントラネットに送られま

す。

7. 顧客構内の顧客イントラネット内の CPE ルーターは、VLAN 終端点として機能することが可

能であり、トラフィックを、CE ルーターに接続されたセキュア トンネルから顧客イントラ

ネットに送ります。

8. エンドユーザーのトラフィックは、適切な加入企業のバックエンド リソースに到達します。

SA シリーズ アプライアンスは同様の手順を踏んで、加入者イントラネットからエンドユー

ザーへのあらゆるリターン メッセージを処理します。

標準的な MSP の配備は、MSP の DMZ ではファイアウォールが SA シリーズ アプライアンスの

前に存在し、MSP ネットワークまたは顧客イントラネット DMZ（または両方）では、SA シリー

ズ アプライアンスの後ろに存在します。仮想化ファイアウォールが SA シリーズ アプライア

ンスの後ろに存在することもありますが（Vsys クラスタなど）、この場合は SA シリーズ ア

プライアンスからの VLAN タグ付きトラフィックを受け入れ、適切な顧客 VLAN へと送る機能
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（またはその逆のプロセス）を持つ必要があります。また、例外もありますが、ほとんどの配

備では Domain Name Server（DNS）または Application サーバーは、MSP ネットワークか顧客

イントラネットのいずれかにあります。

仮想化 SA シリーズ アプライアンスの配備では、フロントエンドは外部インターフェースとみ

なされ、エンドユーザーまたはインターネットに直面するインターフェースです。バックエン

ドは、内部インターフェースとみなされ、加入企業イントラネットに直面するインターフェー

スです。

SA シリーズ アプライアンスは、エンドユーザーによって送信され、加入者イントラネットま

たは MSP ネットワークのサーバーに送信されるインバウンド トラフィックに、VLAN ID を含

んだ VLAN タグを付けます。インバウンド トラフィックは、SA シリーズ アプライアンスの内

部インターフェースまたは外部インターフェースを経由して到達することができます。

SA シリーズ アプライアンス バックエンドを介して送信され、MSP ネットワークまたは加入者

イントラネットのサーバーに送られたトラフィックであるアウトバウンド トラフィックは、SA

シリーズ アプライアンス自体により供給されます。たとえば、認証サーバー、DNS サーバー、

アプリケーション サーバーに向けられたトラフィックは、ネットワークコネクト トラフィッ

クなどの SA シリーズ アプライアンスによって転送されたトラフィックと同様に、アウトバウ

ンド トラフィックとなります。

トラフィックがインバウンド トラフィックとして、VLAN を使用する IVS システムに指定され

た IP アドレスに到着した場合は、そのトラフィックには到着時に VLAN タグが付けられます。

VLAN タグが識別され、適切なバックエンドの宛先に向けられると、VLAN 終端デバイスは VLAN

タグを Ethernet フレームから取り除き、トラフィックをバックエンドの宛先に転送します。

仮想化 SA シリーズ アプライアンス アーキテクチャ

仮想化 SA シリーズ アプライアンス フレームワークは、ルート システムと、MSP ルート管理

者がそれ以降に作成するあらゆる加入者 IVS システムから成っています。加入者 IVS 管理者

は、それぞれの IVS システム上のリソースの管理のみ行うことができます。ルート管理者は、

アプライアンスの全 IVS システムのリソースを管理することが可能です。

IVS ライセンスは SA シリーズ アプライアンスをルート システム（機能的には SA シリーズ

アプライアンスと同一）へと変換し、仮想システムを提供する機能を追加します。ルート シス

テムはシステム レベルのグローバル データおよび単一のデフォルト ルート IVS で構成され

ており、アクセス管理サブシステムも含まれています。

図 20: IVS アーキテクチャ
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ルート管理者（root administrator）はルート システムの上級管理者です。多くの場合、ルー

ト管理者は SA シリーズ アプライアンスの管理者と同じことを意味します。ルート管理者は、

ルート システムとすべての加入者 IVS システムに関する管理と制御を行うことができます。

ルート管理者はルート システム上に IVS システムを提供し、IVS 管理者を作成し、IVS 設定

の編集を行うことができます。ルート管理者は、IVS 管理者が行った設定変更を無効にするこ

とができます。

注: ルートと IVS システムの設定に関する説明は、ルート管理者を対象としていま

す。これらのセクションでは、ご自身は、ルート管理者を指しています。ルート管

理者以外のロール持つ人でもタスクを実行できる場合は、タスクの説明でそのロー

ルについて記載しています。

上の図では次のことを説明しています。

1. SA シリーズ アプライアンスの管理者は、Secure Access ライセンスを持った SA シリーズ

アプライアンスに、IVS ライセンスを適用します。

2. 結果としてシステムには、ルート グローバル データおよびルート IVS 、要するに、仮想

化 SA シリーズ アプライアンスが含まれます。

3. ルート管理者は、ルート IVS から複数の加入者 IVS システムを作成することができ、各

IVS は完全に他の IVS から分離されています。

ルート システムには、システムの全機能のスーパーセットが含まれています。ルート管理者で

あるご自身は、ルート システム上のすべてのグローバル ネットワーク設定とルート管理者設

定を定義します。各加入者に対しては、ルート管理者が 1 つ以上の IVS システムを提供し、

それらをルート システムから管理します。

加入者 IVS には、アクセス管理フレームワークの固有のインスタンスが含まれます。各加入企

業に IVS を作成する際に、ルート管理者は IVS 管理者（IVS administrator）アカウントも作

成します。IVS 管理者は、IVS の完全な管理と制御を行うことができます。IVS 管理者は、ルー

ト管理者機能のサブセットが含まれた管理者コンソールを使用します。

ルート システムまたは IVS へのサインイン

サインイン URL を設定するには、以下の方法を使用します。

• IVS ごとのサインイン URL プレフィックス

• 仮想ポート

• VLAN ポート

これらの方法の両方を、同じ IVS 上で使用できます。

サインイン URL プレフィックスを使用してサインインする

この機能を使用すると、エンドユーザーは、1 つのホスト名と IVS 特有の URL サインイン プ

レフィックスで、IVS にアクセスできます。この方法を使用すると、管理者はユーザーに対し、

SA シリーズ アプライアンス上の 1 つの IP アドレスを経由して複数の IVS システムにアク

セスできるようにします。
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さらに、IVS 特有のパス ベースの URL を使用することによって、以下が可能になります。

• 証明書コストの削減 － デバイス証明書が 1 つですみます。

• より少ない DNS エントリ数 － 1 つの SA シリーズ アプライアンスでホストされる IVS シ

ステムすべてに対し、DNS エントリが 1 つですみます。

管理者とエンドユーザーは、以下のようなサインイン URL を使用して、IVS システムにサイン

インすることができます（管理サービス プロバイダ URL は www.msp.com と仮定します）。

• Company A のサインイン URL:www.msp.com/companyA

• Company B のサインイン URL:www.msp.com/companyB

• Company A の IVS 管理者用サインイン URL:www.msp.com/companyA/admin

• Company B の IVS 管理者用サインイン URL:www.msp.com/companyB/admin

アクセスをさらに制限する場合は、以下のように、サインイン URL に特定の条件を追加しま

す。

• www.msp.com/companyA/sales

• www.msp.com/companyA/finance

• www.msp.com/companyA/hr

URL プレフィックスを指定しなかった場合、SA シリーズ アプライアンスは、既定により仮想

ポートからのサインインを使用します。パス ベースの URL プレフィックスを指定した場合、

以下の規則が適用されます。

• 「/」の文字を使用して URL プレフィックスの複数パスを指定することはできません。

• エンドユーザーと管理者は、指定した URL プレフィックスを使用して、IVS にまだ割り当て

られていない内部ポート、外部ポート、VLAN インターフェース、あるいは仮想ポート（言い

換えると、ホスト名が、インターフェース IP アドレスの 1 つに割り当てらた DNS 名であ

るもの）上の IVS にサインインすることができます。

たとえば、使用している SA シリーズ アプライアンスのポートが、以下のように特定の DNS

名に割り当てられているとします。

• 内部ポート = MSP internal

• 外部ポート = MSP external

• VLAN ポート 10 = MSP vlan10

• 仮想ポート X = MSP virtualx

この場合、VLAN ポート 10 と 仮想ポート X は、IVS に割り当てられていません。Company A

IVS をホストする場合、Company A のサインイン URL プレフィックスを IVS プロファイルで

companyA と指定すると、エンドユーザーは、以下の URL を使用して Company A IVS にサイン

インできます。

• MSP internal/companyA

• MSP external/companyA
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• MSP vlan10/companyA

• MSP virtualx/companyA

パス ベースの URL 機能には、以下の制限が適用されます。

• エンドユーザーあるいは管理者は、指定のブラウザ インスタンスから、1 つの IVS にのみ

サインインできます。同じブラウザ インスタンスの新しいブラウザ ウィンドウから、別の

IVS にサインインを試みると、そのサインインは拒否されます。複数の IVS システムにサイ

ンインするには、新しいブラウザ インスタンスを作成する必要があります。

• ホストチェッカーを使用して、同じエンドポイントから別の SA シリーズ アプライアンス

システムへの複数のセッションを同時に確立することはできません。サインインの方法に関

係なく、同じ端点から複数の IVS システムへの同時セッションを、複数確立することはでき

ません。

• IVS をパス ベースのサインイン URL プレフィックスで構成した場合、固定セッション クッ

キー（DSID）を使用できず、URL プレフィックスを使用して同じブラウザから複数の IVS シ

ステムにサインインすることは引き続き可能です。この場合システムがターゲット IVS ごと

に異なる DSID を作成するため、この制限は、サインイン IP アドレスで IVS にサインイン

するユーザーには適用されません。

• ポート番号に基づいたデータ転送プロキシはサポートされています。ただし、仮想ホストを

使用している場合は、仮想ホストの DNS エントリが IVS サインイン IP アドレスにマップ

しない限り、データ転送プロキシを指定することはできません。仮想ホスト DNS エントリが

SA シリーズ アプライアンスにポイントする場合、サインインの際、ユーザーはルート IVS

サインイン ページにサインインします。

• セキュアミーティングの使用の際、ユーザーがまだ IVS にサインインしておらず、ルート管

理者が SA シリーズ アプライアンス ユーザーに必要なオプションを有効にしていた場合、

すべてのミーティング招待 E メールにルート IVS サインイン ページのリンクが含まれま

す。

• IVS ユーザーが、Web 再書き込みでブックマークにページを登録し、サインアウトした後ブ

ラウザを再び開いてブックマークを選択すると、ルート IVS サインイン ページが表示され

ます。

仮想ポートを経由してサインインする

さまざまな理由で、サインイン用に仮想ポートを設定する場合があります。仮想ポートは、高

度にトラフィックを分離することができます。仮想ポートを使用する場合は、以下の点に留意

してください。

• 証明書を複数提供する － デバイス証明書を仮想ポート アドレスごとに提供する必要があり

ます。

• DNS エントリを複数設定する － DNS エントリを、1 つの SA シリーズ アプライアンス上で

ホストされている IVS ごとに提供する必要があります。

• 複数の IVS がサインイン用に同じ仮想ポートを共有している場合、どちらかの IVS のセキュ

リティ設定（許可される SSL/TLS バージョンまたは暗号化強度）をその仮想ポートに関連付

けることができます。IVS のセキュリティ設定が仮想ポートに関連付けられた時点で、それ

らの設定はその仮想ポートへのサインイン（SSL セッション）に対して有効となります。セ

キュリティ設定の決定論的な選択および仮想ポートへの関連付けを保証するため、サインイ
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ン用に同じ仮想ポートを共有している複数の IVS は同じセキュリティ設定にしておかなけれ

ばなりません。

• IVS がルート システムとは異なるセキュリティ設定の場合、ルートのセキュリティ設定は、

サインイン URL プレフィックス経由の IVS へのサインインに対して有効となり、IVS のセ

キュリティ設定は、仮想ポートからのサインイン経由の IVS へのサインインに対して有効と

なります暗号化設定の弱いルート システムを持つ SA シリーズ アプライアンス上に強い暗

号化（AES等）を持つ IVS がある場合、以下の状況が発生します。IE6 ブラウザからの、仮

想ポートを介しての IVS へのサインインは失敗します。これは SSL セッションに対する有

効なセキュリティ設定は AES ですが、IE6 ではサポートされていないためです。しかし、こ

の同じユーザーが、サインイン URL プリフィックスを介して同じ IE6 ブラウザから同じ IVS

にサインインすると、ブラウザのセキュリティ設定がルート システムのそれよりも弱いセ

キュリティ設定と互換性がある場合、サインインは成功します。

サインイン要求のターゲット IP アドレスは、サインインをルート システムまたは IVS に誘

導します。ルート システムまたは IVS にサインインするために、ユーザーはホスト名ベース

の URL を参照します。ルート管理者は URL を、外部 DNS を経由して、SA シリーズ アプライ

アンスの外部インターフェースの IP アドレスまたは IP エイリアスにマップします。

たとえば、ホスト名が msp.com という MSP で、SSL VPN ゲートウェイ サービスを 2 つの加

入者 s1 および s2 に提供する場合、サインイン URL は次のようになります。

• ルート管理者サインイン URL:http://www.msp.com

• S1 サインイン URL:http://www.s1.com

• S2 サインイン URL:http://www.s2.com

外部 DNS はこれらの URL を一意の IP アドレスにマップする必要があり、この IP アドレス

は、SA シリーズ アプライアンス上でホストされている IP アドレスまたはエイリアスに対応

している必要があります。通常これは、内部あるいは外部ポート上で定義された仮想ポートで

す。

サインインについて要約すると、IVS ユーザーは以下からサインインできます。

• SA シリーズ アプライアンスの外部インターフェースで設定された仮想ポート。

• SA シリーズ アプライアンスの外部インターフェースで設定された仮想ポート（タグなし）。

• 内部インターフェースで設定された VLAN インターフェース（タグ付き）

ルート システム ユーザーは、内部インターフェースまたは外部インターフェース経由で直接

サインインすることも可能です。

VLAN インターフェースからのサインイン

ルート管理者が提供する、外部インターフェースまたは内部インターフェース（設定されてい

る場合）上のサインイン機能に加え、エンドユーザーは、ルート管理者が IVS に割り当てた任

意の VLAN インターフェース経由でサインインすることができます。つまり IVS 管理者は、

VLAN ポート IP アドレスをサインイン用にエンドユーザーに提供することができます。

明示的なデバイス証明書は、VLAN にマップされたどの IP アドレスにも、マップすることはで

きません。VLAN インターフェース経由でサインインする際、システムはすでに IVS に割り当

てられたデバイス証明書を選択します。IVS に関連した証明書がない場合は、システムは SA
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シリーズ アプライアンス デバイス証明書リストの最上部にある証明書から割り当てます。こ

のリストの順序は証明書を追加または削除する際に変更することができますが、設定中に予期

しない証明書が割り当てられる可能性があります。IVS が本番状態に入ると IVS VIP が特定の

証明書にマップされるため、この問題は起こりません。

IVS へ移動する

ルート管理者のみが、ルート システムから IVS へと進むことができます。仮想化 SA シリー

ズ アプライアンスでは、ルート システムの管理者コンソール ナビゲーションとして、すべて

のページ ヘッダーには、設定済み IVS システムが一覧になっているドロップダウン メニュー

が含まれます。ドロップダウン メニューから IVS を選択し、IVS に進み、管理することがで

きます。IVS 管理者は、標準の管理サインイン ページから、直接 IVS にサインインする必要

があります。

ルート管理者は、最初の IVS 管理者アカウントを作成します。IVS 管理者は管理者アカウント

を作成する標準手順を踏まえて、追加の IVS 管理者アカウントを作成することができます。

IVS 設定ワークシート

インバウンド トラフィックを適切な加入者 IVS へ送り、アウトバウンド トラフィックを適切

な VLAN へ送るようシステムを設定するために、MSP ルート管理者は、各加入企業に対してプ

ロファイルを作成する必要があります。

新しい仮想システムを作成する場合は、他のシステム オブジェクトをいくつか作成し、IP ア

ドレス、VLAN ID、仮想ポート、DNS 設定などの複数のデータを指定する必要があります。各

IVS の作成時にこのワークシートを使用して、システム データの計画や記録を行うことができ

ます。このワークシートには、通常 IVS を定義する順序でデータが記載されています。

加入者のネットワークの特定のトポロジに応じて、追加情報の収集が必要となる場合がありま

す。また、フォームに記載された情報をすべて使用するとは限りません。

作成者:日付:

加入者:

アカウント番号:

コメント:

加入者 VLAN（System > Network > VLANs）

VLAN 設定

VLAN ポート名:

VLAN ID（1 4094）:

VLAN ポート情報

IP アドレス:
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ネットマスク:

デフォルト ゲートウェイ:

加入者サインイン仮想ポート設定

(System > Network > Port 1 > Virtual Ports > New Virtual Port)

外部仮想ポート名（サインイン

用）:

IP アドレス:

内部仮想ポート名（オプショ

ン）:

IP アドレス:

IVS ホスト名のデバイス証明書をインストール

IVS ホスト名:

内部ポート:

外部ポート:

加入者 IVS（System > Virtual Systems > New Virtual System）

名前（加入者）:

説明:

IVS ホスト名:

管理者

ユーザー名:

パスワード（最低 6 文字）:

プロパティ

最大同時使用ユーザー数:

デフォルト VLAN:

選択した仮想ポート:（内部イ

ンターフェース）

選択した仮想ポート:（外部イ

ンターフェース）
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ネットワークコネクト IP プー

ル:

静的ルート（System > Network > Routes > New Routes）

宛先ネットワーク/IP:

ネットマスク:

ゲートウェイ:

インターフェース:

メトリック:

DNS 設定（Subscriber IVS > System > Network > Overview）

ホスト名:

プライマリ DNS:

セカンダリ DNS:

DNS ドメイン:

WINS:

ルート システムの管理

IVS ライセンスを SA シリーズ アプライアンスに適用すると、新しい Virtual Systems タブ

が管理者 UI に表示されます。IVS ライセンスの適用後、管理者コンソール ヘッダー エリア

のドロップダウン メニューに、ルート システムが明確に表示されます。

システムを設定するには、一連の基本手順を行う必要があります。ハードウェアの接続後、次

の操作を行います。

1. システムを起動します。

2. 管理者コンソールの Maintenance > System > Upgrade/Downgrade ページから、IVS ライセ

ンスを適用します。

3. 管理者コンソールからのルート システムを設定します。

加入者 IVS システム上で定義した加入者管理者の数にかかわらず、ルート管理者は、常にシス

テム全体を管理でき、IVS システムの設定のすべてを見ることができます。

ルート管理者を設定する

ルート管理者の設定は、スタンドアロンの SA シリーズ アプライアンスで新しい管理者を作成

するタスクに類似しています。管理者コンソールの Authentication > Auth. Servers >
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Administrators > Users ページから、またはシリアル コンソールを使用して、管理者アカウ

ントを作成することができます。

古いバージョンの SA シリーズ アプライアンス ソフトウェアを 5.1 バージョン以降のものに

アップグレードする場合、システムは .Administrators ロールにマップされたルート システ

ム内のすべての管理者を、SA シリーズ アプライアンスのルート管理者とみなします。SA シ

リーズ アプライアンスを再イメージ化したり、新しいハードウェアをインストールする場合

は、初期設定の際に、プライマリ管理者をシリアル コンソールに作成します。
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IVS プロビジョニング プロセスの概要

次の図では、IVS のプロビジョニングに必要な基本タスクを表しています。
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IVS のプロビジョニングは以下の手順で構成されます。

1. System > Clustering > Create Cluster ページで、必要に応じて 1 つまたはそれ以上のク

ラスタを設定します。

2. 外部ポートを設定し、有効にします。外部ポートは、デフォルトでは無効です。ポートを有

効化し、ネットワーク外からのサインイン機能を提供するよう設定する必要があります。

3. 各加入企業に対し、1 つ以上の VLAN ポートを作成します。各 VLAN に対し、固有の ID を

定義する必要があります。加入企業は、SA シリーズ アプライアンス上に複数の VLAN を持

つことができます。

4. 外部ポート上で最低 1 つの仮想ポートを設定して、エンドユーザーがサインインできるよ

うにします。また必要であれば、内部ポート上の仮想ポートを設定して、ファイアウォール

の後ろからサインインできるようにします。

5. 加入企業ごとに 1 つの証明書サーバーを読み込みます。

6. たとえば IP ソーシングをサポートする目的で仮想ポートを使用する場合は、手順のこの時

点で仮想ポートを作成します。

7. 各加入企業に IVS プロファイルを作成します。IVS プロファイルは、企業、VLAN、利用可

能な仮想ポート間の接続を確立します。

8. バックエンド サーバーへの静的ルートを設定します。MSP ネットワーク上のリソースに共

有アクセスを提供する場合は、VLAN ルート テーブルにこれらのリソースをポイントする静

的ルートを追加します。

9. DNS の設定を行い、MSP ネットワーク上のリソースに向かうトラフィックが、最初に MSP

の DNS サーバーを通るようにします。

10. IVS 管理者としてログインします。

11. IVS のユーザー、ロール、領域、リソース ポリシを設定します。

IVS を作成すると、管理者コンソール ヘッダー内のドロップダウン メニューに IVS 名が表示

されます。ドロップダウン メニューの IVS 名を選択し、Go ボタンをクリックすることで、各

IVS で操作を行うことができます。

IVS のサインイン ポートの設定

加入企業イントラネットにエンドユーザーがサインインできる仮想ポートを設定する必要があ

ります。仮想ポートは、物理ポートの IP エイリアスをアクティブにし、そのポートのネット

ワーク設定をすべて共有します。

外部ポートの設定

外部ポートを有効化および設定するには、以下の操作を行います。

1. ルート コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの

IVS ドロップダウン メニューに Root 以外のものが表示されている場合は、メニューから

Root を選択して、Go をクリックします。

2. System > Network > Port 1 > Settings を選択します。

3. Enabled を選択します。
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4. 外部ポートに有効な IP アドレスを入力します。

5. IP アドレスに有効なネットマスクを入力します。

6. デフォルト ゲートウェイ アドレスを入力します。

7. Save Changes をクリックします。

システムがポートを有効化します。

外部ポートのサインイン用に仮想ポートを設定する

IVS エンドユーザーがネットワーク外から外部ポートを通してサインインできるよう、仮想ポー

トを設定する必要があります。たとえば、ユーザーがインターネット上でサインインする場合、

外部ポートで定義された仮想ポートを使用します。

仮想ポートをサインイン用に設定するには、以下の操作を行います。

1. ルート コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの

IVS ドロップダウン メニューに Root 以外のものが表示されている場合は、メニューから

Root を選択して、Go をクリックします。

2. System > Network > Port 1 > Virtual Ports を選択します。

3. New Port をクリックします。

4. 仮想ポートに固有の名前を入力します。

5. 加入企業のネットワーク管理者によって提供された、有効な IP アドレスを入力します。

6. Save Changes をクリックします。

システムによってポートが追加され、Virtual Ports タブが表示され、ネットワーク サービス

が再起動します。この仮想ポートを IVS プロファイルに割り当てることができます。仮想ポー

トを、サインインに必要な数だけ定義します。

内部ポートのサインイン用に仮想ポートを設定する

内部ポートを有効化して、IVS エンドユーザーがネットワーク内からサインインできるよう設

定する必要があります。

仮想ポートをサインイン用に設定するには、以下の操作を行います。

1. ルート コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの

IVS ドロップダウン メニューに Root 以外のものが表示されている場合は、メニューから

Root を選択して、Go をクリックします。

2. System > Network > Internal Port > Virtual Ports を選択します。

3. New Port をクリックします。

4. 仮想ポートに固有の名前を入力します。

5. 加入企業のネットワーク管理者によって提供された、有効な IP アドレスを入力します。

6. Save Changes をクリックします。
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システムによってポートが追加され、Virtual Ports タブが表示され、ネットワーク サービス

が再起動します。この仮想ポートを IVS プロファイルに割り当てることができます。仮想ポー

トを、サインインに必要な数だけ定義します。

加入者 IVS 上の仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN）

各加入者 IVS に対して 1 つ以上の VLAN（Virtual Local Area Network）を定義することによ

り、MSP は VLAN タグを利用できます。そうすることで、トラフィックがバックエンド上で転

送される前に、仮想化 SA シリーズ アプライアンスがトラフィックに 802.1Q VLAN ID をタグ

付けします。キャリア インフラストラクチャは VLAN タグを使用して、パケットを適切な加入

者イントラネットへと誘導します。

VLAN のタグ付けにより、SA シリーズ アプライアンスがバックエンド上で加入者イントラネッ

トに向けて転送したトラフィックが分離されます。フロントエンドからのトラフィック（イン

バウンド トラフィック）には、VLAN タグは付与されません。SA シリーズ アプライアンス

ポートの 1 つからメッセージが到達すると、IVS はメッセージにタグを付けます。

各 VLAN には IEEE 802.1Q 準拠タグの一部である VLAN ID が割り当てられています。タグは

各送信 Ethernet フレームに追加されます。VLAN ID は、各加入者およびすべての加入者トラ

フィックを、別個のものとして識別します。このタグ付けにより、システムは全トラフィック

を適切な VLAN に誘導し、トラフィックに個別のポリシを適用することができます。

「VLAN 終端点」とは、VLAN でタグ付けされたトラフィックを識別し、VLAN タグを取り除き、

適切なトンネルを介してバックエンドに転送するデバイスのことを指します。VLAN 終端点とな

り得るものとして、CE ルーター、CPE ルーター、L2 スイッチ、ファイアウォール、あるいは

その他の VLAN ルーティングが可能なデバイスが挙げられます。

VLAN ポートは、各 VLAN に対して定義する必要があります。ルート管理者は、VLAN ポートの

定義時に特定の VLAN ID を割り当てます。

設定する各 VLAN に対して、仮想化 SA シリーズ アプライアンスは固有の物理 VLAN インター

フェースまたはポートを内部インターフェースに用意します。内部ポート IP アドレスと各

VLAN ポート IP アドレス間に、相互関係はありません。各 VLAN ポートには独自のルート テー

ブルが存在します。

各 VLAN ポート定義は、以下で構成されます。

• ポート名 ー 仮想化 SA シリーズ アプライアンスまたはクラスタで定義するすべての VLAN

ポートにおいて、一意でなければなりません。

• VLAN ID ー 1 から 4095 までの整数で、加入者または顧客の VLAN を一意に識別します。

• IP アドレス/ネットマスク ー 仮想化 SA シリーズ アプライアンスは Layer 2 ネットワー

ク接続の VLAN 終端点に接続するため、VLAN 終端点と同じネットワークからの IP アドレス

またはネットマスクでなければなりません。VLAN IP アドレスは一意である必要があります。

VLAN を内部ポートと同じネットワークに設定することはできません。たとえば、内部ポート

が 10.64.4.30/16 の場合に VLAN を 10.64.3.30/16 と設定すると、予期せぬ結果やエラー

が生じる可能性があります。
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• デフォルト ゲートウェイ ー デフォルト ルーター（通常は CE または CPE ルーター）の

IP アドレス。デフォルト ゲートウェイは VLAN 終端点として機能させるか、または VLAN

終端点の後部に配備することが可能です。

• そのほかのネットワーク設定 ー 内部ポートから継承します。

注: 加入企業用に対して VLAN を指定しない場合、IVS をデフォルト VLAN として

選択することによって、内部インターフェース経由でトラフィックを転送するよう

に IVS を設定する必要があります。

仮想化 SA シリーズ アプライアンスで VLAN を設定する

VLAN と特定の IVS 間の関係により、ルート システムは、トラフィックを分離し、それぞれの

加入者へと導くことが可能です。

VLAN ポートの設定

新しい仮想システムを作成する前に、特定の加入者トラフィックを識別する VLAN ポートを作

成します。

VLAN ポートを作成するには、次の操作を行います。

1. ルート コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの

IVS ドロップダウン メニューに Root 以外のものが表示されている場合は、メニューから

Root を選択して、Go をクリックします。

2. System > Network > VLANs を選択して、VLAN Network Settings タブを開きます。

3. New Port をクリックします。

4. VLAN settings で、VLAN ポートの名前を入力します。

5. VLAN ID を入力します。

VLAN ID は 1 から 4095 までの整数で、システム上で一意である必要があります。ルート

システムは、タグなしのトラフィックを使用するため、変更することはできません。

6. VLAN の IP アドレスを入力します。

7. VLAN のネットマスクを入力します。

8. VLAN のデフォルト ゲートウェイを入力します。

9. Save Changes をクリックします。

VLAN をルート IVS に割り当てる

VLAN をロールに割り当てる前に、VLAN をルート IVS に割り当てる必要があります。VLAN を

ルート IVS に割り当てていない場合、Users > User Roles > ロールを選択 > VLAN/Source IP

ページの VLAN ドロップダウン メニューに、VLAN が表示されません。
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VLAN をルート IVS に割り当てるには、次の操作を行います。

1. System > Virtual Systems > Root を選択します。

2. Properties で、Available VLANs リストから VLAN を選択します。

3. Add > をクリックして、VLAN 名を Selected VLANs リストに移動します。

4. Save Changes をクリックします。

静的ルートを VLAN ルート テーブルに追加する

新しい VLAN ポートを作成する際に、システムはデフォルトで以下の 2 つの静的ルートを作成

します。

• デフォルト ゲートウェイをポイントしている VLAN のデフォルト ルート

• 直接接続されたネットワークへのインターフェース ルート

さらに、MSP ネットワークの共有サーバーへの静的ルートも可能です。

静的ルートを VLAN ルート テーブルに追加するには、次の操作を行います。

1. ルート コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの

IVS ドロップダウン メニューに Root 以外のものが表示されている場合は、メニューから

Root を選択して、Go をクリックします。

2. System > Network > VLANs を選択します。

3. New Port をクリックするか、静的ルートを追加する既存の VLAN を選択します。

4. VLAN ポート ページの下部で、Static Routes リンクをクリックします。

5. VLAN が選択されていない場合は、ドロップダウン メニューから静的ルートを作成する VLAN

を選択します。

6. New Route をクリックします。

7. New Route ページで、宛先ネットワークまたは IP アドレスを入力します。

8. 宛先ネットマスクを入力します。

9. 宛先ゲートウェイを入力します。

10. Interface ドロップダウン メニューからインターフェースを選択します。

11.メトリックを入力します。

メトリックとは 0 から 15 までの数字で、通常は、トラフィックがホスト間で可能なホッ

プの数を表します。各ルートにメトリックを設定して、優先順位を指定することができま

す。値が小さいほど、優先順位が高くなります。そのため、デバイスは、メトリックが 1

となっているルートをメトリックが 2 のルートよりも優先的に選択します。メトリックを

使用するルーターは、動的ルート メトリックを静的ルート メトリックと比較し、メトリッ

クが最も低いルートを選択します。

12.たとえば、静的ルートを共有サービスに追加したい場合に、以下のいずれかの手順を行いま

す。
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• Add to [VLAN] route table をクリックして、選択した VLAN にルートを追加します

（[VLAN] は利用できる VLAN の名前）。これにより、静的ルートが特定の加入企業の

VLAN ルート テーブルに追加され、MSP ネットワークのユーザーを含む他の VLAN からの

すべてのアクセスが除外されます。

• Add to all VLAN route tables をクリックして、システムで定義されたすべての VLAN

にルートを追加します。たとえば、ルート管理者が、すべての加入企業のエンドユーザー

すべてと特定のサービスを共有したい場合、このオプションを選択します。

また、MSP ネットワークで共有サービスを設定する場合も、静的ルートを使用できます。その

場合、以下の操作を行います。

• 共有リソースへの静的ルートを追加します。ルート システムが VLAN を有している場合に

は、独自の VLAN ルート テーブルに追加し、ルート システムが内部インターフェースを使

用している場合には、メインの SA シリーズ アプライアンスのルート テーブルに追加しま

す。

• Add to all VLAN route tables をクリックします。これにより、すべての VLAN ルート テー

ブルに静的ルートが加えられます。静的ルートをすべての VLAN ルート テーブルに追加する

と、すべての IVS プロファイルが共有サービスにアクセスできます。

VLAN の削除

IVS に関連付けられた VLAN を削除することはできません。最初に IVS を削除するか、IVS と

VLAN ポートとの関係を取り除く必要があります。

VLAN を削除するには、次の操作を行います。

1. System > Network > VLANs を選択します。

2. 削除する VLAN 名の横にあるチェックボックスを選択します。

3. Delete をクリックします。

証明書サーバーをロードする

ルート システムで、証明書をロードすることが可能です。IVS エンドユーザー用のサインイン

ポートとして定義した仮想ポートを、デバイス証明書と関連付ける必要があります。Certificate

Details ページで、仮想ポートを指定することができます。

IVS では、トラステッド クライアント CA およびトラステッド サーバー CA をインポートす

るのみが可能です。
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注: IVS システム全体で証明書を共有することはできません。各 IVS には、一意の

IP と証明書が必要です。

管理者コンソールでアプレットあるいはコントロールの署名書き換えのために、ルー

ト IVS の設定のみが可能です。加入者 IVS システムの管理者コンソールには、署

名書き換えのオプションは表示されません。以下の点も留意してください。

• 全ルートと加入者のエンドユーザーには、同じアプレット/コントロールが表示さ

れます。デフォルトの全 Juniper コントロール、またはルート IVS によって署

名された全コントロールのいずれかです。

• ルート IVS の証明書によって署名されたコントロールを、加入者 IVS システム

に表示したくない場合は、コントロールの署名書き換えを行わないでください。

コントロールの署名書き換えを行うと、加入者 IVS システムはコントロールへの

アクセスが可能となります。

仮想システム（IVS プロファイル）の作成

IVS プロファイルは加入者 IVS を定義します。また、DNS 設定や認証サーバーといった、加入

者のイントラネットに到達する際に必要なあらゆる要素についても定義します。

IVS プロファイルを定義するには、次の操作を行います。

1. ルート コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの

IVS ドロップダウン メニューに Root 以外のものが表示されている場合は、メニューから

Root を選択して、Go をクリックします。

2. System > Virtual Systems を選択します。

3. New Virtual System をクリックして、IVS Instant Virtual System ページを表示しま

す。

4. 加入企業の名前を入力します。

5. 説明を入力します（オプション）。

6. まだ選択していない場合は、Enabled を選択します。

請求などの問題により、加入者および加入者のエンドユーザーによる IVS へのアクセスを

禁止する場合は、ここでアカウントを無効にします。アカウントを無効にすることで、顧客

に関する問題を解決してから、再びアクセスを有効にすることができます。その際、加入者

アカウントを削除して、すべての設定データを失うことはありません。

7. Initial Configuration で、IVS を初期化する設定を選択します。

• Default Configuration － システムで生成されたデフォルト値を IVS に入力します。

• Root － ルート システム設定を、新しい IVS または、システム上の既存のいずれかの

IVS にコピーします。

• IVS name － 選択した IVS から新しい IVS へ設定をコピーします。

8. Administrator で、IVS 管理者のユーザー名とパスワードを作成します。
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IVS 管理者のユーザー名とパスワードは、最初に IVS を作成する際に、IVS プロファイル

で入手できます。これ以降に IVS を編集する場合は、セキュリティの関係でこれらのフィー

ルドを利用することはできません。ただし、IVS 管理者のユーザー名とパスワードにアクセ

スする必要がある場合は、IVS 設定ページを介して管理者の認証サーバーを使用することに

よって、これを行うことができます。

9. User Allocation で、IVS 上の同時ユーザー数を制限できます。次のオプションに対する制

限値を指定します。

• Minimum Guaranteed Users － ユーザー数を、1 から、SA シリーズ アプライアンスの

ユーザー ライセンスによって定義されている最大同時ユーザー数の間で指定できます。

• Burstable Maximum Users（オプション）－ 同時ユーザーの数を、指定した最小数からラ

イセンスされた最大ユーザー数の間で指定できます。空欄のままにした場合、Minimum

Guaranteed Users の値が、IVS 上の同時ユーザー数を制限します。

注: Burstable Maximum Users の設定値を後で小さくする場合、領域の制限も

編集する必要があります。Burstable Maximum Users 設定値を変更しても、領

域の制限は自動的には更新されません。

10. Properties で、IVS のサインイン プロパティ、VLAN、ポート設定を指定します。

a. Available リストボックスから VLAN を選択し、Add > をクリックして VLAN 名を

Selected VLANs リスト ボックスに移動させます。複数の VLAN を IVS に追加すること

ができます。別の VLAN を Selected VLANs リストに追加した場合にも、内部ポートを

VLAN として選択することができます。他の VLAN インターフェースと異なり、内部ポー

トは、複数の IVS プロファイルに追加することが可能です。VLAN をまだ定義していな

い場合は、代わりに内部インターフェースを選択する必要があります。

b. IVS に対するデフォルト VLAN を指定する場合は、Selected VLANs リストボックスで

VLAN 名を選択して、次に Set Default VLAN をクリックします。IVS が VLAN 名をアス

タリスク（∗）でマークします。仮想化された SA シリーズ アプライアンスは、デフォ

ルト VLAN を使用して、認証サーバーへのアクセスを提供します。SA シリーズ アプラ

イアンスは、デフォルト VLAN のルート テーブルを参照して、特定の IVS の認証サー

バーへのルートを検索します。

各 IVS に対して、デフォルト VLAN を指定する必要があります。特定の IVS に対する

デフォルト VLAN は、重要な役割を果たします。エンドユーザーがその IVS 内にある特

定の領域にサインインする際、IVS は、デフォルト VLAN インターフェースを介してト

ラフィックをその領域の認証サーバーに送ります。

注: ルート IVS のデフォルト VLAN として、内部ポートを指定する必要があ

ります。

c. エンドユーザーが仮想ポートの代わりにサインインできるサインイン URL プレフィック

スが必要な場合には、プレフィックスを Sign in URL Prefix フィールドに追加しま

す。プレフィックスは、URL の最初のノードと同じです。たとえば、以下の URL の

companyA に相当します。

http://www.mycompany.com/companyA
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d. 内部インターフェースまたは外部インターフェースに仮想ポートを定義している場合、

Available リスト ボックスから仮想ポートを選択し、Add > をクリックして、仮想

ポートを該当するインターフェースの Selected Virtual Ports リスト ボックスに移動

することができます。

e. ネットワークコネクト クライアント（エンドユーザー）で利用できるアドレス、または

IP アドレスの範囲を入力します。IVS 上で DNS サーバーを設定する場合は、加入者イ

ントラネットに存在するサーバーに関しては、利用できるネットワークコネクト IP ア

ドレスのプール値をここで追加する必要があります。

注: NC Profile ページとは異なり、IVS profile ページではサブネット範囲

は指定できません。言いかえれば、172.19.48.0/24 は入力できません。ただ

し、172.19.48.0 172.19.48.255 のように、大きな IP の範囲は自由に指定

できます。

11. Save Changes をクリックします。

ルート システムまたは別の IVS からのコピーによる IVS 初期設定

新しい IVS プロファイルを作成するとき、ルート システムまたは既存の IVS の設定をコピー

して新しい IVS を「初期化する」オプションがあります。その結果もたらされる IVS は、新

しい IVS プロファイルで指定する情報と、ルート システムまたは既存の IVS からコピーされ

た設定とを組み合わせたものになります。IVS プロファイルでの設定は、コピーされた設定を

無効にします。

コピーは 1 回の処理であり、コピーのソースとコピーのターゲットの間で継続的な関係がない

ことに注意してください。コピー ソースでのそれ以降の設定変更は、コピー先で反映されず、

逆も同じです。

注意

IVS 設定コピーを実行後、ターゲット側でいくつかの手動での再設定が必要です。

• 別の IVS から設定がコピーされたかどうかにかかわらず、DNS 設定は、常に空欄のままにし

ます。

• 既存の IVS からコピーするとき、VLAN および仮想ポートへのすべての参照を確認する必要

があります。たとえば、VLAN インタフェースまたは仮想ポートへのロールの関連付けを更新

する必要があります。

• 既存の IVS からコピーするとき、すべての NC 接続プロファイルを点検し、必要に応じてそ

れらを再設定して、IVS プロファイルでの NC IP 範囲の要件を満たす必要があります。

• ルート システムからコピーするとき、管理者ロールおよび管理者領域ロールのマッピングを

手動で設定する必要があります。これらの設定は、ルート システムからコピーされません。
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• 新しい IVS のライセンス制限に基づき、一部の管理者およびユーザー領域制限がリセットさ

れる場合があります。管理者領域とユーザー領域を点検して、必要に応じて設定します。

• Initial Configuration オプションで、IVS を初期化する設定を選択します。ルート システ

ムまたは他の IVS を選択しているかどうかに関係なく、このオプションはアーカイブ サー

バーの設定をコピーしません。

コピー処理により、ターゲット IVS に不適切な設定が入力される場合があります。ルート シ

ステムまたは別の IVS から設定をコピーすることにより IVS が設定される場合、ソースから

の設定全体が、ターゲットにコピーされます。それには、名前、URL または IP アドレスによっ

て特定のバックエンド サーバーを頻繁に参照する、ACL、リソース ポリシ、リソース プロファ

イル、PAC ファイルなどが含まれます。一般的には、これらのリソースは企業/部門イントラ

ネット専用 (すなわち、特定の IVS に対して非公開) になる傾向があり、その他の IVS のエ

ンドユーザーには公開しないようにする必要があります。

手動でターゲット IVS 設定全体を行い、ターゲット IVS に適用可能ではないバックエンド

ネットワーク リソースと IP アドレスへの参照を消去することは、ルート管理者の責任です。

コピー経由での IVS 初期設定に対する使用例

IVS は、「テンプレート」IVS から作成されます。

この使用例は、仮想システムを提供しています。サービス プロバイダは、Gold、Silver、およ

び Bronze の 3 種類の加入者に対応できます。管理者は 3 種類の IVS（Gold、Silver、およ

び Bronze と呼ばれる） を作成し、加入者カテゴリに適切な認証サーバー、ロール、リソース

ポリシ等を手動で設定します。これらの IVS は実際には本番では使用されませんが、実際の加

入者 IVS に適用できるサンプルの設定「テンプレート」として使用されます。新しい加入者の

IVS を準備するとき、Gold、Silver、および Bronze の「テンプレート」IVS から新しい IVS

に対する初期設定をコピーすることにより、管理者はテンプレートの「クローン」を作成しま

す。

集中認証サーバー、ホストチェッカー ポリシなど、複数の IVS にわたって共有されることが

意図されている設定のみを含むようにテンプレート IVS を注意深く作成することは、ルート管

理者の責任です。テンプレート IVS には、実際の加入者の IVS に公開することや、実際の加

入者の IVS から到達できることを意図していない非公開リソースへの参照は含まないようにし

ます。

SA シリーズ アプライアンス実装は IVS 実装に変換されます。

この使用例はルート システムから設定をコピーするためのものです。既存のスタンドアロンの

SA シリーズ アプライアンス実装が、IVS ライセンスを適用して複数の IVS を作成することに

よって、IVS 実装に変換されるとき、新しい IVS は、ルート システムまたはその他の IVS か

らの設定をコピーし、上記の注意で説明されている手順に従うことによって設定できます。
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IVS 管理者として直接 IVS にサインインする

IVS 管理者 として直接 IVS にサインインすることは、Web ベースの管理者 UI コンソールで、

仮想システム ドロップダウン メニューから IVS を選択することとは異なります。ルート管理

者であるご自身が、IVS 管理者に求められる方法で IVS にサインインしたい場合は、以下の手

順を行ってください。

1. ルート SA シリーズ アプライアンスからサインアウトします。

2. ホスト名または IP アドレスを使用して、サインイン URL をブラウザのアドレス バーに入

力します。例

https://www.company.com/admin

https://10.9.0.1/admin

この例では、IP アドレス 10.9.0.1 をサインイン用の仮想ポートに割り当てたとします。

形式は、サインイン用ホスト名の DNS エントリを定義したかによって異なります。管理者

はログインの際、サインイン用の仮想ポートとして定義されたホスト名または IP アドレス

を入力することが可能です。管理者がネットワーク内からサインインする場合は、内部ポー

トを通したサインイン用に設定した IP アドレスを使用する必要があります。管理者がネッ

トワーク外からサインインする場合は、外部ポートを通したサインイン用に設定した IP ア

ドレスを使用する必要があります。

3. Enter を押します。

4. IVS 管理者のユーザー名を入力します。

5. IVS パスワードを入力します。

6. Sign in ボタンをクリックします。

資格情報が有効である場合、IVS の System Status ページが表示されます。

ルートまたは IVS 管理者が IVS を終了する際、アプライアンスは即座に接続を切断します。

ロール ベースのソース IP エイリアスについて

IVS からイントラネットに入るトラフィックをソース IP アドレスに基づいて分離する目的で、

加入企業がポリシ評価デバイスあるいはファイアウォールをネットワークに導入する場合、ルー

ト管理者であるご自身は、トラフィックを異なるソース IP アドレスで生成するように、IVS

を設定する必要があります。ロール ベースのソース IP エイリアス機能は、VIP ソーシングと

しても知られ、エンドユーザー ロールを VLAN と特定のソース IP アドレス（VLAN インター

フェースでホストされる仮想ポートのいずれかの IP アドレス）にマップすることができます。

IVS がエンドユーザーに代わってバックエンドから生成したすべてのトラフィックには、エン

ドユーザーのロールに設定されたソース IP アドレスが含まれています。

たとえば特定の加入者イントラネットへのトラフィックを、発生元が顧客、パートナ、あるい

は社員かによって、区別する必要があるとします。これを行うには、次の 2 通りの方法があり

ます。

• 3 つの異なる VLAN を加入者に提供し、顧客、パートナ、社員それぞれに対応するロールを

3 つの作成し、各ロールを別々の VLAN にマップします。
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• 加入者に 1 つの VLAN を提供し、3 つの仮想ポートをそれぞれ一意の IP アドレスで設定

し、顧客、パートナー、社員のロールを、同じ VLAN にある異なるソース IP アドレスにマッ

プします。

ロール ベースのソース IP エイリアスは、VLAN を定義したかどうかにかかわらず、使用する

ことができます。非 VLAN の設定の場合、まず仮想ポートを設定し、その後ポートをロールの

ソース IP に割り当てます。

VLAN を使用している場合、ロールのソース IP アドレスを、VLAN ポート IP アドレス、また

は VLAN ポートで設定された IP エイリアスに設定できます。

IVS でロールをソース IP アドレスに関連付ける

ルート管理者が、すでに VLAN、VLAN の仮想ポート、IVS を設定したと仮定して、IVS 管理者

は、次のようにロールを仮想ポートに関連付けることができます。

1. IVS 管理者として IVS にログインします。

2. Users > User Roles を選択します。

3. New Role をクリックします。

4. ロールの名前を入力します。

5. Source IP チェックボックスを選択します。

6. このロールのユーザーにアクセスを許可するオプションや機能が他にある場合、それらを選

択します（オプション）。

7. Save Changes をクリックします。

ページが更新され、タブのセットが表示されます。

8. VLAN/Source IP タブを選択します。

9. ルート管理者がこの IVS に複数の VLAN を定義している場合は、VLAN を選択します。

10. Select Source IP ドロップダウン メニューからソース IP を選択します。

11. Save Changes をクリックします。

12.新しいロールに対し、それぞれ同じ手順を繰り返します。

新しいユーザーを作成すると、IVS 管理者は、各ユーザーをロールの 1 つに割り当てることが

できます。このロールは、各ユーザーがアクセスできるソース IP アドレスを決定します。

IVS でポリシ ルーティング規則を設定する

仮想化 SA シリーズ アプライアンスは、システムで設定された規則、ルート テーブル、ルー

ト エントリに依存するポリシ ルーティング フレームワークを使用します。

VLAN を作成すると、システムはその VLAN に新しいルート テーブルを提供します。VLAN ルー

ト テーブルは、SA シリーズ アプライアンスのメインのルート テーブルと別に存在します。

VLAN ルート テーブルは、ルート管理者のみが管理することができます。IVS 管理者は、ルー

ト テーブルを表示したり、アクセスすることができません。
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各 VLAN ルート テーブルには、以下のルート エントリが含まれます。

• 自動で作成されたルート エントリ

• 手動で作成されたルート エントリ

自動で作成されたルート エントリ

デフォルト ルート 0.0.0.0. は、VLAN インターフェース用に設定したデフォルト ゲートウェ

イをポイントしています。SA シリーズ アプライアンスは VLAN インターフェースを作成する

際に、このルートを内部で作成します。エンドユーザーはデフォルト ルートを介して、ほとん

どの企業リソースに到達できます。

インターフェース ルートは、VLAN インターフェース IP アドレスに対応するネットワーク

ルートです。

手動で作成されたルート エントリ

デフォルト ゲートウェイ以外のルーターからアクセス可能な同一 VLAN 内のサーバーへの静的

ルート。

同一の加入企業イントラネット内の他の VLAN ポート上、または MSP ネットワーク内の VLAN

ポート上の、サーバー IP アドレスへの静的ルート。たとえば、加入企業イントラネットまた

は MSP ネットワーク内の DNS サーバーまたは認証サーバーへの静的ルートを、VLAN ルート

テーブルに定義することがあります。

内部インターフェースからアクセスできるサーバー IP アドレスへの静的ルート。通常これら

は、MSP ネットワークが内部インターフェースに接続されている場合に必要となります。

ルーティング規則

システムに組み込まれたいくつかの規則により、トラフィックは適切な加入者イントラネット

へと正確に導かれます。たとえば、マップに関する規則があります。

• 各ネットワークコネクト エンドユーザー セッションのネットワークコネクト IP プール ア

ドレスを、対応する VLAN ルート テーブルへマップします。

この規則を作成するため、ユーザーが ネットワークコネクト セッションを確立する際、シ

ステムがエンドユーザーのロールを決定します。その後、システムは関連する VLAN のロー

ルを検索します。

• 設定されたソース IP アドレスを対応する VLAN ルート テーブルへマップします。

VLAN ポートに仮想ポートまたは ソース IP エイリアスを設定する際は、システムは常にこ

の規則を作成します。

加入者または MSP ネットワークと、エンドユーザー間のトラフィックの流れを制御する、明白

な規則はありません。バックエンド上から SA シリーズ アプライアンスに到達するトラフィッ

クは、ネットワーク インターフェースの既定の IP アドレスに設定された、宛先 IP アドレス

を有します。ネットワーク インターフェースとは、外部インターフェース、VLAN インター

フェース、ネットワークコネクト トンネル インターフェースのいずれかです。SA シリーズ

アプライアンスのアプリケーションは、処理を自動的に行います。

規則テーブルにアクセスすることはできません。このセクションでは、システムの仕組みを理

解する上で役立つ、規則テーブルと規則の構成について説明しています。
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IP アドレス空間の重複

仮想化 SA シリーズ アプライアンスは、加入者イントラネット内の IP アドレスの重複と、

ネットワークコネクトのソース IP アドレスの重複をサポートします。現在の時点では、仮想

化 SA シリーズ アプライアンスは、複数の VLAN インターフェースが同一の IP アドレスを持

つことについて、サポートしていません。

仮想化 SA シリーズ アプライアンスは、異なる IVS システムで VLAN とつながっている顧客

ネットワーク間において、IP アドレスの重複をサポートします。これは、IVS システムがルー

ト テーブルを共有しないからです。

Company 1 と Company 2 の双方とも IP アドレス 10.64.0.0/16 を使用する内部ネットワーク

を有するとします。これらのアドレスは各企業の内部ネットワークであり、また各企業は固有

の VLAN ID によって識別されるという完全に分離した IVS を有しているため、理論的には重

複していても、MSP はこれをサポートすることができます。

リソース ポリシを定義する

ルート管理者と IVS 管理者は、エンドユーザー用のポリシを作成することができます。

また、どのポリシを IVS 管理者に表示するかを、カスタマイズできます。ただし、カスタマイ

ズは、各 IVS に対して個別に行う必要があります。さらに、ルート管理者がルート IVS コン

テキストにいる状態で、管理者コンソールをカスタマイズすると、ルート管理者は、自身ある

いはルート IVS コンソールの閲覧を許可された他の管理者に表示されるコンソールをカスタマ

イズしたことになります。IVS 管理者コンソールのいずれかをカスタマイズするには、その IVS

のコンテキストにいる必要があります。

仮想化 SA シリーズ アプライアンスをクラスタ化する

すべての IVS システムを含み、SA シリーズ アプライアンス全体をクラスタ化することができ

ます。個々の IVS システムをクラスタ化することはできません。また、標準 SA シリーズ ア

プライアンス ネットワークのクラスタ化に関する規則および条件が IVS ネットワークのクラ

スタにも適用されますが、以下は対象外となります。

• 仮想ポートの複製 － アクティブ ノードで設定したすべての仮想ポートは、パッシブ ノー

ドに複製されます。仮想ポートの名前とアドレスは、アクティブ ノードでもパッシブ ノー

ドでも同じです。

• 仮想ポート ソース IP － エンドユーザーが特定のロールにマップされ、そのエンドユーザー

の代わりに任意のノードからバックエンド接続が与えられる場合は、バックエンド接続のソー

ス IP は、エンドユーザーのロールに設定された仮想ポートのソース IP と同じです。

• VLAN ポートの複製 — アクティブ クラスタ ノードで VLAN ポートを作成または削除する際、

SA シリーズ アプライアンスは自動的にパッシブ ノードの VLAN を追加または削除します。

• VLAN 定義 － 特定の VLAN ポートに関して、スロット、論理名、VLAN ID、ネットマスク、

デフォルト ゲートウェイは、全クラスタ ノードにおいて同じです。

• VLAN ポート IP アドレス － 各 VLAN ポートの IP アドレスは、ノードごとに異なります。

アクティブ/パッシブ クラスタ上の対応する VLAN ポートは、同じ IP ネットワーク上で設

定されます。結果として生じるネットワークがアクティブ クラスタ ノードの VLAN ポート

に対応する場合は、設定を行えるのは、スタンバイ ノード上にある VLAN ポートの IP アド

レスあるいはネットマスクの組み合わせのみです。VLAN IP アドレスは一意である必要があ
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ります。VLAN を内部ポートと同じネットワークに設定することはできません。たとえば、内

部ポートが 10.64.4.30/16 の場合に VLAN を 10.64.3.30/16 と設定すると、予期せぬ動作

やエラーが生じる可能性があります。

• ポリシ ルーティング － ルート設定を、ノードとインターフェースごとに、物理的にまたは

VLAN 上で行うことができますが、これらのルート設定は編集する際にクラスタ上で同期化さ

れます。

• IVS プロファイル － IVS プロファイルはクラスタ ノード上で複製されますが、クラスタ

ノード上で分割はされません。

• ネットワークコネクト － 仮想化 SA シリーズ アプライアンスをアクティブ/パッシブ クラ

スタとして展開する場合、ルート管理者または IVS 管理者が各 IVS 内で設定するネットワー

クコネクト接続プロファイルは、スタンバイ ノードへ伝達されます。

• アクティブ/アクティブ クラスタのネットワークコネクト － アクティブ/アクティブ クラ

スタでは、各 IVS のネットワークコネクト IP アドレス プールは、ロール レベル設定に

よって個々のクラスタ上で分割されます。

• フェイルオーバー動作 － フェイルオーバーが発生しても VLAN インターフェースは消えま

せん。アクティブ ノードとパッシブ ノードの両方に、VLAN インターフェースが含まれま

す。

注: ネットワークコネクトを使用する際は、作成した各 VLAN ポートに必ず仮想ポー

トを定義してください。ネットワークコネクト IP アドレス プールを定義して、ア

クティブ/パッシブ クラスタ モードで実行している場合、ルーターの設定を行い、

トラフィックを次ホップ ゲートウェイとして VLAN の仮想ポートの 1 つに誘導す

る必要があります。そうでない場合は、ネットワークコネクト セッションがフェイ

ルオーバーから正常に回復できない可能性があります。

MSP ネットワーク上で DNS サーバーにアクセスする

ルート システムでは、MSP ネットワーク上のリソースに向けられたあらゆるトラフィックが、

MSP ネットワーク上の DNS サーバーを通るように、アクセスを設定することができます。

MSP ネットワーク上で DNS サーバーにアクセスするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Network > Overview を選択します。

2. DNS name resolution で、プライマリ DNS アドレス、セカンダリ DNS アドレス、DNS ドメ

インを入力します。

DNS アドレスを追加すると、ネーム サーバー ディレクティブ内で、それぞれが SA シリー

ズ アプライアンスの resolv.conf ファイルに追加されます。

3. WINS を使用している場合は、WINS サーバー アドレスも入力します。

4. Save Changes をクリックします。

5. ネットワークコネクト接続プロファイルの設定

MSP ネットワークでグローバル DNS/WINS サーバーを指定して、DNS サービスを非ネットワー

クコネクト ユーザーに提供することができます。グローバル DNS/WINS サーバーは、参加して
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いるすべての加入企業の DNS をホストします。また代替として、SA シリーズ アプライアンス

の HOSTS ファイルを、参加しているすべての加入企業の DNS エントリで設定することもでき

ます。

グローバル DNS/WINS サーバーをこの方法で設定すると、要求しているすべてのエンティティ

に DNS サービスを提供します。これには、参加している加入企業の中でイントラネットに DNS

サーバーを持たない企業のネットワークコネクト ユーザーも含まれます。

加入企業イントラネット上で DNS サーバーにアクセスする

各 IVS システムでは、IVS 加入者のネットワーク上のリソースに宛てられたあらゆるトラフィッ

クが、企業の内部ネットワーク上の DNS サーバーを通るよう、アクセスを設定することができ

ます。

加入者イントラネット上で DNS サーバーにアクセスするには、次の操作を行います。

1. 仮想システムを作成する際に、有効なネットワークコネクト IP アドレス プールを IVS プ

ロファイルに追加しなかった場合は、ネットワークコネクト IP アドレスを含めるよう IVS

プロファイルを修正します。

2. 管理者コンソールで、加入者 IVS の名前をコンソール ヘッダー バーのドロップダウン メ

ニューから選択します。

3. Go をクリックします。

4. 加入者 IVS 管理者コンソール ページで、System > Network > Overview を選択します。

5. DNS name resolution で、プライマリ DNS アドレス、セカンダリ DNS アドレス、DNS ドメ

インを入力します。

6. WINS を使用している場合は、WINS サーバー アドレスも入力します。

7. Save Changes をクリックします。

8. ネットワークコネクト接続プロファイルを設定します。

a. Users > Resource Policies > Network Connect > Network Connect Connection Profiles

を選択します。

b. New Profile をクリックします。

c. Connection Profile の名前を入力します。

d. IP Address Pool フィールドに、ネットワークコネクト ユーザーが使用できる IP アド

レスの範囲を入力します。

e. 他の接続設定を選択するか、デフォルトを使用します。

f. 必要に応じて、設定を適用するロールを選択します。デフォルトでは、ロールを選択し

ない場合、ポリシーが全ロールに適用されます。

g. Save Changes をクリックします。

h. DNS タブをクリックします。

i. Use Custom Settings チェックボックスを選択します。
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j. プライマリ DNS、セカンダリ DNS（オプション）、DNS ドメイン名、WINS サーバー IP

アドレスを追加します。

k. DNS 検索順序を選択します。IVS にカスタム設定を行った場合、デフォルトでは、ルー

ト システムは、加入者 DNS サーバーを最初に検索し、次に MSP DNS サーバーを検索し

ます。

l. Save Changes をクリックします。

注: このタスクは、IVS ごとに行う必要があります。

ネットワークコネクトを仮想化 SA シリーズ アプライアンスでの使用に設定する

ルート管理者が IVS 管理者と共同でネットワークコネクトを設定し、エンドユーザーがトラ

フィックを加入者イントラネットへ送ったり、トラフィックを加入者イントラネットから受け

取ることができるようにします。

MSP ネットワーク上で実行しているネットワークコネクトを経由するだけでなく、ネットワー

クコネクトを加入企業の IVS 上で使用したい場合は、IVS で DNS サーバーを設定する必要が

あります。

クライアントで IVS へのネットワークコネクト セッションを確立するためには、IVS 用に DNS

設定を行う必要があります。これを設定しないと、ネットワークコネクト セッションの開始は

失敗し、エラー メッセージが表示されます。

ネットワークコネクト接続プロファイルの設定

IVS プロファイルのネットワークコネクト IP プールで指定した範囲の IP アドレスを使用し

て、ネットワークコネクト接続プロファイルを設定します。

1. Users > Resource Policies > Network Connect > Network Connect Connection Profiles

を選択します。

2. New Profile をクリックします。

3. IP Address Pool テキスト ボックスに、IP アドレスを入力します（各行に 1 つのアドレ

ス）。管理者コンソールのヘルプ テキストに、有効な範囲の例が表示されています。

4. 必要に応じて、デフォルトの転送設定、暗号化設定、圧縮設定を変更します。

5. Available roles リスト ボックスから、適切なロールを Selected roles リスト ボックス

に追加します。

6. Save Changes をクリックします。

バックエンド ルーター上のネットワークコネクトを設定する

ルート管理者と IVS 管理者の双方がバックエンド上の静的ルートを設定し、加入者イントラ

ネットから、そして必要な場合は MSP ネットワークから、各ネットワークコネクト エンドユー

ザーに到達できるようにします。
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ネットワークコネクト ユーザーが MSP ネットワークの DNS サーバーにアクセスできるように

するには、各アプリケーション サーバーまたは DNS サーバーのルート テーブルにある静的

ルートを、エンドユーザーのネットワークコネクト IP プール アドレスに設定します。次ホッ

プ ゲートウェイをルート システムの内部インターフェースの IP アドレスに設定します。

図 21: MSP ネットワーク DNS またはアプリケーション サーバーで静的ルート
を設定する

1. エンドユーザーは、ネットワークコネクト IP アドレス プールからの IP アドレスを使用

して、インターネット接続を介してサインインし、MSP ネットワークの DNS サーバーに到

達します。

2. ルート管理者は、DNS サーバー ルート テーブルの静的ルートを、ネットワークコネクト

IP アドレス プールの IP アドレスをポイントするよう、指定します。加入企業は、イント

ラネット内のネットワークコネクト IP アドレス プールを定義する必要があります。

3. DNS サーバーは MSP ネットワーク上に存在し、すべての加入企業のエンドユーザーすべて

に、サービスを提供します。

4. DNS サーバーのルート テーブルには、ネットワークコネクト IP アドレス プールおよび次

ホップ ゲートウェイ IP アドレスへの静的ルートが含まれています。

5. SA シリーズ アプライアンスの内部インターフェースは、DNS サーバーの次ホップ ゲート

ウェイ アドレスです。

6. 加入者の CPE ルーターは、トラフィックを加入企業イントラネットへと適切にルーティン

グします。

7. ユーザーに MSP DNS またはアプリケーション サーバーを通過させたい加入企業は、対応す

るネットワークコネクト IP アドレス プールを定義する必要があります。

次の図に示されている通り、IVS 管理者は、加入者 CPE ルーターをエンドユーザーの IP アド

レスへの静的ルートで設定し、次ホップ ゲートウェイを MSP ネットワーク 上の対応する CE

ルーターの IP アドレスに設定することができます。
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あるいは加入者は、CPE ルーターのデフォルト ルートを、次ホップ ゲートウェイとして MSP

CE ルーターをポイントするよう、設定することができます。この場合、ネットワークコネクト

IP プール アドレスへの個別の静的ルートを追加する必要はありません。

1. エンドユーザーは、インターネット接続を介して、MSP と加入企業が同意した IP アドレス

を使用してサインインします。

2. 加入企業の CPE ルーターのルート テーブルに存在する静的ルートを、エンドユーザーのサ

インイン IP アドレスをポイントするよう指定します。

3. また、CPE ルーターのルート テーブルの次ホップ ゲートウェイも指定する必要がありま

す。

4. MSP CE ルーターの IP アドレスを、CPE ルーターのルート テーブルの次ホップ IP として

使用します。

5. CPE ルーターは、加入企業イントラネット上に存在します。この配備を利用して、各加入企

業は、独自のエンドユーザー サインイン アドレスへの静的ルートを指定し、MSP の CE

ルーター IP を CPE ルート テーブルの次ホップ ゲートウェイとして指定する必要があり

ます。

6. MSP VLAN 終端点（この場合は CE ルーター）が、目的とする加入者イントラネットを決定

すると、終端点はトラフィックを適切な CPE ルーターへと導き、CPE ルーターはトラフィッ

クを加入者イントラネットの適切なリソースへと送ります。

次の図に示すように、CE ルーターの静的ルートを設定してエンドユーザーの IP アドレスをポ

イントし、次ホップ ゲートウェイを加入者 VLAN ポートの IP アドレスに設定できます。

あるいは、CE ルーターのデフォルト ルートを、次ホップ ゲートウェイを加入者 VLAN ポート

の IP アドレスに設定するようにも構成できます。この場合、ネットワークコネクト IP プー

ル アドレスへの個別の静的ルートを追加する必要はありません。
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また、ネットワーク全体をネットワークコネクト IP アドレス プールに割り当てることもでき

ます。

1. エンドユーザーは、インターネット接続を介して、MSP と加入企業が同意した IP アドレス

を使用してサインインします。

2. MSP の VLAN 終端点（この場合は CE ルーター）ルート テーブルの静的ルートを、各加入

企業のエンドユーザー サインイン IP アドレスをポイントするよう、指定します。

3. また、CE ルーターのルート テーブルの次ホップ ゲートウェイも指定する必要があります。

4. CE ルート テーブルでは、すべてのエンドユーザー サインイン IP アドレスを静的ルート

として指定し、対応するすべての VLAN ポート IP アドレスを仮想化 SA シリーズ アプラ

イアンスの定義どおりに指定します。

5. 各加入企業に対し、一意な VLAN ID を最低 1 つ作成します。各 VLAN の IP アドレスを、

CE ルーターのルート テーブルの次ホップ ゲートウェイ アドレスとして使用します。

6. 加入者の CPE ルーターは、トラフィックを加入企業イントラネットへと適切にルーティン

グします。

7. 各加入企業は、エンドユーザーがサインインする静的ルートとして定義された IP アドレス

に対して、サインイン ページを提供する必要があります。

MSP VLAN 終端点（この場合は CE ルーター）が、目的とする加入者イントラネットを決定する

と、終端点はトラフィックを適切な CPE ルーターへと導き、CPE ルーターはトラフィックを加

入者イントラネットの適切なリソースへと送ります。

集中 DHCP サーバーの設定

ネットワークコネクト IVS ユーザーに動的 IP アドレスで提供したい場合、それぞれの IVS

加入者が IVS 固有の DHCP サーバーをサポートすることなく、集中 DHCP サーバーを 1 台あ

るいは複数構成することができます。

DHCP サーバーは、IVS プロファイルで定義された IVS name プロパティを使用して、それぞれ

の IVS に対して別の IP アドレス プールを維持し、IVS 固有のプールを一意に識別します。
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IVS から要求を受け取ると、DHCP サーバーは、要求の送信元ノードの IVS 名と IP アドレス

に基づいて IP アドレスを選択します。IP アドレスは、要求の giaddr フィールドで配信され

ます。このデータ ポイントの組み合わせで、DHCP は、適切なプールから利用可能な IP アド

レスをピックして、DHCP オファーのアドレスを返信します。

集中 DHCP サーバーをサポートするようシステムを設定するには、次の操作を行います。

以下は、IVS 構成における集中 DHCP サーバーの使用に該当します。

• 複数の IVS システムで、ネットワークコネクト ロールに対して、同じ DHCP サーバー IP

アドレスを設定することができます。

• ネットワークコネクト ロールで、NC IP プールと DHCP サーバーの両方を同じロールに対し

て設定した場合、DHCP サーバーが優先されます。

• DHCP IP アドレスの割り当ては、IVS 内で NC IP プールを通した IP アドレス割り当てと共

存できます。

• サービス プロバイダ ネットワーク内の複数の DHCP サーバーを、それぞれ別の集中サーバー

をポイントする IVS システムの異なるグループで使用することができます。

1. DHCP を通して IP アドレスを取得するネットワークコネクト ロールそれぞれに対して、

ネットワークコネクト接続プロファイルで DHCP サーバー エントリを設定します。

2. DHCP サーバー自体の設定は、DHCP サーバー上のクラスとサブクラスを異なる IVS システ

ムからの要求を区別するように設定し、IVS 固有の IVS アドレス プールから IP アドレス

を提供するよう設定して行います。

ネットワークコネクト接続プロファイルで DHCP サーバー エントリを設定するには、次の操作

を行います。

1. ルート コンテキストで、Users > Resource Policies > Network Connect を選択します。

2. NC Connection Profiles タブをクリックします。

3. New Profile をクリックします。

4. プロファイルの名前を入力します。

5. IP address assignment で、DHCP Server ラジオ ボタンを選択します。

6. DHCP サーバー名または IP アドレスを入力します。

7. Roles で、Available roles リスト ボックスから適切なロールを選択し、Add をクリック

して Selected roles リスト ボックスに移動します。

8. Save Changes をクリックします。

9. ルートに入力したのと同じ DHCP 名あるいは IP アドレスを入力するよう注意して、DHCP

サーバーの使用を指定する IVS それぞれに対してこの手順を行います。

認証サーバーについて

RADIUS や Active Directory といった認証サーバーを、MSP ネットワークと加入企業イントラ

ネットの両方で設定することが可能です。認証サーバーは、トラフィックが MSP ネットワーク
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に入る際または顧客イントラネットに到達する際に認証されるかどうかに応じて、受信トラ

フィックを異なる方法で認証します。

注: 認証サーバーを内部ポートに接続している場合は、IVS を設定する際にデフォ

ルト VLAN を内部ポートに設定する必要があります。

以下の認証サーバーは、加入者 IVS 上でサポートされています。

• ローカル認証

• LDAP サーバー

• RADIUS サーバー

• Active Directory/Windows NT

• 匿名サーバー

• 証明書サーバー

以下の認証サーバーは、ルート システム上でサポートされています。

• ローカル認証

• LDAP サーバー

• NIS サーバー

• ACE サーバー

• RADIUS サーバー

• Active Directory/Windows NT

• 匿名サーバー

• SiteMinder サーバー

• 証明書サーバー

認証サーバーへのアクセスを制御する規則

以下の規則は、MSP ネットワークまたは加入企業ネットワーク上の認証サーバーへのアクセス

に適用されます。各 IVS プロファイルには、以下の設定が必要となります。

• デフォルトの VLAN。デフォルト VLAN として提供されていれば、内部ポートにもなります。

• デフォルト VLAN インターフェース IP は、認証サーバーへの接続に使用されるソース IP

アドレスです。

• 適切な認証サーバーをポイントしている VLAN の静的ルート。この静的ルートは、MSP ネッ

トワーク（内部ポートで VLAN ID が割り当てれれている、あるいはタグなし）または加入企

業ネットワーク上に存在することが可能です。
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RADIUS サーバー上で認証を設定する

各 IVS に対して RADIUS サーバーを設定する必要があります。MSP ネットワーク上にも RADIUS

サーバーがある場合は、すべての IVS RADIUS サーバーで同じ MSP RADIUS IP アドレスをポイ

ントすることが可能です。

RADIUS サーバーを設定するには、次の操作を行います。

1. コンテキストを選択します。

• IVS コンテキストから MSP ネットワーク上の RADIUS サーバーを定義したい場合は、管

理者コンソール ヘッダー バーのコンテキスト ドロップダウン メニューから Root を選

択し、Go をクリックします。

• ルート コンテキストから加入者イントラネット上の RADIUS サーバーを定義したい場合

は、管理者コンソール ヘッダー バーのコンテキスト ドロップダウン メニューから IVS

名を選択し、Go をクリックします。

2. RADIUS サーバー インスタンスを設定する際にも、同じ手順を行います。

注: 現在のリリースでは、ACE 認証は個々の IVS システムに利用できません。RSA

2 ファクタ トークン ベース認証を使用する場合は、RADIUS を使用して IVS から

RSA ACE にアクセスする必要があります。

Active Directory で認証を設定する

各 IVS に対して AD/NT サーバーを設定する必要があります。MSP ネットワーク上にも AD/NT

サーバーがある場合は、すべての IVS AD/NT サーバーで同じ MSP AD/NT IP アドレスをポイン

トすることが可能です。

Active Directory サーバーを設定するには、次の操作を行います。

1. コンテキストを選択します。

• IVS コンテキストから MSP ネットワーク上の AD/NT サーバーを定義したい場合は、管理

者コンソール ヘッダー バーのコンテキスト ドロップダウン メニューから Root を選択

し、Go をクリックします。

• ルート コンテキストから加入者イントラネット上の AD/NT サーバーを定義したい場合

は、管理者コンソール ヘッダー バーのコンテキスト ドロップダウン メニューから IVS

名を選択し、Go をクリックします。

2. Active Directory または NT Domain インスタンスを設定する際にも、同じ手順を行いま

す。

IVS システムへの管理アクセスの委任

ルート管理者であるご自身は、特定の IVS システムへの管理アクセスと役割を委任することが

できます。すべての IVS システムあるいは指定した IVS システムへの読み取り/書き込みアク

セス、あるいは読み取り専用アクセスを委任できます。
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IVS システムへの管理アクセスを委任するには、次の操作を行います。

1. Administrators > Admin Roles > ロール を選択します。ロール は、リスト表示された管

理者ロールの 1 つを示しています。必要に応じて、新しい管理者ロールを作成することも

できます。

2. IVS タブをクリックします。

3. 管理者に対して IVS への読み取り/書き込みアクセスを許可する場合、以下のいずれかを選

択します。

• 管理者に対してすべての IVS システムへの読み取り/書き込みアクセスを許可する場合、

Administrator can manage ALL IVSs チェックボックスを選択します。

• 管理者のアクセスを特定の IVS システムに限定したい場合、Administrator can manage

SELECTED IVSs チェックボックスを選択して、Available IVSs リストから IVS システム

を選択し、Add をクリックして Selected IVSs リストにそれらを移動します。

4. 管理者に対して IVS への読み取り専用アクセスを許可する場合、以下のいずれかを選択し

ます。

• 管理者に対してすべての IVS システムへの読み取り専用アクセスを許可する場合、

Administrator can view (but not modify) ALL IVSs チェックボックスを選択します。

• 管理者のアクセスを特定の IVS システムに限定したい場合、Administrator can view

(but not modify) SELECTED IVSs チェックボックスを選択して、Available IVSs リスト

から IVS システムを選択し、Add をクリックして Selected IVSs リストにそれらを移動

します。

5. Save Changes をクリックします。

特定のロールにこれらのアクセス権を与えることによって、異なる MSP 管理者の管理を、それ

ぞれ別のレベルで行うことができます。

IVS システムのスタンドアロン インストーラへアクセスする

IVS 管理者はホストチェッカー、WSAM、あるいはその他のスタンドアロン インストーラにアク

セスしなければならない場合があります。Maintenance > System > Installers ページにある

インストーラに IVS 管理者がアクセスできるようにするには、Administrators > Admin Roles

> SelectRole > IVS ページでアクセス権を委任することができます。アクセス権を委任する

と、IVS 管理者は、IVS 管理者コンソールのコンテキスト内で Installers ページを見ること

ができます。

IVS 設定ファイルのエクスポートとインポート

SA シリーズ アプライアンスのバイナリ インポート/エクスポート機能を使用して、ルート シ

ステムとユーザー設定をエクスポート/インポートすることができます。また、加入者 IVS 設

定とプロファイルもエクスポート/インポートできます。以下の 2 種類の操作は相反するもの

です。IVS 設定をエクスポートすると、エクスポートされた設定ファイルにはルート システム

設定が含まれません。逆に、ルート システム設定をエクスポートすると、エクスポートされた

設定ファイルには加入者 IVS 設定が含まれません。
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XML インポート/エクスポート機能を使用して、システム構成をインポート/エクスポートでき

ます。この機能は、システム設定に大幅な変更を加えることができるので、特に多数の設定に

繰り返し変更を行う場合や、設定データを一括で更新したい場合などに、非常に便利です。

エクスポートとインポート操作は、ルート システムのコンテキストから実行します。Maintenance

> Import/Export > Import/Export Configuration ページ、Maintenance > Import/Export >

Import XML and Export XML ページ、および Maintenance > Import/Export > Import/Export

Users ページで、ルート システムとユーザー設定をエクスポートするための標準コントロール

を利用できます。加入者 IVS 管理者は、加入者 IVS のデータをエクスポート/インポートする

ことはできません。ルート管理者であるご自身だけが、これらのタスクを実行することができ

ます。

以下に注意してください。

• IVS システムのインポート/エクスポートは、すべて一括して行われます。IVS システムの設

定を個別にインポート/エクスポートすることはできません。

• XML インポートを使用して IVS を作成するとき、IVS プロファイルを含んでいる XML を最

初にインポートしてから、IVS 設定をインポートします。

• ルート IVS の XML インポート/エクスポートのスキーマ（XML エクスポート ページの

Download the schema files リンクをクリック）は、非ルート IVS の XML インポート/エク

スポート スキーマとは異なります。

• SA シリーズ アプライアンスのバイナリ アーカイビング機能を使用して、IVS システムの

ローカル バックアップを行うこともできます。

IVS 設定のエクスポート

IVS 設定をエクスポートするには、次の操作を行います。

1. Maintenance > Import/Export > Import/Export IVS を選択します。

2. 設定ファイルをパスワード保護するため、パスワードを入力します。

3. Save Config As をクリックします。

4. Save をクリックします。

5. ファイル名とファイルを保存する場所を指定します。

6. Save をクリックし、必要に応じて Close をクリックします。

保存された設定ファイルには、すべての IVS システムに対する以下の設定が含まれています。

• IVS プロファイル

• IVS システム設定

• IVS サインイン設定

• IVS 管理者

• IVS ユーザー

• IVS リソース ポリシー

• IVS メンテナンス設定
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IVS 設定のインポート

IVS 設定をインポートするには、次の操作を行います。

1. Maintenance > Import/Export > Import/Export IVS を選択します。

2. Browse をクリックします。

3. ファイルを特定して選択し、Open をクリックします。

4. 設定ファイルをパスワード保護するため、パスワードを入力します。

5. VLAN ポートや仮想ポートといった、IVS プロファイルのネットワーク設定をインポートす

るには、Import IVS Profile Network Settings チェックボックスを選択します。

注: 上記で説明しているネットワーク設定のインポートは、システム設定と IVS

設定を同じシステムからエクスポートした場合のみ可能です。

ネットワーク設定自体はインポートされません。ネットワーク設定への参照のみ

がインポートされます。ネットワーク設定は、ルート システム設定をインポー

ト/エクスポートする場合にのみインポート/エクスポートされます。

6. Import Config をクリックします。

インポートに成功すると、IVS は確認メッセージを表示します。その後 IVS は一定のサー

ビスを再起動します。これには数分かかることがあります。

注: XML インポート/エクスポート機能を使用して、ルート IVS の XML ベース

の設定ファイルをエクスポート/インポートすることができます。

設定転送を使用して、あるルート IVS 設定を別のルート IVS にコピーすること

ができます。設定転送を使用して、設定データを、加入者 IVS システム間でコ

ピーしたり、ルート IVS から加入者 IVS にコピーすることはできません。

IVS システムで XML インポートおよび XML インポートを使用する

XML インポートおよび XML インポートを使用すると、システム設定のインポートおよびエクス

ポートを行うことにより、多くの繰り返しが必要な変更を一括で行うことができます。バイナ

リ エクスポート/インポートでは、加入者 IVS 管理者は加入者 IVS のデータをエクスポート/

インポートすることはできません。ルート管理者のみが、これらのタスクを実行することがで

きます。XML インポートでは、IVS を作成または削除することはできません。

IVS システム設定のインポートおよびエクスポートの手順は、SA シリーズ アプライアンスの

場合と同じですので、ここでは説明しません。SA シリーズ アプライアンスにあるすべてのオ

プションが IVS にはないため、SA シリーズ アプライアンスでの XML エクスポート オプショ

ンと比べると IVS の場合は少なくなります。
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SA シリーズ アプライアンスと同様に、設定を変更すると、いくつかのサービスは、IVS XML

インポートを実行した後に再起動することがあります。次の設定変更では、サービスの再起動

が必要になります。

• NCP オプション変更

• Windows/Unix ファイル ブラウズ設定変更

• セキュリティ オプション変更

IVS ルート管理人は IVS 管理者が、System > Virtual Systems > Virtual Systems を選択し、

Restrict IVS administrator access to configuration without system wide impact オプ

ションを選択することによって、サービスが（管理者コンソールおよび XML インポートにて）

再起動する可能性のある設定データへの変更を制限することができます。

加入者の監視

ログ ファイルには、イベント、ユーザー アクセス、管理者アクセスなどについての詳細情報

が含まれます。ログ エントリは、各エントリのコンテキストを調べ、エントリがルート アク

ションによるものか、またはある IVS システム上のアクションによるものかを特定します。

ルート エントリには、Root という語が含まれます。たとえば、以下のエントリでは、2 人の

管理者によるアクセスが表示されています。最初は Root で、次は Test と呼ばれる管理者で

す。

ADM20716 2005-05-10 10:52:19 - ive - [10.11.254.160] Root::administrator(administrator

Users)[.Administrators] - User Accounts modified. Added Unspecified Name with username testuser1

to authentication server System Local.

Info ADM20716 2005-05-10 10:35:26 - ive - [10.11.254.160] Test::administrator(administrator

Users)[.Administrators]!Root - User Accounts modified. Added IVE Platform Administrator with

username omiadmin to authentication server Administrators.

加入者の IVS へのアクセスを停止する

加入者の IVS へのアクセスを停止するには、次の操作を行います。

1. System > Virtual Systems を選択します。

2. Disabled ラジオ ボタンをクリックします。

この手順により、IVS の管理者を含め、すべての IVS のユーザーが IVS を使用できなくなり

ます。IVS へのアクセスを提供するには、ラジオ ボタンを有効に設定します。

VLAN のトラブルシューティング

SA シリーズ アプライアンスが提供する標準のトラブルシューティング機能に加え、仮想化 SA

シリーズ アプライアンスでは、IVS システムの管理をはじめとして、いくつかの機能が強化さ

れました。以下のトラブルシューティング機能は、ルート システム上または各 IVS 上で個別

に使用できます。

• ポリシーのシミュレーション

• ポリシーのトレース

• セッションの記録
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機能的には、これらは標準の SA シリーズ アプライアンス機能と同じものです。主な違いは、

コンテキストです。これら 3 種類の機能の 1 つをルート システム コンテキストから実行す

ると、ルート システムまたは MSP ネットワーク上からユーザー、ポリシー、セッションに対

する結果が得られます。これらの機能を加入者 IVS コンテキストから実行すると、IVS 上また

は加入者イントラネット上で、ユーザー、ポリシー、セッションに対する結果が得られます。

TCPDump、Ping、Traceroute、NSLookup、ARP コマンドは、仮想化 SA シリーズ アプライアン

スのシステムでの使用において、強化されています。これらのコマンドは内部ポートと外部ポー

トで実行します。また、加入者 VLAN のトラフィックのトラブルシューティングを行う場合は、

VLAN ポートを選択して実行することも可能です。VLAN ポートを指定する機能以外、コマンド

の基本機能は変更ありません。

VLAN で TCPDump を実行する

VLAN で TCPDump を実行するには、次の操作を行います。

1. ルート システム コンテキストにいない場合は、管理者コンソール ヘッダーの IVS ドロッ

プダウン メニューから Root を選択し、Go をクリックします。

2. Maintenance > Troubleshooting > Tools > TCP Dump を選択します。

3. Internal Port が選択された状態で、VLAN Port ドロップダウン メニューから VLAN を選

択します。

4. フィルタを Filter テキスト ボックスに追加します（オプション）。

5. Start Sniffing をクリックします。

6. 結果を確認するには、Stop Sniffing をクリックします。

7. Dump File ドロップダウン メニューから Dump ファイルのタイプを選択します。

8. Get をクリックします。

9. 適切なエディタでファイルを開きます。

VLAN で Ping、traceroute、NSLookup、ARP コマンドを使用する

1. ルート システム コンテキストにいない場合は、管理者コンソール ヘッダーの IVS ドロッ

プダウン メニューから Root を選択し、Go をクリックします。

2. Maintenance > Troubleshooting > Tools > Commands を選択します。

3. Command ドロップダウン メニューからコマンドを選択します。

4. ターゲット サーバーを入力します。

5. VLAN Port ドロップダウン メニューから VLAN を選択します。

6. 選択したコマンドに応じて、他の設定を入力します。

7. OK をクリックします。

8.
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IVS 使用例:ポリシ ルーティング規則解決

この使用例では、ポリシ ルーティングが MSP の配備でどのように実行するかについて説明し

ます。使用例では、最初に、2 つの加入企業の設定と、エンドユーザーがどのように関連する

加入企業ネットワークにアクセスするかについて詳しく説明します。次に、MSP ネットワーク

上に VLAN を作成して加入企業のエンドユーザーに共有サービスを提供するとどうなるかにつ

いてを説明しています。

Company 1 および Company 2 は MSP ネットワーク上でのホストされた企業です。次の表では、

各企業に定義された VLAN、VLAN ID、インターフェースおよびロールを表示しています。Company

1 には 2 つの VLAN が定義されています。1 つは営業部用で、もう 1 つは人事部用です。各

企業は、関連するロールを各 VLAN に定義しています。ルート管理者は、一意の VLAN ID を有

し、特定のポートを示す VLAN をそれぞれ作成します。この場合、ルート管理者は 4 つの VLAN

すべてを内部インターフェースに作成しました。

ロールインターフェースVLAN IDVLAN

SALESint0.11営業部Company 1

HRint0.22HR

EMPLOYEEint0.33社員Company 2

PARTNERint0.44パートナ

注: ポートのラベルが変更されました。ポート名 eth0（内部ポート）は int0 とい

う名前になり、eth1（外部ポート）が ext0 という名前になりました。ルート テー

ブル デバイス名（例: int0.1）は、シリアル コンソールで表示のみができます。

ルート テーブルは、シリアル コンソールでメニュー アイテム 1 を選択し、次に

メニュー アイテム 2 を選択して表示することができます。

次の図では、MSP および加入企業の配備を図解しています。
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注: SA シリーズ アプライアンスの設定では、IVS VLAN は加入者イントラネットに

明示的に接続されていません。VLAN から加入者イントラネットへの接続は、CE >CPE

ルーター フレームワーク内の加入者イントラネットのプライベート トンネルに、

VLAN インターフェースをマップすることで達成されます。

上の図では、ルート管理者が IVS に定義したネットワークコネクト IP アドレス プールから

ネットワークコネクト エンドユーザーが独自のソース IP アドレスを取得しています。また同

図では、非ネットワークコネクト ユーザーも、VLAN の仮想ポートとして定義したロールとロー

ルベースのソース IP（VIP ソーシング）アドレスに基づいて、指定した領域にアクセスするこ

とが可能です。

以下のリストでは、上の図において番号ラベルでマークされた各項目について説明します。
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以下のリストでは、上の図において番号ラベルでマークされた各項目について説明します。

1. ネットワークコネクト エンドユーザーは、ネットワークコネクト IP プールから IP アド

レスを取得します。これらユーザーからのトラフィックは、内部ポートで定義した適切な加

入者 VLAN を通過します。

2. 非ネットワークコネクト エンドユーザーは、仮想 IP（VIP）プールから IP アドレスを取

得します。これらユーザーからのトラフィックは、適切な加入者 VLAN を通して行われま

す。

3. 図 67 では、番号が付いたボックスは加入者 IVS を表しています。これには ポート int0.1

および int0.2 で定義された 2 つの VLAN が含まれます。

4. 図 67 においては、番号が付いたボックスは第 2 の加入者 IVS を表しています。これには

ポート int0.3 および int0.4 で定義された 2 つの VLAN が含まれます。

5. 加入者は VLAN1 上で「営業部」のロールを定義します。インターネットを介して IP

13.10.0.1 にサインインするエンドユーザーは、Company 1 のイントラネット、そして

10.10.0.0/16 の「営業部」領域にある適切なバックエンド リソースに導かれます。IP

13.11.0.1 にサインインするエンドユーザーは Company 1 のイントラネットに VIP ソーシ

ングされ、同様に 10.10.0.0/16 の「営業部」領域にある適切なバックエンド リソースに

導かれます。

6. 加入者は VLAN2 上で「人事部」のロールを定義します。インターネットを介して IP

13.12.0.1 にサインインするエンドユーザーは、Company 1 のイントラネット、そして

10.11.0.0/16 の「人事部」領域にある適切なバックエンド リソースに導かれます。IP

13.13.0.1 にサインインするエンドユーザーは Company 1 のイントラネットに VIP ソーシ

ングされ、同様に 10.11.0.0/16 の「人事部」領域にある適切なバックエンド リソースに

導かれます。

7. 加入者は VLAN3 上で「社員」のロールを定義します。インターネットを介して IP 14.10.0.1

にサインインするエンドユーザーは、Company 2 のイントラネット、そして 10.10.0.0/16

の「社員」領域にある適切なバックエンド リソースに導かれます。IP 14.11.0.1 にサイン

インするエンドユーザーは Company 2 のイントラネットに VIP ソーシングされ、同様に

10.10.0.0/16 の「社員」領域にある適切なバックエンド リソースに導かれます。

8. 加入者は VLAN4 上で「パートナ」のロールを定義します。インターネットを介して IP

14.12.0.1 にサインインするエンドユーザーは、Company 2 のイントラネット、そして

10.11.0.0/16 の「パートナ」領域にある適切なバックエンド リソースに導かれます。IP

14.13.0.1 にサインインするエンドユーザーはCompany 2 のイントラネットに VIP ソーシ

ングされ、同様に 10.11.0.0/16 の「パートナ」領域にある適切なバックエンド リソース

に導かれます。

9. Company 1 のイントラネットは 2 つの領域、10.10.0.0/16 の「営業部」と 10.11.0.0/16

の「人事部」をサポートしています。これらの領域は VLAN1 と VLAN2 で定義されたロール

に対応します。

10. Company 2 のイントラネットは 2 つの領域、10.10.0.0/16 の「社員」と 10.11.0.0/16 の

「パートナ」をサポートしています。
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注: これらの領域は、重複する IP アドレスが含まれていても有効です。ロールは

異なる VLAN に対して定義されているため、VLAN ID によって分離が可能となり、

重複してもトラフィックが混ざることはありません。

各 VLAN のルート テーブルは以下のように表示されます。

表38: VLAN1 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.1VLAN1 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.10.0.0.010.10.0.0/16

表39: VLAN2 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.2VLAN2 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.20.0.0.010.10.0.0/16

表40: VLAN3 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.3VLAN3 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.30.0.0.010.10.0.0/16

表41: VLAN4 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.4VLAN4 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.40.0.0.010.10.0.0/16

ここで、MSP が共有サービスを Company 1 と Company 2 のエンドユーザーに提供するとしま

す。そして MSP ネットワークも VLAN（VLAN5）上にあると想定します。10.64.0.0/16 のサー

ビスを Company 1 と Company 2 の両方に提供し、10.65.0.0/16 のサービスを Company 2 の

みに提供する場合は、ネットワークコネクト プールかこれらのアドレスの仮想ポートのどちら

かを設定します。

図 68 は、この状況を図解しています。読みやすくするために、 この図の詳細の一部は削除ま

たはグレーになっています。
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1. Company 1 のエンドユーザーは、インターネットを介して、MSP ネットワークおよび MSP

VLAN、VLAN5（図では番号 3 で表示）にサインインします。

2. Company 2 のエンドユーザーは、インターネットを介して、MSP ネットワークおよび MSP

VLAN、VLAN5（図では番号 3 で表示）にサインインします。

3. MSP VLAN5 は、MSP ネットワークの共有サービスへのアクセスを提供します。

4. MSP サービスを共有する場合でも、各加入企業のエンドユーザーに個別の IP アドレスを定

義する必要があります。

MSP ネットワークの共有サービスにアクセスするユーザーへのサポート、そして制限された MSP

ネットワーク サービスにもアクセスするユーザーへのサポートをするようにルートを設定する

と、VLAN ルート テーブルは以下のように表示されます。

表42: VLAN1 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP
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表42: VLAN1 ルート テーブル （続き）

int0.1VLAN1 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.5VLAN5 のルーター10.64.0.0

表43: VLAN2 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.2VLAN2 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.5VLAN5 のルーター10.64.0.0

表44: VLAN3 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.1VLAN3 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.5VLAN5 のルーター10.64.0.0

int0.5VLAN5 のルーター10.65.0.0

表45: VLAN4 ルート テーブル

出力ポートゲートウェイ宛先 IP

int0.2VLAN4 のデフォルト ゲートウェイ0.0.0.0

int0.5VLAN5 のルーター10.64.0.0

int0.5VLAN5 のルーター10.65.0.0

MSP ネットワークがタグなしポート（内部）に接続している場合、ルート エントリは類似しま

すが、出力ポートは int0 のみとなります。

使用例:グローバル認証サーバーを複数の加入者に対して設定する

加入企業がサービス プロバイダから認証サービスをリースまたは購入したいと考えている場

合、サービス プロバイダは、ネットワーク上にグローバル認証サーバーを設定することができ

ます。この場合、サービス プロバイダは以下のタスクを実行する必要があります。

1. MSP ネットワーク上に 1 つまたはそれ以上の認証サーバーを設定します。

2. MSP ネットワーク上に、サインイン用のパス ベースの URL あるいは仮想ポートを設定しま

す。

3. VLAN システムおよび IVS システムを設定し、MSP ネットワーク上の認証サーバーにマップ

します。
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使用例:加入者ごとに DNS/WINS サーバー IP アドレスを設定する

加入者ごとに特定の DNS/WINS サーバー IP アドレスを設定したい場合は、各 IVS からこれを

行うことができます。

DNS/WINS サーバー IP アドレスを設定するには、次の操作を行います。

1. 独自の IVS システムを設定します。

2. 管理者コンソールのヘッダーにあるシステム ドロップダウン メニューから IVS を選択し、

Go をクリックします。IVS コンテキスト内でヘッダーの色が変化し、加入者の名前が表示

されます。

3. System > Network > Overview を選択します。

4. 加入者イントラネットの DNS/WINS サーバーに対応する DNS/WINS 設定を入力します。

5. Save Changes をクリックします。

使用例:各加入者の Web アプリケーションおよび Web ブラウズへのアクセスを設定する

IVS 管理者は、IVS エンドユーザーに対して特定の Web ブラウズ ポリシを設定する場合があ

ります。

Web ブラウズ アクセスを設定するには、IVS 管理者は以下のページで設定を行う必要がありま

す。

• Users > User Roles > RoleName > Web

• Users > Resource Policies > Web

Web ブラウズ アクセスを設定する

Web ブラウズ アクセスを設定するには、次の操作を行います。

1. Users > User Roles > RoleName > Web を選択します。

2. Bookmarks タブを選択します。

3. New Bookmark をクリックします。

4. 特定の Web URL へのブックマークに対して設定を行います。

5. Save Changes をクリック、または複数のブックマークを追加する場合は Save + New をク

リックします。

ここで定義したブックマークは、エンドユーザーがアクセスできる Secure Access Web ブッ

クマーク セクションに表示されます。

6. Options タブを選択します。

7. エンドユーザーに提供したい Web ブラウズの権限を選択します。

8. 必要に応じて、HTTP 接続のタイムアウト値の設定などのオプションを選択します。

9. Save Changes をクリックします。
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Web ブラウズ アクセス ポリシを設定する

Web ブラウズ アクセス ポリシを設定するには、次の操作を行います。

1. Users > Resource Policies > Web を選択します。

2. 各タブに適切な設定を行います。

使用例:各加入者のファイル ブラウズ アクセスを設定する

IVS 管理者は、IVS エンドユーザーに対して特定のファイル ブラウズ アクセス ポリシを設定

する場合があります。IVS 管理者は、ロールに基づいてこのタイプの操作を実行することがで

きます。

ファイル ブラウズの設定は、IVS 管理者が以下のページで行う必要があります。

• Users > User Roles > RoleName > General

• Users > User Roles > RoleName > Files

• Users > Resource Policies > Files

ファイル ブラウズ アクセスを設定する

ファイル ブラウズ アクセスを設定するには、次の操作を行います。

1. Users > User Roles > RoleName > General を選択します。

2. Access Features で、Files チェックボックスを選択します（Windows の場合）。

3. Save Changes をクリックします。

4. Files タブを選択します。

5. Options ページを選択します。

6. ファイル システムのタイプに応じて、IVS エンドユーザーのアクセスに適用するオプショ

ンを選択します。

7. Save Changes をクリックします。

ファイル システム アクセス ポリシを設定する

ファイル システム アクセス ポリシを設定するには、次の操作を行います。

1. IVS コンテキストにいることを確認してください。管理者コンソール ヘッダー バーの IVS

ドロップ ダウン メニューに Root が表示されている場合は、メニューから IVS 名を選択

して、Go をクリックします。

2. Users > Resource Policies > Files > Access > Windows を選択します。

3. Show policies that apply to ドロップダウン メニューからロールを選択して、Update を

クリックします。

4. New Policy をクリックします。

5. 適切な設定を行います。
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6. Save Changes をクリックします。

7. Credentials タブを選択します。

8. 適切な設定を行います。

9. Save Changes をクリックします。

10.それぞれのロールに対して同じ手順を繰り返します。

11. Encoding タブを選択して言語のエンコードを選択し、Save Changes をクリックします。

12. Options タブを選択してオプション（IP based matching for Hostname based policy

resources など）を設定し、Save Changes をクリックします。

注: UNIX/NFS ファイル リソース ポリシはルート IVS 上のみでサポートされます。

使用例:加入者のエンドユーザーに複数のサブネット IP アドレスを設定する

加入者が、トラフィックの分離をサポートするためにイントラネット内にサブネットを作成す

るとします。この場合、加入者エンドユーザーを 3 つの異なる部門（マーケティング、ファイ

ナンス、エンジニアリング）に分離すると想定します。このタスクを達成するために必要な手

順は、ルート管理者が実行する部分と、IVS 管理者が実行する部分に分かれています。

ルート管理者が実行するタスク

1. 加入者 VLAN を作成します。

2. 加入者 IVS を作成します。

3. サインイン用のパスベースの URL あるいは仮想ポートを作成します。

4. ロールベースのソース IP エイリアスに対して仮想ポートを作成します。

IVS 管理者が実行するタスク

1. ユーザーを作成します。

2. ロールを VLAN/ソース IP に割り当てます。

3. ユーザーをロールに割り当てます。

使用例:共有サーバーへのアクセスを可能にするため複数の IVS システムを設定する

複数の加入企業のエンドユーザーに、MSP ネットワーク上の共有サーバーへのアクセスを提供

する場合があります。

以下の手順は、簡単な使用例と解決方法について説明しています。

解決策 #1
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共有サーバーへのアクセスを設定するには、次の操作を行います。この場合、2 人の加入者に

対し IVS システムが 2 台と想定します。

1. 内部ポートを、選択した VLAN の IVS1 リストに追加します。

2. 内部ポートを、選択した VLAN の IVS2 リストに追加します。

3. 内部ポートのルート テーブルを編集し、共有サーバーをポイントしている静的ルートを、

内部インターフェースで出力ポートとして設定します。

解決策 #2

共有サーバーへのアクセスを設定するには、次の操作を行います。この場合、2 人の加入者に

対し IVS システムが 2 台と想定します。

1. VLAN1 を IVS1 の選択された VLAN リストに追加し、デフォルト VLAN として設定します。

2. VLAN2 を IVS2 の選択された VLAN リストに追加し、デフォルト VLAN として設定します。

3. VLAN1 と VLAN2 両ルート テーブルを編集し、それぞれで、共有サーバーをポイントしてい

る静的ルートを、内部インターフェースで出力ポートとして設定します。
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第36章

SA シリーズ アプライアンスおよび IDP 相
互運用性

• IDP について 891ページ

• IDP 実装のシナリオ 892ページ

• SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを IDP との相互運用に設定する 893ページ

• IDP センサー ポリシーの設定 894ページ

• SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを IDP との相互運用に設定する 896ページ

• センサー イベント自動対処ポリシーの定義 897ページ

• 検疫を受けているユーザーを手動で識別し管理する 899ページ

IDP について

イントラネットワーク アプリケーションとリソース トラフィックをセキュリティ保護するこ

とは、ネットワークを外部からの悪意のある侵入から保護する上で重要です。Juniper Networks

Secure Access アプライアンスと Juniper Networks Intrusion Detection and Prevention

（IDP） センサーを統合することによって、リモート アクセス ネットワークに、さまざまな

レベルのアプリケーション セキュリティを適用することができます。IDP デバイスは、このソ

リューションにおいて、以下の種類の保護を提供することができます（保護の形式は構成によっ

て異なります）。

IDP センサーは、IDP システムがインストールされているネットワークを監視します。センサー

の主な目的は、IDP ルールベースで定義された規則に基づき、不審なまたは異常なネットワー

ク トラフィックを検出することです。

IDP デバイスは、以下の種類の保護を提供します（保護の形式は構成によって異なります）。

• ユーザーからアプリケーションへの攻撃と、アプリケーションからユーザーへの攻撃に対す

る保護（サーバーサイド エンドポイントから）

• ソフトウェアの欠陥に基づいてネットワーク ワームのほとんどを検出してブロックする。

• 非ファイル ベースのトロイの木馬を検出してブロックする。

• スパイウェア、アドウェア、およびキー ロガーによる作用を検出してブロックする。

• さまざまなタイプのマルウェアを検出してブロックする。

• アノーマリ検出を使用してゼロデイ アタックを検出してブロックする。
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注: IDP センサーは、ログを 1 つの Secure Access アプライアンスにのみ送信

できます。ただし、Secure Access アプライアンスは、複数の IDP センサーから

ログを受信することができます。

IVE と IDP との間の対話には、Juniper Networks からの特別なライセンスは必要ありません。

Secure Access の管理者コンソールを使用して、Secure Access と IDP との間の以下のような

操作属性について、設定と管理を行うことができます。

• IDP ホスト名や IP アドレスなどのグローバルな構成パラメータ、センサーが IVE との通信

を行う TCP ポート、および IVE と IDP が互いに認証を行うのに使用するワンタイム パス

ワード。

• IDP 構成を IVE から動的に変更し、リモート ユーザーが利用できる IP アドレス プールの

変更を警告する。

• さまざまな重大度の攻撃警告。

IDP は、内部ネットワーク上の IVE の背後で、IVE から LAN へのトラフィックを監視します。

IDP センサーが検知した異常なイベントは IVE に報告されます。IVE は、報告されたイベント

の重大度によって適切な処置を講じるよう設定されています。IDP センサーは、設定されてい

る通常のログ作成に加え、レポート作成機能も実行します。

クラスタに仮想 IP（VIP）アドレスが設定されている場合、IVE クラスタで IDP センサーを使

用することができます。

ライセンス:IDP の利用

IDP 統合機能は SA 700 ではご利用になれません。

関連項目

IDP 実装のシナリオ

以下の 2 つは、最もよく使用される実装のシナリオです。

• 顧客は、Secure Access を使用して企業アクセスを拡張し、IDP を使用してすべてのぺリミ

タ トラフィック（SA シリーズ SSL VPN アプライアンスからのトラフィックを含むが、それ

に限定されない）をセキュリティ保護します。次の図はこのシナリオを表しています。ここ

では SA シリーズ SSL VPN アプライアンスが DMZ 内あるいは LAN 上に配備され、IDP は

ファイアウォールの後ろおよび LAN の前にインライン配備されています。
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図 22: SA シリーズ アプライアンスおよび IDP トポロジ シナリオ 1

• 2 番目の実装シナリオでは、IDP は SA シリーズ SSL VPN アプライアンスからのトラフィッ

クのみを保護することに使用されていますが、他のぺリミタ トラフィックではインライン状

態でありません。次の図はこの実装シナリオを表しています。

図 23: SA シリーズ アプライアンスおよび IDP トポロジ シナリオ 2

関連項目

SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを IDP との相互運用に設定する

IDP センサは、攻撃を行うユーザーに対抗する、強力なツールです。SA シリーズとの統合に

よって、手動によるユーザーの監視や管理に加え、自動対応を設定することも可能です。

SA シリーズを IDP センサとの相互運用に設定するには、まず、IDP が Intrusion Detection

and Prevention Concepts & Examples Guide の付録「Signaling Setup」の手順に従って設定

されているかを確認します。

IDP センサが正しく設定された状態で、IDP が監視するイベントや、特定のイベントが確認さ

れ報告されたときに SA シリーズが行うアクションを設定することができます。

攻撃を行うユーザーに対処するアクションの指定は、SA シリーズ上の 2 箇所で行います。

• Sensor Event ポリシ ページ － このページのポリシを定義して、攻撃を行うユーザーへの

自動対処を作成します。

• Users ページ － System > Status > Active Users ページでは攻撃を行ったユーザーをリス

ト表示し、そのページで手動でユーザーを識別したり、ユーザーを隔離あるいは無効にしま

す。
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IC シリーズと IDP 間のインタラクション

SA シリーズは IDP センサから送信される攻撃情報を読み取ります。SA シリーズは攻撃ホスト

のソース、宛先 IP アドレス、ポート番号、攻撃が開始されたリソースを、攻撃識別子、攻撃

の重大度、攻撃が行われた時間の情報と共に受け取ります。

SA シリーズは IDP センサから受け取った攻撃情報を取り込み、System > Status > Active

Users ページに表示します。攻撃者の IP アドレスとポート番号に基づき、SA シリーズは独自

にユーザー セッションを識別します。

IDP センサが検知した攻撃に対しては自動アクションか手動アクションのどちらかを選択でき

ます。手動アクションの場合、Active Users ページ上で入手可能な情報を調べ、アクションを

決定します。自動アクションの場合、IPD ポリシを定義する際に事前にアクションを設定しま

す。

関連項目

IDP センサー ポリシーの設定

Sensors タブでは、SA シリーズ SSL VPN アプライアンスが Juniper Network の Intrusion

Detection and Prevention（IDP）デバイスへの確立に使用する、システム設定を指定すること

ができます。

System > Configuration > Sensors > Sensors タブを使用して、SA シリーズと IDP センサー

間の相互運用の、設定と管理に関連するさまざまなタスクを実行します。メインの Sensor ペー

ジでは、設定されたセンサーのセンサー、ネットワーク アドレス、状態（有効）、バージョ

ン、およびステータスが表示されます。

IDP センサー エントリの新規作成5.0 より前の IDP バージョンでは、SA シリーズは、ユー

ザー IP アドレスのみを送信します。バージョン 5.0 では、SA シリーズは、ユーザー、ユー

ザー ロール、IP アドレスなどのセッション情報を送信します。

SA シリーズ SSL VPN アプライアンス上で既存の IDP センサー エントリを有効あるいは無効

にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Sensors を選択します。

注: IDP センサーを SA シリーズと共に使用するには、該当するポリシーへのロ

ギングを有効化しなければなりません。

2. New Sensor をクリックします。管理者コンソールに New Sensor ページが表示されます。

3. Sensor Properties で、以下の情報を指定します。

• Name － SA シリーズが新しい接続エントリを識別するのに使用する名前

• Hostname － SA シリーズがアプリケーション/リソース攻撃警告メッセージを受信するた

めに接続する、IDP センサーのホスト名あるいは IP アドレス
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• Port － SA シリーズがアプリケーションおよびリソース攻撃警告メッセージの受信をリッ

スンする、IDP センサー上のポート

• One time password － SA シリーズが、IDP センサーとの最初の Transport Layer

Security（TLS）ハンドシェイクを行うときに使用する暗号化されたパスワード。IDP ACM

設定概要画面に表示される、暗号化された SA シリーズ OTP パスワードを入力する必要

があります。

注: この設定が正常に行われるには、既に IDP センサー上で、ホスト名、TCP

ポート、一時パスワードが設定されている必要があります。

4. Monitoring Options で、監視する IP アドレスと、IDP センサーが SA シリーズ アプライ

アンスに記録と送信を行う、警告の最小重大度レベルを指定します。

• Addresses to Monitor フィールドに、個々の IP アドレスおよびアドレス範囲を 1 行に

1 項目ずつ指定します。IDP は、指定された IP アドレスについてのみ攻撃情報をレポー

トします。IDP が SA シリーズ アプライアンスに全イベントを報告するよう設定する場

合は、0.0.0.0/0 を入力します。選択されたイベントのみを IDP に報告させる場合、

<default> を入力して、SA シリーズ上でアクティブなユーザー セッションを持つソース

IP に関するイベントについて IDP に報告を許可します。および/または、IDP センサー

に報告させたいエンドポイントの 1 つ以上のアドレスまたはアドレス範囲を入力します。

• Severity filter ドロップダウン リストで、いずれかの重大度オプションを選択します。

重大度のレベルの範囲は 1 ～ 5 まであり、1 が通知で 5 が重大です。このオプション

は、IDP が SA シリーズ アプライアンスに送信するメッセージの重大度を表します。

5. Save Changes をクリックします。

IDP センサーを有効または無効にする

SA シリーズ アプライアンス上で既存の IDP センサー エントリを有効あるいは無効にするに

は、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Sensors を選択します。

2. 有効あるいは無効にする IDP センサー エントリの横のチェックボックスを、1 つ以上選択

します。

3. Enable あるいは Disable をクリックして、指定した IDP センサーのエントリを有効ある

いは無効にします。

SA シリーズと IDP センサー間の接続を定義する既存の IDP センサー エントリを、削除する

ことができます。

SA シリーズから 1 つあるいは複数の既存の IDP センサーを削除するには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Sensors を選択します。

2. 削除する IDP センサー エントリの横のチェックボックスを、1 つ以上選択します。

3. Delete をクリックして、センサー エントリを削除することを確認します。

895Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第36章: SA シリーズ アプライアンスおよび IDP 相互運用性



IDP センサーへの再接続

IDP センサーへの接続がダウンしたら、SA シリーズ の管理者コンソールを使用して、接続を

再確立できます。また、管理者コンソールから、SA シリーズと IDP センサー間の現在の接続

のステータスを更新することができます。

IDP センサーとの接続を再確立するには、新しいワンタイム パスワードを作成する必要があり

ます。

関連付けされている IDP センサーに再接続するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Sensors を選択します。

2. 再接続する IDP センサーの横のチェックボックスを選択します。

3. Reconnect をクリックします。

管理者コンソールは、SA シリーズ が指定された IDP センサーへの接続を再確立中である

ことを通知するメッセージを表示します。このページは、再接続のプロセスで、毎秒自動的

に更新されます。そうでない場合、接続ステータス ページが 30 秒ごとに自動的に更新さ

れます。

接続ステータスのリフレッシュと表示

指定の IDP センサーの接続ステータスを更新して表示するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Sensors を選択します。

2. 現在の接続ステータスを表示する IDP センサー エントリの横のチェックボックスを、1 つ

以上選択します。

3. Refresh をクリックします。

関連項目

SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを IDP との相互運用に設定する

IDP センサは、攻撃を行うユーザーに対抗する、強力なツールです。SA シリーズとの統合に

よって、手動によるユーザーの監視や管理に加え、自動対応を設定することも可能です。

SA シリーズを IDP センサとの相互運用に設定するには、まず、IDP が Intrusion Detection

and Prevention Concepts & Examples Guide の付録「Signaling Setup」の手順に従って設定

されているかを確認します。

IDP センサが正しく設定された状態で、IDP が監視するイベントや、特定のイベントが確認さ

れ報告されたときに SA シリーズが行うアクションを設定することができます。

攻撃を行うユーザーに対処するアクションの指定は、SA シリーズ上の 2 箇所で行います。

• Sensor Event ポリシ ページ － このページのポリシを定義して、攻撃を行うユーザーへの

自動対処を作成します。

• Users ページ － System > Status > Active Users ページでは攻撃を行ったユーザーをリス

ト表示し、そのページで手動でユーザーを識別したり、ユーザーを隔離あるいは無効にしま

す。
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IC シリーズと IDP 間のインタラクション

SA シリーズは IDP センサから送信される攻撃情報を読み取ります。SA シリーズは攻撃ホスト

のソース、宛先 IP アドレス、ポート番号、攻撃が開始されたリソースを、攻撃識別子、攻撃

の重大度、攻撃が行われた時間の情報と共に受け取ります。

SA シリーズは IDP センサから受け取った攻撃情報を取り込み、System > Status > Active

Users ページに表示します。攻撃者の IP アドレスとポート番号に基づき、SA シリーズは独自

にユーザー セッションを識別します。

IDP センサが検知した攻撃に対しては自動アクションか手動アクションのどちらかを選択でき

ます。手動アクションの場合、Active Users ページ上で入手可能な情報を調べ、アクションを

決定します。自動アクションの場合、IPD ポリシを定義する際に事前にアクションを設定しま

す。

関連項目

センサー イベント自動対処ポリシーの定義

System > Configuration > Sensors > Sensor Event Policies タブを使用して、IDP センサー

から攻撃警告メッセージを受け取ったとき、SA シリーズが 行うアクションを指定する規則を

1 つあるいは複数指定します。

IDP 規則を新規作成するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Sensors > Sensor Event Policies を選

択します。

2. Sensor Event Policies ページで、New Rules をクリックします。

3. Juniper IDP Rule ページの Rule: On Receiving... セクションで、次の操作を行います。

• Event ドロップダウン リストから、既存のイベントを選択します。

• Events をクリックして、既存のイベントを編集します。あるいは、新しい種類のイベン

トを作成して、Events ドロップダウン リストのオプションに追加します。

a. イベントの名前を入力します。

b. Expressions フィールドに手動で式を入力するか、Expressions Dictionary から 1 つ

あるいは複数のクローズを選び、Insert Expression をクリックしてフィールドにコピー

します。

たとえば、クリティカルな/重大度が最も高い攻撃をすべてチェックするには、以下の式

を入力します。

idp.severity >= 4

HTTP トラフィックについて、クリティカルな/重大度が最も高い攻撃をすべてチェック

するには、以下の式を入力します。

idp.severity >= 4 AND idp.attackStr = “∗HTTP∗”

IDP ポリシーの構築の詳細については、以下を参照してください。
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Juniper Networks TechNote IDP Policy Building Primer、

http://www.juniper.net/solutions/literature/tech_note/552035.pdf にて入手可能。

c. このイベントに適用する式を入力したら、Add Expression をクリックします。

d. Close をクリックします。

4. Count this many times のセクションでは、1 ～ 256 の数を指定して、アクションが行わ

れるために必要なイベントの発生回数を指定します。

5. ...then perform this action セクションで、以下のアクションのいずれかを選択します。

• Ignore（イベントのログのみ） － SA シリーズは、イベントを記録するが、この規則を

適用するユーザー プロファイルに対して、これ以上のアクションを行わないよう指定し

ます。IDP センサーからの攻撃警告メッセージが、重大度が非常に低い「通知」型である

場合、このオプションが適しています。

• Terminate User Session － SA シリーズが、直ちにユーザー セッションを終了し、ユー

ザーに SA シリーズ アプライアンスへの再サインインを要求するよう、指定します。

• Disable user account － SA シリーズ アプライアンスが、この攻撃警告メッセージに関

連付けられたユーザー プロファイルを無効にするよう、指定します。この結果、クライ

アントは、管理者がユーザー アカウントを再び有効にするまで、SA シリーズ アプライ

アンスにサインインすることができません。（このオプションは、ローカルの SA シリー

ズ ユーザー アカウントを有するユーザーにのみ適用することができます。）

• Replace user’s role with this one － このユーザー プロファイルに適用したロール

を、関連するドロップダウン リストで選択したロールに変更するよう、指定します。こ

の新しいロールは、セッションが終了するまで、ユーザー プロファイルに割り当てられ

たままになります。この機能を使用すると、特定の IDP イベントについて、制御された

特定のロールにユーザーを割り当てることができます。たとえば、あるユーザーが攻撃を

行った場合、このユーザーを、ユーザーのアクセスやアクティビティを制限する、制限

ロールに格下げすることができます。

• make this role assignment を選択します。

• Permanent － ユーザーは、管理者がユーザーを検疫状態から開放するまで、以降のロ

グインにわたって検疫状態を維持します。

• For this session only － デフォルトです。ユーザーは、別のセッションにログイン

できます。

6. Roles セクションで、以下を指定します。

• Policy applies to ALL roles － すべてのユーザーにこのポリシーを適用します。

• Policy applies to SELECTED roles － Selected roles リストのロールに割り当てられ

たユーザーにのみ、このポリシーを適用します。Available roles リストからこのリスト

にロールを追加してください。

• Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below － Selected roles リ

ストのロールに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーに、このポリシーを適用

します。Available roles リストからこのリストにロールを追加してください。

7. Save Changes をクリックします。
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関連項目

検疫を受けているユーザーを手動で識別し管理する

SA シリーズ アプライアンスが、攻撃に基づいてユーザーを検疫する際、System > Status >

Active Users ページでユーザー リンクを特定することによって、状態の表示や管理を行うこ

とができます。

• ユーザー名の前に表示される小さな警告アイコン

• ハイパーリンクが設定されたユーザー名

• 特定のユーザーのページで、Quarantined ラジオ ボタンが有効になっている。ユーザーが検

疫を受けていない場合、オプション ボタンは無効になっています。

検疫を受けているユーザーを管理するには、次の操作を行います。

1. System > Status > Active Users で、検疫を受けているユーザーを識別します。

2. 検疫を受けているユーザーを特定して、ユーザー名のリンクをクリックします。ユーザー

ページが開き、複数のオプションが表示されます。

3. ユーザーを認証で許可しない場合には、Disabled をクリックします。

4. ユーザーを検疫状態のままにしておくには、Quarantined をクリックします。Quarantined

オプションは、ユーザーが既に検疫を受けている場合のみ、利用することができます。

注: SA シリーズは、検疫を受けているユーザーを、ユーザーのログイン領域に

関係なく、検疫ロールに割り当てます。

5. Save Changes をクリックします。

6. 以前検疫を受けていたユーザーあるいは無効に設定されていたユーザーを再び有効にするに

は、 Authentication > Auth. Servers > サーバーを選択 > Users を選択して、そのユー

ザーのリンクをクリックします。

注: この場所から、ユーザーを無効にすることも可能です。

7. ユーザーを検疫から開放するには、Enabled をクリックします。

8. Save Changes をクリックします。

すべてのセンサー イベントは、System > Log/Monitoring > Sensors > Log に記録されま

す。

関連項目
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第6部

システム サービス

• SA シリーズ アプライアンス シリアル コンソール 903ページ

• カスタマイズ可能な管理者およびエンドユーザーの UI 909ページ

• SA6000 シリーズ アプライアンス 911ページ

• SA4500 および SA6500 シリーズ アプライアンス 915ページ

• Secure Access FIPS 923ページ

• SA4500 および SA6500 FIPS アプライアンス 933ページ

• 圧縮 941ページ

• 多言語サポートの概要 945ページ

• 携帯端末と PDA の概要 949ページ

• SA シリーズ アプライアンスでの IKEv2 の使用 957ページ

• カスタム エクスプレッションの書き込み 961ページ
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第37章

SA シリーズ アプライアンス シリアル コ
ンソール

• シリアル コンソールを使用する 903ページ

• シリアル コンソールによる前のシステム状態へのロールバック 904ページ

• シリアル コンソールを使用して、SA シリーズ デバイスを工場設定にリセットする 905ページ

• シリアル コンソールを使用して共通のリカバリ タスクを実行する 906ページ

シリアル コンソールを使用する

シリアル コンソールは SA シリーズ SSL VPN アプライアンスを管理するための、いくつかの

強力な機能を提供するもので、オペレーティング システムのコマンド ウィンドウで利用する

ことができます。

SA シリーズ SSL VPN アプライアンスのシリアル コンソールで作業を行うには、その前にター

ミナル コンソールまたはラップトップを使用してコンソールに接続する必要があります。

SA シリーズ アプライアンスのシリアル コンソールに接続するには、次の操作を行います。

1. コンソール ターミナルまたはラップトップのヌル モデム クロスオーバー ケーブルを

Infranet Controller アプライアンスに差し込みます。このケーブルは製品に同梱されてい

ます。ストレート シリアル ケーブルは使用しないでください。

2. HyperTerminal などのターミナル エミュレーション ユーティリティを設定し、以下のシリ

アル接続パラメータを使用します。

• 9,600 ビット/秒

• 8 ビット、パリティなし（8N1）

• 1 ストップ ビット

• フロー制御なし

3. Infranet Controller シリアル コンソールが表示されるまで、Enter キーを押します。

注: SA シリーズ FIPS コンピュータを実行し、シリアル コンソールへの初回接

続の場合は、暗号化モジュールのモード スイッチを I（初期化モード）に設定

することも必要です。
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図 24: SA シリーズ シリアル コンソール

関連項目

シリアル コンソールによる前のシステム状態へのロールバック

管理者コンソールにアクセスできない場合は、シリアル コンソールに接続してシステムのロー

ルバックを実行し、以前のシステム状態を復元してください。

まだ SA シリーズ OS サービス パッケージのアップグレードを実行していない場合には、ロー

ルバック先の状態が存在しないため、このオプションは選択できません。以前に SA シリーズ

OS サービス パッケージのアップグレードを実行した場合には、アップグレード後に作成され

たシステム設定およびユーザー設定データはすべてロールバックにより失われてしまいますの

で、事前に最新の設定ファイルをエクスポートしてから、システムのロールバックを行い、そ

の後、以前の設定ファイルをインポートしてください。

直前の SA シリーズ OS サービス パッケージにロールバックするには、次の操作を行います。

1. SA シリーズ アプライアンスのシリアル コンソールに接続します。

2. ブラウザのウィンドウで、管理者コンソールにサインインします。

3. Maintenance > System > Platform を選択します。

4. Reboot Now をクリックして、コンソール ユーティリティ ウィンドウに戻ります。ウィン

ドウに、システムが再起動中であることを知らせるメッセージが表示されます。

5. 数分後に、Tab キーを押してオプションを選択するように求められます。Tab キーを押し、

設定をロードするように指示されたら、rollback と入力して Enter キーを押します。

Maintenance > System > Platform ページで Reboot Now をクリックした後、サーバーのロー

ルバック ステータスが画面に出力されます。完了すると、Return キー（Enter）を押してシス

テム設定を変更するよう求めるプロンプトが表示され、キーを押すと初期設定オプションに戻

ります 。データの入力が済んだら、ユーティリティ ウィンドウを閉じます。

5 秒以内に入力しないと、現在のシステム設定が自動的にロードされます。この場合には、管

理者コンソールに戻り、Reboot Now をクリックして、この手順をやり直す必要があります。す
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でにシステムのロールバックが済んでいる場合、再び SA シリーズ OS サービス パッケージの

アップグレードを実行するまでは、ロールバック オプションは選択できません。

関連項目

シリアル コンソールを使用して、SA シリーズ デバイスを工場設定にリセットする

ごくまれに、SA シリーズ アプライアンスを出荷時の状態に戻す必要が生じる場合があります。

この高度なシステム リカバリ オプションを実行する前には、Juniper

(http://www.juniper.net/support/) にご連絡ください。可能であれば、出荷時リセットを実

行する前に、最新のシステム設定データとユーザー設定データをエクスポートしてください。

出荷時リセットを行うには、次の操作を行います。

1. シリアル コンソールに接続します。

2. ブラウザのウィンドウで、管理者コンソールにサインインします。

3. Maintenance > System > Platform を選択します。

4. Reboot をクリックして、コンソール ユーティリティ ウィンドウに戻ります。ウィンドウ

に、システムが再起動中であることを知らせるメッセージが表示されます。

5. 数分後に、Tab キーを押してオプションを選択するように求められます。Tab キーを押し、

設定をロードするように指示されたら、factory reset と入力して Enter キーを押します。

5 秒以内に入力しないと、現在のシステム設定が自動的にロードされます。この場合には、

管理者コンソールに戻り、Reboot Now をクリックして、この手順をやり直す必要がありま

す。

6. 出荷時リセットを実行するかどうか確認を求められたら、proceed と入力して Enter キーを

押します。

コンピュータを元の設定にリセットするプロセスが開始され、複数のデータ画面が表示され

ます。数分後に、Tab キーを押して設定を選択するように要求されます。

7. Tab キーを押すように求められたら、次のいずれかの操作を実行します。

• デフォルトの選択（current）が自動的に開始されるまで待ちます。または

• Tab キーを押して、current と入力し、Enter キーを押します。

コンピュータの初期設定を入力するよう求められます。以降の手順の詳細については、製品

パッケージまたは Juniper Networks Support サイトにある Getting Started Guide を参

照してください。

初期化プロセスが完了したら、最新の SA シリーズ OS サービス パッケージにアップグレー

ドし、保存してあるシステム設定ファイルとユーザー設定ファイルをインポートすれば、以

前の作業環境を復元することができます。

初期設定中や工場出荷時へのリセット中に SA シリーズ アプライアンスでエラーが発生する場

合があります。SA シリーズ アプライアンスがサービスを開始する前に、最大 120 秒間ネット

ワーク ポートをモニターします。SA シリーズ アプライアンスは、リンクのステータスを確認

し、デフォルトのゲートウェイで ARPing を実行します。問題がある場合には、5 秒後に SA

シリーズ アプライアンスがシリアル コンソールで NIC:..... で始まるメッセージを表示しま
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す。リンクが 120 秒以内に回復した場合には、起動プロセスが続行します。リンクが回復しな

い場合には、次のメッセージが表示されます。

Internal NIC:................[Down code=0x1]

2 つのコードが表示される可能性があります。

• 0x1 は、NIC がレポートしたインターフェース リンク ステータスがオフのままであること

を意味します（たとえば、ケーブルの接続が切れたか、ケーブルが間違ったポートにある）。

• 0x2 は、ゲートウェイにアクセスできないことを意味します。SA シリーズ アプライアンス

は再起動しますが、そのネットワーク ポートに関連付けられた IP アドレスからはアクセス

できません。

関連項目

シリアル コンソールを使用して共通のリカバリ タスクを実行する

SA シリーズ の管理者ユーザー名またはパスワード（あるいはその両方）を忘れた場合、構成

エラーのためにコンピュータからロックアウトされた場合、または SA シリーズ アプライアン

スの IP アドレスを変更したためにコンピュータにアクセスできなくなった場合には、シリア

ル コンソールを通じてコンピュータ設定を変更できます。シリアル コンソールに接続し、適

切な設定タスクを選択してください。

• Network Settings and Tools － 標準ネットワーク設定の変更、ルーティング テーブルの印

刷、ARP キャッシュの印刷または削除、他のサーバーへの ping 送信、サーバーまでのルー

トのトレース、静的なルートの削除、ARP エントリの追加などを実行できます。

• Create admin username and password － 新規の上級管理者アカウントを作成することがで

きます。

• Display log － システム設定、ユーザー ログ、管理者アクセス ログを、シリアル コンソー

ルから表示できるようにします。ログを表示した後にシリアル コンソール オプションに戻

るには、「q」と入力する必要があります。

• System Operations － 管理者コンソールを使用せずに Infranet Controller アプライアン

スをリブート、シャットダウン、再起動、ロールバック、工場出荷時状態にリセットするこ

とができます。

• Toggle password protection for the console — シリアル コンソールをパスワードで保護

することができます。このオプションを「on」に切り替えると、上級管理者だけにアクセス

が許可されます。

• Create a Super Admin session — すべての管理者へのアクセスをブロックするように SA シ

リーズ アプライアンスを設定した場合でも、管理者コンソールに対するリカバリ セッショ

ンを作成できるようにします。このオプションを選択すると、 アプライアンスは 3 分間有

効な臨時トークンを生成します。次の URL をブラウザのウィンドウに入力します。

https://<SA Series host>/dana na/auth/recover.cgi

プロンプトが表示されたら、管理者コンソールにサインインするための一時トークンを入力

します。

• このオプションを選択すると、指定された URL にサインインし、トークンを使用してセッ

ションを開始するまで、SA シリーズ アプライアンスは他の管理者による管理者コンソール
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へのサインインをブロックします。アプライアンスが他の管理者のサインインをブロックす

るため、Infranet Controller で設定上の問題が発生している場合は、別のセッションと競

合することなく修復できます。

• System Snapshot — 管理者コンソールを使用せずにシステム スナップショットを取り込むこ

とができます。このオプションを選択すると、SA シリーズ アプライアンスはすぐにスナッ

プショットを取り込むことができます。これで、SCP を経由してスナップショット ファイル

をリモート システムに送信することができます。システムは、送信先のサーバー ポート、

ユーザー ID、パスワード、リモート ディレクトリへの送信先パスを要求します。

リモート システムにスナップショット ファイルを送信しないことを選択した場合、SA シ

リーズ アプライアンスはファイルをローカルに保存します。次回管理者コンソールにログイ

ンすると、System Snapshot タブにはスナップショット ファイルへのリンクが入っていま

す。

• Replace Administrator Card SetSA Series（Access Series FIPS のみ） — セキュリティ

ワールドで追加の管理者カードを作成できます。詳細については、次のセクションを参照し

てください。

注: Secure Access FIPS システムを実行して、暗号化モジュールのクリア スイッ

チを押した場合は、暗号化モジュールのモード スイッチを O（動作可能モード）

に設定し、システムを再起動します。リカバリのためにシリアル コンソールにア

クセスする必要はありません。

関連項目
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第38章

カスタマイズ可能な管理者およびエンドユー
ザーの UI

• カスタマイズ可能な管理者およびエンドユーザーの UI 909ページ

カスタマイズ可能な管理者およびエンドユーザーの UI

Secure Access では、管理者コンソールとエンドユーザー インターフェースの両方で、さまざ

まな要素をカスタマイズすることができます。このセクションには、どの要素がカスタマイズ

できるかや、該当する設定オプションがどこにあるかについて、次の情報が含まれています。

Secure Access では、管理者コンソールのユーザー インターフェースの以下の要素について、

外観をカスタマイズすることができます。

• サインイン ページ（デフォルトとカスタム） － Authentication > Signing In > Sign in

Pages ページの設定を使用して、管理者が 管理者コンソールにサインインする際に表示され

るページを、カスタマイズできます。このページの設定を使用して、Welcome メッセージや

サインアウト メッセージなどの指示の作成、ページ ヘッダーの制御、選択エラー メッセー

ジのカスタマイズなどが行うことができ、さらに、デフォルトの Secure Access サインイン

ページ内にスタム ヘルプ ページへのリンクを作成できます。一方で、独自のカスタム サイ

ンイン ページを Secure Access にアップロードすることも可能です。詳細については、

Custom Sign In Pages Solution Guide を参照してください。

• UI の外観 － Administrators > Admin Roles > Select Role > General > UI Options ペー

ジの設定を使用して、管理者コンソールに表示されるヘッダー、背景の色、ロゴをカスタマ

イズできます。さらに、このページの設定を使用して、管理者コンソールの左パネルにある

いずれかのメニューをマウスでポイントすると表示される「フライアウト」階層型メニュー

を、有効あるいは無効に設定できます。

• 使用統計グラフ － System > Status > Overview ページの設定を使用すると、Secure Access

が管理者コンソールのオープニング ページで表示されるシステム使用統計表を選択すること

ができます。さらにこのページの設定では、各グラフの外観やデータを微調整することも可

能です。

• 自動許可オプションの表示 － Maintenance > System > Options ページの設定を使用する

と、管理者自身あるいはロールに新しいブックマークを作成した別の管理者に対して、自動

許可オプションを表示あるいは非表示にすることができます。
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• ユーザー ロール ビュー － Users > User Roles ページでカスタマイズのオプションを使用

すると、特定のロールあるいはロール セットに関連する設定をすばやく表示することができ

ます。

• ユーザー領域ビュー － Users > User Realms ページでカスタマイズのオプションを使用す

ると、特定のユーザー領域あるいはユーザー領域セットに関連する設定をすばやく表示する

ことができます。

• リソース ポリシ ビュー － ユーザー ロールに基づいて、Secure Access がどのリソース

ポリシを特定のリソース ポリシ ページに表示するかを制限できます。たとえば管理者コン

ソールの Users > Resource Policies > Web ページで、「Sales」ユーザー ロールに割り当

てられたリソース ポリシのみを表示するように設定できます。これらをカスタマイズするに

は、管理者コンソールの Users > Resource Policies > Select Policy Type ページの設定

を使用します。

• Web リソース ポリシ ビュー － 管理者コンソールの Users > Resource Policies > Web >

Policy Type の設定を使用して、Secure Access が表示する Web リソース ポリシ設定ペー

ジを制限することができます。

• 管理者ロール － 管理者コンソールの Administrators > Admin Roles セクションの設定を

使用して、他の管理者に、役割を選択して委任することができます。それにより、これらの

管理者に対して特定のオプションの表示や能力を制限することができます。

カスタム可能なエンドユーザー インターフェース要素の概要

Secure Access では、以下のエンドユーザー インターフェース要素の外観を、カスタマイズで

きます。

• サインイン ページ（デフォルトとカスタム） － Authentication > Signing In > Sign in

Pages ページの設定を使用して、ユーザーが 管理者コンソールにサインインする際に表示さ

れるページを、カスタマイズできます。このページの設定を使用して、Welcome メッセージ

やサインアウト メッセージなどの指示の作成、ページ ヘッダーの制御、選択エラー メッ

セージのカスタマイズなどが行うことができ、さらに、デフォルトの Secure Access サイン

イン ページ内にカスタム ヘルプ ページへのリンクを作成できます。一方で、独自のカスタ

ム サインイン ページを Secure Access にアップロードすることも可能です。手順について

は、Custom Sign In Pages Solution Guide を参照してください。

• UI の外観 － Users > User Roles > Select Role > General > UI Options ページの設定を

使用して、管理者コンソールに表示されるヘッダー、背景の色、ロゴをカスタマイズできま

す。さらに、このページの設定で、ユーザーの Secure Access サインイン後に最初に表示す

るページ、ブックマークを表示する順番、ユーザーに表示するヘルプ システム、さらに、さ

まざまなツールバー設定を指定することができます。

• デフォルト メッセージおよび UI の外観 － 管理者コンソールの Users > User Roles >

Default Options ページの設定で、すべてのユーザー ロールに対するデフォルトの外観を指

定することができます。これらのページの設定を使用して、ユーザーがブロックされたサイ

トにアクセスを試みたとき、SSO がエラーになったとき、または SSL が無効になったときに

ユーザーに表示される、デフォルトのエラーを定義することも可能です。
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第39章

SA6000 シリーズ アプライアンス

• Secure Access 6000 911ページ

• Secure Access 6000 フィールド交換ユニット 912ページ

Secure Access 6000

Juniper Networks Secure Access 6000 は次世代の Secure Access アプライアンスであり、他

の Secure Access シリーズと比べて、とりわけハードウェアの設計でいくつかの改善がなされ

ています。

SA 6000 のシャーシは、以下のハードウェア コンポーネントを備えています。

• コンソール ポート － 内部ネットワークへのセキュア ゲートウェイとして SA 6000 を完全

に統合する前に、このコンソール ポートを使用して SA 6000 の初期設定を行うことができ

ます。また、Secure Access がセキュア ゲートウェイとして動作し始めた後に、このコン

ソール ポートを使用して、特定の設定とクラスタ タスクを実行することができます。

• Port 0（内部）と Port 1（外部）Ethernet ポート － SA 6000 の企業ネットワークへの 1

次接続は内部 Ethernet ポートであり、外部への 1 次接続は外部 Ethernet ポートです。管

理者コンソールの System > Network ページで、内部インターフェースおよび外部インター

フェースを設定することができます。

• 管理ポート － SA 6000 の管理ポートでは、以下が可能になりました。

• 専用の管理ネットワークへのシームレスな統合を可能にする。

• 継続的に利用可能な管理アクセスを Secure Access に提供する。

• ユーザー トラフィックに影響を与えることなく、管理アクティビティを実施できるように

する。

• 内部ネットワーク上の Secure Access と企業デバイスとの間で、管理アクセスとユーザー

アクセスを分離できるようにする。

管理ポートの情報や高度な設定を、内部ポートを設定する要領で、管理者コンソールで設定

することが可能です。

• デュアル SFP ポート SA 6000 には、2 つの SFP（Small Form factor Pluggable）Gigabit

Ethernet ポート（SA 6000 前面のポート 2 と ポート 3 に指定）が搭載されており、内部

ネットワーク コンポーネントへの接続性をより高めることができます。

• ステータス LED － SA 6000 シャーシの前面には、以下の LED が搭載されています。
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• PWR（緑色）－ アプライアンスに電源が供給され、オン状態であることを示します。

• HD（琥珀色）－ ハードディスクが使用中であることを示します（データの書き込み中およ

び読み込み中）。

• TEMP（赤色）－ この LED が点滅していると、ファンの 1 つが故障したか、しっかりと

ポートに固定されていないか、あるいはファンが故障して交換が必要であることを示しま

す。この LED が点灯し続けている場合は、内部が高温になり、何らかの処置を講じないと

システム障害が発生する可能性があることを示しています。

• PS FAIL（赤色）－ 電源装置の 1 つに障害が発生したか、電源が切られた、または完全に

故障していることを示しています

• Port 0 1000 および Port 1 1000（緑色）－ INT 0（内部）または INT 1（外部）Ethernet

インターフェースのリンク速度が Gigabit Ethernet 接続であることを示しています。

• Port 0 100 および Port 1 100（緑色）－ INT 0（内部）または INT 1（外部）Ethernet

インターフェースのリンク速度が 100BaseT Ethernet 接続であることを示しています。

注: Port 0 1000 および Port 0 100（内部）の両方、または Port 1 1000 お

よび Port 1 100（外部）の両方の LED が点灯している場合は、そのインター

フェースのリンク速度は 10BaseT です。

• 内部 Ethernet および外部 Ethernet LINK TX/RX（緑色）－ 内部 Ethernet および外部

Ethernet インターフェースが現在データを送受信していることを示しています

• SFP ポート 2 と 3 LINK（緑） － SFP ポート 2 と 3 が有効であることを示します

• SFP ポート 2 と 3 TX/RX（緑） － SFP ポート 2 と 3 がトラフィックを送受信中である

ことを示します

Secure Access 6000 フィールド交換ユニット

SA 6000 のシャーシには、追加や交換が可能な 3 種類のフィールド交換ユニット（FRU）が搭

載されています。FRU は「ホット スワップ可能」です。これらは SA 6000 の電源を切らずに

追加や交換が可能です。

• ハードディスク － SA 6000 はハードディスク 1 台を搭載して出荷されますが、オプション

として SA 6000 シャーシに 2 台目のハードディスクを追加することによって、コンポーネ

ントの冗長性を実現し、Secure Access のダウンタイムを最小限にすることができます。2

台目（冗長）のハードディスクを装備すると、そこに作業用ハードディスク上のソフトウェ

ア イメージや設定情報の完全なコピーが保持されます。そのため、作業用ハードディスクに

障害が発生した場合、冗長なハードディスクが直ちにすべてのオペレーションを引き継いで

実行します。この機能は、RAID（Redundant Array of Independent Disks）ミラーリング プ

ロセスと呼ばれます。
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注: SA 6000 ハードディスク モジュールはホットスワップが可能です。ハード

ディスク モジュールの交換やアップグレードを行う前に、IVE がブートを完了し

て、正常に操作していることを確認してください。新しいハードディスク モジュー

ルを取り付けたら、Secure Access を再起動するか電源を切る前に、RAID ミラー

プロセスが完全に終了するまで待つ必要があります。これにはおよそ 40 分かか

ります。

• 電源装置 － SA 6000 は、シャーシの後部に交流電源装置が取り付けられた状態で出荷され

ます。オプションで 2 台目の電源装置を追加すると、冗長機能や負荷分散機能をサポートす

ることができます。さらに、電源装置の一方を交換する必要が生じた場合は、オプションの

電源装置に電力負荷のすべてを移行し、その間に障害のある電源装置を交換することができ

ます。これにより、着脱式ユニットを交換する際、Secure Access の電源をオフにしなけれ

ばならない状況を回避できます。

• 冷却ファン － SA 6000 は、シャーシの後部に 2 台の冷却ファンが取り付けられた状態で出

荷されます。冷却ファンのいずれかを交換する必要がある場合は、オペレーション中に障害

のあるファンを素早く交換することができます。SA 6000 を注文する際に、ベンダーから追

加の冷却ファンを購入することができます。また、障害が生じたか、故障した冷却ファンを

交換する際に購入することもできます。SA 6000 を、2 台のファンを搭載した状態で運転す

ることを、強くお勧めします。

ここで説明したハードウェアの取り付けと交換については、Juniper Networks Customer Support

Center の Secure Access 6000 Field Replaceable Units Removal and Installation Guide

を参照してください。
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第40章

SA4500 および SA6500 シリーズ アプライ
アンス

• Secure Access 4500 と 6500 915ページ

• デバイス ステータス LED 動作 917ページ

• Ethernet ポート LED 動作 918ページ

• 冷却ファンの交換 918ページ

• ハード ドライブの交換 919ページ

• IOC モジュールの交換 919ページ

• 電源の交換 921ページ

Secure Access 4500 と 6500

Secure Access 4500 および 6500 (SA 4500/6500) は、優れたハードウェア機能を備えた次世

代アプライアンスです。

標準的なハードウェア

SA 4500/6500 のシャーシは、以下のハードウェア コンポーネントを備えています。

• コンソール ポート － 内部ネットワークへのセキュア ゲートウェイとして SA 4500/6500

を完全に統合する前に、このコンソール ポートを使用して SA 4500/6500 の初期設定を行う

ことができます。また、Secure Access がセキュア ゲートウェイとして動作し始めた後に、

このコンソール ポートを使用して、特定の設定とクラスタ タスクを実行することができま

す。

• ボンディング ポート — SA 6500 のみですが、デフォルトでは、Secure Access はフェール

オーバー保護のため、複数ポートのボンディングを使用します。Secure Access 上の 2 つの

ポートをボンディングすると、1 次ポートが失敗したときに自動的に 2 次ポートに移動しま

す。

SA 6500 アプライアンスでは以下のようにポートをボンディングします。

• 内部ポート＝ Port 0 + Port 1
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• 外部ポート＝ Port 2 + Port 3

Secure Access は、フェールオーバー機能が有効になっているかどうかを、管理者コンソー

ルの System > Network > Overview ページのメッセージで表示します。

ボンディングポートは、別々のネットワーク（マルチホーム）をつなぐことはできません。

• 管理ポート — SA 6500 の管理ポートでは以下のことが可能です。

• 専用の管理ネットワークへのシームレスな統合を可能にする。

• Secure Access への利用可能な管理アクセスを継続的に提供する。

• ユーザー トラフィックに影響を与えることなく、管理アクティビティを実施できるように

する。

• 内部ネットワーク上の Secure Access と企業デバイスとの間で、管理アクセスとユーザー

アクセスを分離できるようにする。

管理ポートの情報や高度な設定を、内部ポートを設定する要領で、管理者コンソールで設定

することが可能です。

• SFP ポート — 内部スイッチへのリンク冗長性確保のため、オプションとして 4 つの SFP

（Small Form factor Pluggable）ポートが使用できます。

• ステータス LED － 前面パネルの左側に、3 つのデバイス ステータス LED があり、電源、

ハードディスク アクセス、および故障のステータスを示します。

• Ethernet ポート LED — Ethernet ポート LED は各 Ethernet ポートの状態を示します。

装置は、最大 4 つまでのノード アクティブ/アクティブ クラスタ、または 2 つまでのノード

アクティブ/パッシブをサポートしています。

SA シリーズ 6500 フィールド交換ユニット

SA 6500 のシャーシには、追加や交換が可能な 3 種類のフィールド交換ユニット（FRU）が搭

載されています。FRU は「ホット スワップ可能」です。これらは SA 6500 の電源を切らずに

追加や交換が可能です。SA 4500 の電源は「コールドスワップ可能」です。

安全に関する情報は、Juniper Networks のサポートサイトから入手できる Juniper Networks

Products Safety Guide をご覧ください。

• ハードディスク－ SA 6500 はハードディスク 1 台を搭載して出荷されますが、オプション

として SA 6500 シャーシに 2 台目のハードディスクを追加することによって、コンポーネ

ントの冗長性を実現し、Secure Access のダウンタイムを最小限にすることができます。2
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台目（冗長）のハードディスクを装備すると、そこに作業用ハードディスク上のソフトウェ

ア イメージや設定情報の完全なコピーが保持されます。そのため、作業用ハード ディスク

に障害が発生した場合、冗長なハード ディスクが直ちにすべてのオペレーションを引き継い

で実行します。この機能は、RAID（Redundant Array of Independent Disks）ミラーリング

プロセスと呼ばれます。

注: SA 6500 ハード ディスク モジュールはホットスワップが可能です。ハード

ディスク モジュールの交換やアップグレードを行う前に、Secure Access がブー

トを完了して、正常に操作していることを確認してください。新しいハードディ

スク モジュールを取り付けたら、Secure Access デバイスを再起動するか電源を

切る前に、RAID ミラー プロセスが完全に終了するまで待つ必要があります。こ

れにはおよそ 40 分かかります。

• 電源装置 － SA 6500 は、シャーシの後部に交流電源装置が取り付けられた状態で出荷され

ます。オプションで 2 台目の電源装置を追加すると、冗長機能や負荷分散機能をサポートす

ることができます。さらに、電源装置の一方を交換する必要が生じた場合は、オプションの

電源装置に電力負荷のすべてを移行し、その間に障害のある電源装置を交換することができ

ます。これにより、着脱式ユニットを交換する際、Secure Access の電源をオフにしなけれ

ばならない状況を回避できます。

• 冷却ファン － SA 6500 は、シャーシの後部に 2 台の冷却ファンが取り付けられた状態で出

荷されます。冷却ファンのいずれかを交換する必要がある場合は、オペレーション中に障害

のあるファンを素早く交換することができます。SA 6500 を注文する際に、ベンダーから追

加の冷却ファンを購入することができます。また、障害が生じたか、故障した冷却ファンを

交換する際に購入することもできます。

デバイス ステータス LED 動作

スタートアップの完了は約 1 分間かかります。デバイスをオフにして再びオンにする場合は、

シャットダウンと電源を入れる間に数秒間の時間を置くことをお勧めします。

前面パネルの左側に以下の 3 つのデバイス ステータス表示 LED があります。

• 電源

• ハードディスク アクセス

• 故障

917ページの表46 は各デバイス ステータス LED の名前、色、状態、および説明のリストです。

表46: デバイス ステータス LED

説明状態色名前

デバイスに電力が供給されていません。オフ緑電源

デバイスに電力が供給されています。オンのまま

ハードディスクがアイドル状態です。オフ黄ハードディスク アクセ

ス
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表46: デバイス ステータス LED （続き）

説明状態色名前

ハードディスクにアクセス中です。点滅

デバイスは正常に作動しています。オフ赤故障

電源装置障害遅い点滅

ファン障害速い点滅

熱障害点灯したまま

Ethernet ポート LED 動作

Ethernet ポート LED は各 Ethernet ポートのステータスを示します。

表47: 4 ポート Copper Gigabit Ethernet LED（IC4500 および IC6500 で使用
可能）

説明色とステータスLED

リンク緑リンク/アクティビティ

アクティビティ緑の点滅

10 Mbpsオフリンク速度

100 Mbps緑

1 Gbps黄

冷却ファンの交換

SA 6500 は、シャーシの後部に 2 つの冷却ファンが取り付けられた状態で出荷されます。冷却

ファンのいずれかを交換する必要がある場合は、故障したファンをオペレーション中に素早く

「ホットスワップ」することができます。必要に応じて、追加の冷却ファンを Juniper の公認

販売会社から購入することも、障害または故障した冷却ファンを交換するときに購入すること

もできます。

冷却ファン モジュールを取り外し取り付けるには、次の操作を行います。

1. 冷却ファンモジュールを取り外すには、以下の方法のいずれかを使います。

• リリース トリガを押して、冷却ファン モジュールの中央側にスライドさせます。

• つまみネジを緩めます。

2. 冷却ファン モジュールを持ち、慎重に上に引き抜きます。
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注意: 冷却ファン モジュールを取り外したら、交換用冷却ファンを必ず取り付

けなければなりません。2 台目のファンは、シャーシ内の内部部品全体に適切に

空気を送るために必要なものであり、予備のファンではありません。

3. 冷却ファン モジュールを、シャーシの後部にある空の冷却ファン ポートに揃うよう配置し

ます。

4. カチッと音がするまで、ゆっくりとモジュールをシャーシ内にはめ込みます。

5. 冷却ファンにつまみネジがついているときは、つまみネジを締めます。

ハード ドライブの交換

SA 6500 は、コンポーネントの冗長性を確保し、ダウンタイムを最小限に抑えるため、標準で

2 つのハード ドライブを装備した状態で出荷されています。2 台目（冗長）のハード ディス

クには、作業用ハード ディスク上のソフトウェア イメージや設定情報の完全なコピーが保持

されます。そのため、作業用ハード ディスクに障害が発生した場合、冗長なハード ディスク

が直ちにすべてのオペレーションを引き継いで実行します。この機能は、RAID（Redundant Array

of Independent Disks）ミラーリング プロセスと呼ばれます。

注: ハード ディスク モジュールはホットスワップが可能です。新しいハード ディ

スク モジュールを取り付けたら、装置を再起動するか電源を切る前に、RAID ミラー

リング プロセスが完了するまで待つ必要があります。

ハード ドライブを取り外し取り付けるには、次の操作を行います。

1. ハード ドライブ モジュールの青色のハンドル リリース トリガを右側に押し、着脱ハンド

ルの押さえを解除します。

2. ハンドルをつかんで、ハード ドライブ モジュールをシャーシから真っ直ぐに引き上げま

す。

ハード ドライブ モジュールを取り外したら、必ず交換用ハード ドライブを取り付けてく

ださい。

3. ハード ディスク モジュールの着脱ハンドルを開放位置にして、ハード ディスク モジュー

ルをシャーシ正面の空のハード ディスク ポートに位置合わせします。

4. カチッと音がするまで、ゆっくりとハード ドライブ モジュールをシャーシ内にはめ込みま

す。

着脱ハンドルを、ハード ドライブ装置の表面に倒してモジュール内に納め、ハード ディスク

モジュールの表面と完全に揃うようにします。

IOC モジュールの交換

このセクションでは、SA 6500 の IOC モジュール（IOM）の取り外しと取り付けについて説明

します。
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注意: IOM の着脱の前には、デバイスの電源を切ってください。IOM はホットスワッ

プはできません。

IOM ブランク フェースプレートの取り外し

デバイス内に適切な空気の流れを確保するためには、IOM が装備されていない空のスロットに

は、ブランク フェースプレートを付けておいてください。空のスロットに IOM を取り付ける

場合以外は、ブランク フェースプレートを取り外さないでください。

ブランク フェースプレートを取り外すには、次の操作を行います。

1. 電源コードを取り外します。

2. フェースプレート両端のつまみネジを緩めます。

3. つまみネジを持って、フェースプレートを引き抜きます。

IOM の取り付け

1. 電源コードを取り外します。

2. IOM をシャーシ前面の空のポートに合わせます。

3. デバイスにしっかりと収まるまで、慎重に IOM をはめ込みます。

4. IOM フェースプレート両端のネジを締めます。

5. IOM のケーブル コネクタにケーブルを差し込みます。

6. ケーブルが外れたり、ケーブルに応力のかかる箇所が生じないよう、必要に応じてケーブル

を適宜配置してください。

• ケーブルが床面に懸かる際に自重を支えることがないよう、ケーブルを固定してくださ

い。

• ケーブルの余分な部分は、しっかりループ状にまとめます。

• ファスナーを使ってケーブル ループの形がほどけないようにします。

7. 電源コードを AC コンセントに差し込みます。

IOM の取り外し

IOM を取り外すには、次の操作を行います。

1. 電源コードを取り外します。

2. IOM からケーブルを取り外します。

3. 必要に応じて、ケーブルが外れたり、ケーブルに応力のかかる箇所が生じないよう、ケーブ

ルを適宜配置してください。

4. IOM フェースプレート両端のネジを緩めます。

5. つまみネジを持って、IOM を引き抜きます。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.920

Secure Access 管理ガイド



空になったスロットに IOM を再取り付けしない場合は、適切な空気の流れを確保するため、空

スロットに IOM ブランク フェースプレートを取り付けてください。

電源の交換

交流電源の着脱

Juniper Networks のアプライアンスは、シャーシの後部に交流電源装置が取り付けられた状態

で出荷されます。オプションで 2 台目の電源装置を追加すると、冗長機能や負荷分散機能をサ

ポートすることができます。さらに、電源装置の一方を交換する必要が生じた場合は、オプショ

ンの電源装置に電力負荷のすべてを移行し、その間に障害のある電源装置を「ホットスワップ」

することができます。これにより、着脱式ユニットを交換する際、Infranet Controller の電

源をオフにしなければならない状況を回避できます。

交流電源モジュールを取り外し取り付けるには、次の操作を行います。

1. リリース トリガを右側に押し、モジュールの押さえを解放します。

2. 着脱ハンドルを持ち、電源モジュールをシャーシからまっすぐ引き抜きます。

電源装置モジュールを取り外したら、必ず交換用の電源装置を取り付けるか、シャーシの出

荷時に装着されていた「ダミー」の電源装置ポート カバーを装着してください。

3. 新しい電源装置モジュールを、シャーシの後部にある空の電源装置ポートに揃うよう配置し

ます。

4. カチッと音がするまで、ゆっくりと電源装置モジュールをシャーシ内にはめ込みます。

直流電源の着脱

直流電源モジュールを取り外し取り付けるには、次の操作を行います。

1. 電源コードを取り外します。

2. 直流電源装置のラグから直流電源ワイヤを外します。

3. リリース トリガを右側に押し、モジュールの押さえを解放します。

4. 電源装置モジュールを持ち、シャーシからまっすぐ引き抜きます。

5. カチッと音がするまで、ゆっくりと新しいモジュールをシャーシ内にはめ込みます。

6. ラグを使って、モジュールに直流電源ワイヤをつなぎます。必ずアース線を付けてくださ

い。

7. 電源コードを取り付けます。
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第41章

Secure Access FIPS

• Secure Access FIPS 923ページ

• Secure Access FIPS の実行 923ページ

• 管理者カードの作成 924ページ

• Secure Access FIPS 環境でのクラスタ配備 926ページ

• 新しいセキュリティ ワールドの作成 928ページ

• アーカイブされたセキュリティ ワールドの復元 931ページ

Secure Access FIPS

連邦情報処理標準（Federal Information Processing Standards: FIPS）は、暗号キーの処理

とデータの暗号化に関する国立標準技術研究所の規則です。Juniper Networks Secure Access

FIPS は、標準の SA4000 または SA6000 NetScreen Instant Virtual Extranet に FIPS 認定

の暗号化モジュールを装備したモデルです。Secure Access FIPS システムにインストールされ

た不正操作防止用ハードウェア セキュリティ モジュールは、FIPS 140 2 レベル 3 セキュリ

ティ ベンチマーク適合認定を受けています。このモジュールは、秘密鍵暗号化管理と SSL ハ

ンドシェイクを処理するとともに、FIPS への準拠を確保し、CPU に負担のかかる公開鍵インフ

ラストラクチャ（PKI）のタスクを Secure Access から専用モジュールに移します。

Secure Access FIPS 管理者の設定プロセスは、非 FIPS Secure Access 管理者の設定プロセス

とほぼ同じですが、初期化、クラスタ化、証明書の生成プロセスの設定で多少の変更が必要で

す。一部で管理者の操作が異なる場合がありますが、本ガイドでは、Secure Access と Secure

Access FIPS の両方の管理者に対し、適切な手順を記載しています。エンド ユーザーの場合、

Secure Access FIPS は標準の Secure Access システムとまったく同じです。

Secure Access FIPS は、主要な Secure Access アプライアンスに内蔵されたハードウェア機

能です。SA 700 アプライアンスでは使用できません。

Secure Access FIPS の実行

Secure Access FIPS システムを初めてインストールする場合、Secure Access シリアル コン

ソールからセキュリティ ワールドを作成する、一連のプロセスが示されます。セキュリティ

ワールドは、Secure Access FIPS が使用する鍵管理システムであり、次の要素で構成されま

す。
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• 暗号化モジュール － Secure Access FIPS に付属の暗号化モジュール（ハードウェア セキュ

リティ モジュールまたは HSM とも呼ばれる）には、ハードウェアおよびアプライアンスに

直接インストールされるファームウェアが含まれています。セキュリティ ワールドには、単

一の暗号モジュール（標準環境）または複数のモジュール（クラスタ環境）を備えることが

できます。ただし、1 つの Secure Access FIPS アプライアンスには、常に 1 つの暗号化モ

ジュールが含まれます。

• セキュリティ ワールド鍵 － セキュリティ ワールド鍵は、Triple DES 暗号化された固有の

鍵であり、セキュリティ ワールド内の他のすべてのアプリケーション鍵を保護します。連邦

情報処理規格では、この鍵をセキュリティ ワールドにインポートせず、暗号化モジュールか

ら直接作成するよう、要求しています。クラスタ環境では、セキュリティ ワールド内のすべ

てのモジュールが、同じセキュリティ ワールド鍵を共有します。

• スマート カード － スマート カードは、クレジット カードのような着脱可能な鍵デバイス

です。スマート カードは、ユーザーを認証し、暗号化ハードウェア モジュールが管理する

さまざまなデータやプロセスへのアクセスをユーザーに許可します。初期化のプロセスでは、

スマート カードの 1 枚をリーダー（デバイスのモデルによって内蔵型あるいは外付けを使

用）に挿入します。スマート カードは、初期化プロセス中に「管理者カード」に変換されま

す。管理者カードは、カード所有者がセキュリティ ワールドにアクセスすることを許可しま

す

• 暗号化したデータ － Secure Access FIPS 環境で暗号化したホスト データには、セキュア

な方法で情報を共有するために必要な鍵などのデータが含まれています。

これらの要素が連動して、包括的なセキュリティ ワールドが作成されます。アプライアンスを

起動すると、通常の操作が開始される前に、セキュリティ ワールドが有効であり、暗号化モ

ジュールが操作モードにあることをアプライアンスが確認します。

モジュールの外側にあるハードウェア スイッチを使用して、暗号化モジュールを操作モードに

設定できます。スイッチの設定は次のとおりです。

• I － 初期化モード。暗号化モジュールを新しいセキュリティ ワールドで初期化する場合、

または Secure Access クラスタで既存のセキュリティ ワールドにモジュールを追加する場

合に、この設定を使用します。スイッチを I に設定して初期化を開始した場合は、初期化プ

ロセスを完了しなければなりません。プロセスを中断すると、セキュリティ ワールドが一部

しか初期化されず、使用不能になります。

• O － 操作モード。この設定は、初期化後に暗号化モジュールを動作可能モードにする場合に

使用します。日常の処理を開始することを装置に知らせるために、モジュールの電源を入れ

る前にスイッチを O に設定する必要があります。これを行わないと、モジュールはシリアル

コンソールを介して、既存のセキュリティ ワールドに参加するか、新しいセキュリティ ワー

ルドを初期化するよう要求します。

• M － メンテナンス モード。将来のリリースでは、この設定を使用して暗号化モジュール上

のファームウェアをアップグレードします（現在はサポートされていません。）

管理者カードの作成

Secure Access FIPS 製品には、6 枚のスマート カードが同梱されています。スマート カード

は、暗号化モジュールが管理する、重要なデータやプロセスにアクセスするために必要な、着

脱可能な鍵デバイスです。Secure Access FIPS が、最初にスマート カードを 1 枚使用するよ

う要求するのは、シリアル コンソールから暗号モジュールを初期化する際です。このプロセス
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で、Secure Access FIPS は、セキュリティ ワールドを作成し、スマート カードを管理者カー

ドに変換します。このプロセスにより、所有者は、そのセキュリティ ワールドにだけアクセス

が許可されます。

モジュールを初期化すると、通常の Secure Access の操作では、管理者カードが不要になりま

す。ただし、クラスタに別の Secure Access FIPS マシンを追加する場合、新しいまたは異な

るセキュリティ ワールドでモジュールを再初期化する場合、あるいは管理者カードを交換する

場合には、管理者カードの使用が必要です。

大体の目安として、Secure Access シリアル コンソールを通じて実行する必要のある Secure

Access FIPS の操作では、管理者カードが必要です。

注: セキュリティ ワールドを変更する場合は常に、既存の管理者カードをどのよう

に処理するかを決定する必要があります。それには以下の選択肢があります。

• 既存の管理者カードを新しいセキュリティ ワールド用に再設定する。

• 新しいセキュリティ ワールド用にあらかじめ初期化されている管理者カードを使

用し、既存の管理者カードは変更しないまま残す。このオプションを選択すると、

変更されない古いカードを使用して新しいセキュリティ ワールドにアクセスする

ことができません。

管理者カードに関する注意事項

管理者カードは、Secure Access FIPS の操作とセキュリティ ワールド内の鍵のセキュリティ

にとって非常に重要であるため、次の予防策を講じることを強くお勧めします。

• 複数の管理者カードを作成する － 管理者カードを交換するには、別の有効なカードがあり、

そのカードに対するパスフレーズを持っている必要があります。暗号化モジュールは、管理

者カードのリカバリ データを保存していません。そのため、通常の管理操作用に少なくとも

1 枚、バックアップ用にもう 1 枚の管理者カードを作成することを強くお勧めします。これ

を行わないと、1 枚しかない管理者カードを紛失した場合、それ以降、セキュリティ ワール

ドとそこに保存されているすべてのデータにアクセスできなくなる恐れがあります。管理者

カードのセットを作成する場合、すべて一度に作成する必要があります。既存のセットにカー

ドを追加することはできません。

• バックアップ用の管理者カードを安全な場所に保管する － バックアップ用の管理者カード

は、通常の管理操作に使用するカードとは別の安全な場所に保管しておき、同じ事故（火災

や盗難）ですべての管理者カードを失うことがないようにします。

• いずれかのカードを紛失した場合は、残りのすべての管理者カードを上書きする － 管理者

カードを紛失または破損した場合は、ただちに新しいセキュリティ ワールドを作成し、古い

セキュリティ ワールドの残りのカードをすべて上書きします。そうしなかった場合、古い管

理者カードを持った攻撃者が、バックアップ テープまたは別のホストに格納された古いホス

ト データに、アクセスすることが可能になります。さらに攻撃者は、古いホスト データと

古いカードを使用して、鍵を再作成することができます。

• 管理者カードのパス フレーズを保護する － セキュリティを最大にするために、パス フレー

ズを書き留めたり、信頼できないユーザーに伝えたり、推測しやすいパス フレーズを使用し
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ないようにしてください。パス フレーズを保護することにより、操作のセキュリティ レベ

ルを向上させることができます。

• 管理者カードは既知の信頼できるソースにのみ使用する － スマート カードは必ず信頼でき

るソースから取得し、信頼できないスマート カード リーダーにはスマート カードを挿入し

ないでください。また、信頼できないスマート カードをスマート カード リーダーに挿入し

ないでください。

Secure Access FIPS 環境でのクラスタ配備

状態、ユーザー プロファイル、ユーザー セッションの共有や、状態データの監視に加えて、

Secure Access FIPS クラスタのメンバーは、セキュリティ ワールド データの共有も行いま

す。すべてのクラスタ メンバーは、同じ秘密鍵を共有し、同じ管理者カードでアクセスできま

す。セキュリティ ワールドを変更するには、暗号化モジュールに物理的にアクセスできること

が条件になりますが、Secure Access FIPS のクラスタ メンバーは、標準的な Secure Access

同期化プロセスでは、全データを共有することはできません。代わりに、Secure Access FIPS

クラスタを作成するには、次の手順を行う必要があります。

• 管理者コンソールから Secure Access FIPS マシンのクラスタを作成 － 標準的な Secure

Access クラスタの場合と同様に、指定したクラスタ メンバーから受け取ったシステム状態

データを使用して、Secure Access FIPS クラスタにある各クラスタ ノードを初期化します。

ノード コンピュータにある既存のデータはすべて上書きされます。

• 各マシンでセキュリティ ワールドを手動で更新 － クラスタを作成したら、セキュリティ

ワールドおよびシリアル コンソールに対して、事前に初期化された管理者カードを使用し

て、指定したメンバーのセキュリティ ワールドで、各クラスタ ノードを初期化する必要が

あります。クラスタに加わる前には、各ノードは、それぞれのセキュリティ ワールドに存在

します。このような理由から、ノードがクラスタに加わった後、参加したノードの管理者カー

ドは無効になります。クラスタから設定された管理者カードだけが有効になります。

同様に、クラスタにある既存のセキュリティ ワールドを修正したい場合、管理者カードと

Secure Access シリアル コンソールを使用して、個別に各クラスタ メンバーの暗号化モジュー

ルを更新する必要があります。

以下の高度な手順に続いて、クラスタを作成する基本的なプロセスを行います。

1. シリアル コンソールから 1 つの Secure Access を初期化して、管理者カードを複数作成

します。

2. この Secure Access の管理者コンソールから、クラスタを作成します。

3. この Secure Access の管理者コンソールから、ノードをクラスタに追加します。

4. シリアル コンソールから、参加しているノードを再起動します。

5. メッセージが表示されたら、現在のノードの IP アドレス、ネットマスク、ドメインを含

む、クラスタの詳細を入力します。

6. メッセージが表示されたら、クラスタのカード セットから、管理者カードを 1 枚挿入しま

す。ノードがクラスタのセキュリティ ワールドに加わると、ノードの管理者カード（ある

場合）が無効になります。
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シリアル コンソールを使用して、FIPS クラスタ メンバーのセキュリティ ワールドを初期化

するには、次の操作を行います。

1. アクティブなクラスタ メンバーのセキュリティ ワールドで事前に初期化された管理者カー

ドを、接触面を上にしてスマート カード スロットに差し込みます。

注: すでに Quick Start Guide の手順に従って、FIPS アプライアンスの設定に

必要な手順を行っている場合は、この手順を省きます。

2. 暗号化モジュールのモード スイッチが I（初期化モード）になっていない場合は、I に切

り替えます。

3. マシンのシリアル コンソールに接続します。

4. マシンの電源を一度切り入れ直して再起動し、シリアル コンソールを監視します。システ

ム ソフトウェアが起動すると、Secure Access をスタンドアロンで起動しようとしている

旨のメッセージが表示され、Tab キーを押してクラスタ化のオプションを選択するよう、要

求されます。このオプションが表示されたら、ただちに Tab キーを押します。

注: メッセージが表示されてから 5 秒以内に Tab キーを押してください。マシ

ンがスタンドアロン モードで起動してしまった場合には、起動が完了するまで

待ってから再起動してください。

5. 既存のクラスタに加わるには 2、引き続きスタンドアロン Secure Access でいるには 1 を

入力します。

6. 要求に従って、以下の初期化情報を入力します。

• クラスタ名

• クラスタ パスワード

• クラスタ内のノードの IP アドレス

• 追加するノードの IP アドレス

• ネットマスク

• ゲートウェイ IP アドレス

注: Secure Access FIPS クラスタのメンバーを同じセキュリティ ワールドで初

期化した後、管理者コンソールによってクラスタを無効にし、再び有効にするこ

とができます。クラスタ メンバーがすべて同じセキュリティ ワールドのメン

バーとなった場合は、シリアル コンソールを使用する必要はありません。

7. クラスタにさらに加えるには 1 を選択します。

8. FIPS アプライアンスがカードを初期化したら、暗号化モジュールのモード スイッチを O

（動作可能モード）に切り替えます。
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新しいセキュリティ ワールドの作成

Secure Access FIPS マシンは、セキュリティ ワールドを作成しない限り、使用を開始できま

せん。ただし、場合によっては、セキュリティ ワールドを新しいセキュリティ ワールドで上

書きする必要があります。たとえば、管理者カードを紛失した場合は、信頼されないソースが

カードを見つけてセキュリティ ワールドにアクセスするのを防ぐために、全く新しいセキュリ

ティ ワールドを作成することをお勧めします。また、元の管理者カードのパス フレーズを思

い出せない場合は、新しいセキュリティ ワールドを作成しなければならないこともあります。

新しいセキュリティ ワールドを作成するには、以下に物理的にアクセスできなければなりませ

ん。

• セキュリティ ワールドに属する暗号化モジュール。

• スマート カード リーダー（カード リーダーを内蔵していない古いモデルの Secure Access

デバイスを使っている場合）。

• 1 枚以上の未フォーマットのスマート カードまたは上書きしても安全なデータが含まれてい

る管理者カード。

注: 前の管理者カードを新しいセキュリティ ワールドで使用するには、新しいセ

キュリティ ワールドのデータで再フォーマットする必要があります。また、スイッ

チを I に設定して初期化を開始したら、そのプロセスを完了する必要があります。

プロセスを中断すると、セキュリティ ワールドが一部しか初期化されず、使用不能

になります。

警告: 新しいセキュリティ ワールドを作成する際、CA から新しいデバイス証明書

を必ず 1 つ以上取得する必要があります。

セキュリティ ワールドをスタンドアロンの Secure Access で作成する

スタンドアロンの Secure Access で新しいセキュリティ ワールドを作成するには、次の操作

を行います。

1. 未フォーマットのスマート カードまたは上書きしても安全なデータが含まれている管理者

カードを、接触部を上に向けてカード スロットに挿入します。

2. 暗号化モジュールのモード スイッチを I（初期化モード）に設定します。

3. Secure Access のシリアル コンソールにアクセスして、Secure Access デバイスを再起動

します。Secure Access デバイスが再起動したら、シリアル コンソールで次の質問が表示

されます。Do you want to use the currently installed security world (y/n)?

4. 以下のいずれかを行います。

• セキュリティ ワールドを新しく作成する場合
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a. n を入力して Enter キーを押します。

b. “Are you sure you want to delete your existing Security World (including

server certificates) (y/n)?” というプロンプトが表示され、この選択の確認を要

求されます。継続する場合は、y を入力して Enter キーを押します。

c. 作成する管理者カードの枚数を入力して、Enter キーを押します。

d. y を入力し、Enter キーを押して、作成するカードの枚数を決定します。

• 現在インストールされているセキュリティ ワールドを使用する場合

a. y を入力して Enter キーを押します。

b. 次の番号の手順に進みます。

5. 暗号化モジュールのモード スイッチを O（動作可能モード）にリセットします。

6. 要求に基づいて、一般的な名前と会社名を追加します。システムは一時的に、既存の自己署

名証明書を使用します。

7. 新しいセキュリティ ワールドの秘密鍵を共有する新しいデバイス証明書を作成します。

警告: 新しいセキュリティ ワールドを作成する際、CA から新しいサーバー証明書

を必ず 1 つ以上取得する必要があります。

クラスタ環境でセキュリティ ワールドを作成する

クラスタ環境で新しいセキュリティ ワールドを作成するには、次の操作を行います。

1. クラスタ ノードの管理者コンソールへサインインします。ノードの管理者コンソールにア

クセスするには、ブラウザでノードの内部 IP アドレスの後に /admin と入力します。例：

https://x.x.x.x/admin

2. System > Clustering > Status タブで、Cluster Members コラムの現在のノード以外の全

てのノードのチェックボックスを選択して、Disable をクリックします。

3. クラスタ メンバーを、セキュリティ ワールドで以下のように初期化します。クラスタ内の

最初のノードの場合は、新しいセキュリティ ワールドを作成します。

4. ノードの System > Clustering > Status タブに戻り、Cluster Members コラムの無効にさ

れたノードの横にあるチェックボックスを選択し、Enable をクリックします。

5. すべてのクラスタ メンバーが「Enabled」状態になるまで待ちます。

6. 以前無効にされたクラスタ メンバーの暗号化モジュールのモード スイッチを I（初期化

モード）に設定します。

7. シリアル コンソールからこれらのノードをそれぞれ再起動します。

8. ノードがセキュリティ ワールドに加わると、暗号化モジュールのモード スイッチを O（動

作可能モード）にリセットします。

管理者カードを交換する
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シリアル コンソールで Replace Administrator Card Set を選択して、管理者カードを交換す

ることができます。既存のセットで管理者カードの数を増やすことはできません。そうしたい

場合は、新しいセキュリティ ワールドを作成しなければなりません。そのセキュリティ ワー

ルドは、セットにあるすべての既存のカードを置き換え、カードの数を増減したセットの作成

が可能になります。

注: 管理者カードを交換すると、スタンドアロン Secure Access デバイスまたはク

ラスタのサービスが再開されます。

セキュリティ ワールド用の管理者カードを交換するには、以下に物理的にアクセスできる必要

があります。

• セキュリティ ワールドに属する暗号化モジュール。

• スマート カード リーダー（カード リーダーを内蔵していない古いモデルの Secure Access

デバイスを使っている場合）。

• セキュリティ ワールドであらかじめ初期化された管理者カード。

• 未フォーマットのスマート カードまたは上書きしても安全なデータが含まれている管理者

カード。

• 上書きしても安全なデータが含まれる元のセットと同じ枚数の未フォーマットのスマート

カードまたは管理者カード。

注: 管理者カードを交換する必要がある場合には、最初にセキュリティ ワールド用

に初期化したカードの枚数と同じ枚数を交換する必要があります。一部のカードの

みを交換することはできません。

注: 追加のスマート カードが必要な場合は、Secure Access の再販業者に問い合わ

せてください。

セキュリティ ワールドの管理者カードすべてを交換する、あるいはより多い枚数のカードを作

成するには、次の操作を行います。

1. 新しいセキュリティ ワールドを作成します。

2. 設定タスクのリストから、Replace Administrator Card Set を選択します。

3. セキュリティ ワールドのパス フレーズを入力します。

4. メッセージで要求されたら、未フォーマットのスマート カードまたは上書きしても安全な

データが含まれている管理者カードを、接触部を上に向けてスマート カード リーダーに差

し込みます。

5. メッセージで要求される、その他の初期化情報を入力します。

6. 作成するカードの数だけ手順 4 と 5 を繰り返します。

7. 管理者カードのうち少なくとも 1 枚を、安全な場所に保管します。
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アーカイブされたセキュリティ ワールドの復元

ごくまれに、アーカイブしたセキュリティ ワールドを使用して、システムを復旧する必要が生

じる場合があります。アーカイブされたセキュリティ ワールドは、システムにすでに存在する

セキュリティ ワールドよりも古いバージョンか、同じバージョンである可能性があります。シ

ステムを復旧するには、システム構成ファイル（デフォルトでは system.cfg）へのアクセス権

が必要です。このファイルには、アーカイブされたセキュリティ ワールドとそれに対応する証

明書が含まれています。

また、別のセキュリティ ワールドでセキュリティ ワールドを上書きするには、以下に物理的

にアクセスできる必要があります。

• セキュリティ ワールドに含まれるすべての暗号化モジュール。

• スマート カード リーダー（カード リーダーを内蔵していない古いモデルの Secure Access

デバイスを使っている場合）。

• インポートするセキュリティ ワールドと管理者パスフレーズであらかじめ初期化した管理者

カード。

セキュリティ ワールドをスタンドアロンの Secure Access デバイスにインポートする

既存のセキュリティ ワールドをスタンドアロンの Secure Access デバイスにインポートする

には、次の操作を行います。

1. アーカイブされたセキュリティ ワールドと、それに対応する証明書が含まれたシステム構

成ファイルを Secure Access デバイスにインポートし、必要に応じてセキュリティ ワール

ドを初期化します。構成ファイルに含まれているアーカイブに応じて、以下のようになりま

す。

• コンピュータに既に存在するセキュリティ ワールドと同じである場合、これ以上の設定

は不要です。

• コンピュータに既に存在するセキュリティ ワールドと異なる場合は、新しいセキュリティ

ワールドを初期化する必要があります。

注: 異なるセキュリティ ワールドが含まれる構成ファイルをインポートする

場合、既存の管理者カードは、インポートしたセキュリティ ワールドのデー

タで再フォーマットしない限り、新しいセキュリティ ワールドでは使用でき

ません。また、スイッチを I に設定して初期化を開始したら、そのプロセス

を完了する必要があります。プロセスを中断すると、セキュリティ ワールド

が一部しか初期化されず、使用不能になります。

2. インポートしたセキュリティ ワールドであらかじめ初期化してある管理者カードを、接触

部を上に向けてスマート カード リーダーに差し込みます。

3. 暗号化モジュールのモード スイッチを I（初期化モード）に設定します。
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4. Secure Access デバイスのシリアル コンソールにアクセスして、Secure Access デバイス

を再起動します。

5. 要求されたら、暗号化モジュールのモード スイッチを O（動作可能モード）にリセットし

ます。

セキュリティ ワールドをクラスタにインポートする

既存のセキュリティ ワールドをクラスタにインポートするには、次の操作を行います。

1. クラスタ ノードの管理者コンソールへサインインします。ノードの管理者コンソールにア

クセスするには、ブラウザでノードの内部 IP アドレスの後に /admin と入力します。例：

https://x.x.x.x/admin

2. System > Clustering > Status タブで、Cluster Members コラムの現在のノード以外の全

てのノードのチェックボックスを選択して、Disable をクリックします。

3. アーカイブされたセキュリティ ワールドをクラスタ メンバーにインポートします。

4. インストール プロセスが完了したら、ノードの System > Clustering > Status タブに戻

り、Cluster Members コラムの無効にされたノードの横にあるチェックボックスを選択し、

Enable をクリックします。

5. すべてのクラスタ メンバーが「Enabled」状態になるまで待ちます。

6. 以前無効にされたクラスタ メンバーの暗号化モジュールのモード スイッチを I（初期化

モード）に設定します。

7. シリアル コンソールからこれらのノードをそれぞれ再起動します。

8. ノードがセキュリティ ワールドに参加したら、暗号化モジュールのモード スイッチを O

（動作可能モード）にリセットします。
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第42章

SA4500 および SA6500 FIPS アプライアン
ス

• FIPS の概要 933ページ

• 名前およびパスワードの制限 934ページ

• キーストアの初期化 934ページ

• キーストアの再初期化 935ページ

• クラスタへの参加 936ページ

• デバイス証明書のインポート 936ページ

• セキュリティ担当者パスワードの変更 937ページ

• Web ユーザー パスワードの変更 937ページ

• エラーの場合に HSM カードをリセットする 937ページ

• HSM ファームウェアのアップグレード 938ページ

• キーストアのバイナリ インポートおよびエクスポート 938ページ

• FIPS デバイス ステータス LED 動作 939ページ

FIPS の概要

Juniper Networks SA 4500 および 6500 FIPS は、FIPS 準拠の暗号カードを備えた、標準

SA4500 または SA6500 アプライアンスです。Secure Access FIPS システムにインストールさ

れた不正操作防止用ハードウェア セキュリティ モジュールは、FIPS 140 2 レベル 3 セキュ

リティ ベンチマーク適合認定を受けています。

Secure Access FIPS 管理者の設定プロセスは、非 FIPS Secure Access 管理者の設定プロセス

とほぼ同じですが、初期化、クラスタ化、証明書の生成プロセスの設定で多少の変更が必要で

す。一部で管理者の操作が異なる場合がありますが、本ガイドでは、Secure Access と Secure

Access FIPS の両方の管理者に対し、適切な手順を記載しています。エンド ユーザーの場合、

Secure Access FIPS は標準の Secure Access システムとまったく同じです。

FIPS 準拠の暗号カードは、IPsec と SSL の暗号アクセラレーションをハードウェア セキュリ

ティ モジュール（HSM）機能と組み合わせる、ホスト バス アダプタ カードです。専用の HSM

による高度な暗号化セキュリティと安全な鍵管理を組み合わせると、どのようなサービスのセ

キュリティや性能のニーズにも対応できます。
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このカードには、セキュリティ担当者とユーザーという、2 つの主な役割があります。FIPS 準

拠の暗号カードでは、鍵とパスワードの管理を担当するセキュリティ担当者という概念によっ

て、管理者カードが不必要になります。別の FIPS 準拠暗号カードへキーストアがエクスポー

トおよびインポートされないよう、セキュリティ担当者の資格情報が保護します。

ユーザー ロールが、一括暗号化操作やキーストア内のキー材料へのアクセスなど、暗号に関す

る操作を行います。

セキュリティ担当者の資格情報、ユーザーの資格情報、RSA 秘密鍵は、Secure Access ディス

ク上にある、HSM で暗号化されたキーストアに保管されます。何らかの操作で必要になった場

合は必ず、これらの資格情報を提供するよう指示されます。資格情報は、HSM キーストアから

自動的に取得されません。

キーストアは、ディスク上に保管され、マスター キーで暗号化されます。マスター キーは、

暗号カードのファームウェアに保管され、セキュリティ担当者は、復元パスワードを使用して、

それをバックアップできます。その後、この復元パスワードを使用して、同じまたは異なる

FIPS 準拠の暗号カード上にマスター キーを復元できます。これにより、たとえばキーストア

をクラスタで共有できます。

名前およびパスワードの制限

セキュリティ担当者の名前とユーザー名は、以下の要件を満たす必要があります。

説明要件

少なくとも 1 文字最低文字数

63 文字最大文字数

英数字、アンダースコア（_）、ダッシュ（ ）およびピリオド（.）有効な文字

アルファベットでなければなりません。最初の文字は

パスワードは最低で6文字で、63文字を超えてはいけません。そのうちの 3 文字はアルファベッ

トで、1 文字はアルファベット以外でなければなりません。

キーストアの初期化

FIPS アプライアンスの電源を工場リセットからオンにした場合、またはその設定をリセットし

た場合、シリアル コンソールは、キーストアおよび自己署名デバイス証明書の初期化を必要と

します。初期化の手順は次のとおりです。

• 起動プロセスの間に、現在のリリースの HSM ファームウェアが、FIPS 準拠の暗号カード HSM

にインストールされます。

• 新しいキーストアを作成するよう表示されます。新規キーストア作成の一部として、次のデー

タを提供する必要があります。

• セキュリティ担当者の名前とパスワード。これらの資格情報を保存してください。新規復

元パスワードの作成やセキュリティ担当者のパスワードの変更などに必要になります。
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• キーストア復元パスワードまたは HSM マスター キー バックアップ パスワード。システ

ム設定をエクスポートするたびに、アーカイブされたキーストアの最新の復元パスワード

を保存してください。

• HSM のキーストアに格納された鍵を使用して暗号操作を実行するための、Web ユーザー名

とパスワード。

• 自己署名証明書の生成は、正常に続行されます。ただし、HSM を使用して、安全な RSA 秘密

鍵が生成され、鍵は HSM のデータベースに保管されます。

キーストアの再初期化

配備のセキュリティ ポリシーに変更があり、新規 RSA 鍵ペアおよび対応する証明書の作成が

必要な場合、キーストアを再初期化する必要があります。キーストアの再初期化は、スタンド

アロンのノードまたはクラスタ内のノードから可能です。

スタンドアロンのノードからキーストアを再初期化するには、次の操作を行います。

1. スタンドアロンのノードを再起動します。

起動プロセスの間に、キーストアを再初期化するよう表示されます。

2. y を押して、現在のキーストアとサーバー証明書を削除します。

注: 10 秒以内に y を押さなければ、アプライアンスは正常に起動を続けます。

クラスタからキーストアを再初期化するには、次の操作を行います。

1. クラスタ内のノードを再起動します。

起動プロセスの間に、キーストアを再初期化するよう表示されます。

2. y を押して、現在のキーストアとサーバー証明書を削除します。新しいキーストアが初期化

されます。

注: 10 秒以内に y を押さなければ、アプライアンスは正常に起動を続けます。

3. 再起動したノードで、管理者コンソールのクラスタ ステータス ページを開き、全ノードが

Transitioning 状態から出るのを待ちます。

4. クラスタの他の全ノードについて、シリアル コンソールに接続したら、9 を入力して FIPS

Options を選択し、次に 1 を入力して Complete import of keystore and server

certificates を選択します。

5. 要求されたら、復元パスワードを入力します。
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クラスタへの参加

クラスタに参加するには、管理者コンソールとシリアル コンソールの両方を使用する必要があ

ります。クラスタに参加するには、次の操作を行います。

1. まだの場合には、クラスタを定義し初期化します。

クラスタ化したいアプライアンスをスタンドアロンで実行している場合は、クラスタを作成

する前に、まず 1 台のマシンでシステムおよびユーザー設定を行うことをお勧めします。

その後、同じコンピュータを使用してクラスタを作成します。このコンピュータは、作成プ

ロセスでクラスタに加わります。他の Secure Access デバイスがクラスタに参加すると、

このマシンは、その設定を新しいクラスタ メンバーに伝播します。

2. アプライアンスをクラスタに追加する前に、その識別情報をクラスタに認識させる必要があ

ります。

3. 管理者コンソールまたはシリアル コンソールから、アプライアンスをクラスタに参加させ

ます。

• シリアル コンソールを使用してノードをクラスタに参加させる場合、クラスタ キースト

アの復元パスワードの入力を要求されます。復元パスワードが失敗した場合、9 を入力し

て FIPS Option を選択し、次に 1 を入力して Complete import of keystore and server

certificates を選択します。

クラスタがノード上で作成されるとき、ノードのキーストアは、クラスタのキーストアにな

ります。クラスタに参加するノードは、クラスタのキーストアをインポートしなければなり

ません。これには、現在のキーストア復元パスワードが必要です。

4. マシンがクラスタに参加したことを確認するメッセージが表示されたら、任意のアクティブ

なクラスタ メンバーの管理者コンソールで System > Clustering > Cluster Status タブ

をクリックします。

5. 全ノードが「Transitioning」状態から出たら、非 CL ライセンスを持つ各ノードのシリア

ル コンソールに接続します。そして、9 を入力して FIPS Options を選択し、次に 1 を入

力して Complete import of keystore and server certificates を選択します。

6. クラスタ キーストア復元パスワードを入力します。

デバイス証明書のインポート

デバイス証明書をインポートするには、アプライアンスから CSR を生成します。次に、CA が

検証した後に、対応する証明書をインポートします。各 CSR 要求は、新規の RSA 鍵ペアを生

成します。

注: デバイスからの CSR 要求がないデバイス証明書は、インポートできません。
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セキュリティ担当者パスワードの変更

時々、セキュリティ担当者パスワードを変更したい場合があります。クラスタでは、任意のノー

ドからこの操作を実行できます。新しいセキュリティ担当者パスワードは、他のノードに自動

的に更新されます。

注: セキュリティ担当者パスワードを変更すると、Web サーバは再起動されます。

セキュリティ担当者パスワードを変更するには、次の操作を行います。

1. リセットしたい FIPS アプライアンスのシリアル コンソールに接続します。

2. 9 を入力して FIPS Option を選択します。

3. 2 を入力して Change security officer password を選択します。

4. 既存のセキュリティ担当者パスワードを入力します。

5. 新しいパスワードを入力します。

6. 確認を要求されたら、新パスワードを再び入力します。

Web ユーザー パスワードの変更

Web ユーザーのユーザー名とパスワードは、HSM の暗号化されたデータベースに RSA 秘密鍵を

安全に保管するために使用されます。これらの資格情報は、RSA 操作を実行するために IVE プ

ロセスが使用します。鍵は、HSM 外では利用できません。Web パスワードは、後ほど変更でき

ますが、Web ユーザー名は変更できません。

クラスタでは、任意のノードからこの操作を実行できます。新しいパスワードは、他のノード

に自動的に更新されます。

注: Web ユーザー パスワードを変更すると、Web サーバは再起動されます。

Web パスワードを変更するには、次の操作を行います。

1. リセットしたい FIPS アプライアンスのシリアル コンソールに接続します。

2. 9 を入力して FIPS Option を選択します。

3. 3 を入力して Change web user password を選択します。

4. 既存の Web ユーザー パスワードを入力します。

5. 新しいパスワードを入力します。

エラーの場合に HSM カードをリセットする

FIPS カードの LED がエラーまたは障害を示した場合、アプライアンスを再起動する前に、HSM

カードをリセットしてみてください。
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HSM カードをリセットするには、次の操作を行います。

1. リセットしたい FIPS アプライアンスのシリアル コンソールに接続します。

2. 9 を入力して FIPS Option を選択します。

3. 5 を入力して Reset the HSM を選択します。

4. FIPS カード上の LED を観察します。緑色にならない場合は、アプライアンスを再起動して

ください。

HSM ファームウェアのアップグレード

システム ソフトウェアのアップグレードには、ファームウェアの更新も必要とする場合があり

ます。通常、ファームウェアのアップグレードは、起動プロセスの間に発生します。システム

ソフトウェア更新の後、シリアル コンソールはキーストア復元パスワードの入力を要求しま

す。その後、HSM のファームウェアがアップグレードされます。パスワードを覚えていない場

合は、シリアル コンソールを使用して後日にファームウェアをアップグレードすることもでき

ます。ファームウェアのアップグレードが必要な場合に更新しないと、Web サーバが適切に機

能しない可能性があることに注意してください。

シリアル コンソールを使用してファームウェアをアップグレードするには、次の操作を行いま

す。

1. 管理者コンソールの System > Clustering > Cluster Status タブをクリックし、ノードが

「FIPS disassociated」状態になるまで待ちます。

2. シリアル コンソールを開き、9 を入力して、FIPS オプションを選択します。

3. 6 を入力して、Load Firmware を選択します。

キーストアのバイナリ インポートおよびエクスポート

キーストアをインポートおよびエクスポートするには、管理者コンソールから Maintenance >

Import/Export を選択します。スタンドアロンのノードまたはクラスタ内のノードから可能で

す。キーストアは、システム設定構成ファイルの一部としてエクスポートされます。アーカイ

ブしたキーストアと関連付けた復元パスワードを安全に保管してください。様々な FIPS 操作

に必要になります。復元パスワードを忘れた場合には、シリアル コンソールから新規パスワー

ドを作成し、設定を再エクスポートできます。

キーストアをインポートするには、Import Key Store and Device Certificate(s) チェック

ボックスを選択して、設定をインポートします。インポート プロセスが完了した後、その FIPS

アプライアンスのシリアル コンソールを開きます。9 を入力して FIPS Options を選択し、次

に 1 を入力して Complete import of keystore and server certificates を選択します。キー

ストアが、HSM にインストールされたものと異なる場合、キーストアの復元パスワードの入力

が要求されます。
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注: シリアル コンソールでの上記の手順を行わずに FIPS アプライアンスを再起動

すると、起動プロセスの間に、キーストアをインポートするよう表示されます。y

を入力して、キーストアをインポートします。5 秒以内に y を入力しなくても、

FIPS アプライアンスは正常に起動を続けます。この場合、FIPS アプライアンスが

起動プロセスを完了した後、シリアル コンソール手順を実行してください。

FIPS アプライアンスがクラスタにある場合、クラスタ内の各ノードへ移動し、シリアル コン

ソールでの上記の手順を実行して、キーストア インポート プロセスを完了します。

FIPS デバイス ステータス LED 動作

FIPS カードは、以下の 3 つのデバイス ステータス表示 LED があります。

• S (Status)

• F (FIPS)

• I (INIT)

表48: ステータス LED

説明色とステータスLED

ブートスト

ラップ

ファーム

ウェアが実

行中です。

オフステータス

IDLE、

OPERATIONAL

または

FAILSAFE 状

態

緑の点滅

POST または

DISABLED 状

態 (ドライ

バーは未装

着)

緑

起動プロセ

ス中にエ

ラーが起き

ました。

赤の点滅

HALTED（重

大エラー）

状態、また

は低レベル

のハード

ウェア初期

化障害が起

きました。

赤
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表48: ステータス LED （続き）

非 FIPS

モードで作

動中

オフFIPS

FIPS モード

で作動中

緑

ゼロ化ジャ

ンパが存在

していま

す。

黄の点滅

基板は初期

化されてい

ません。

オフINIT

基板はセ

キュリティ

担当者に

よって初期

化されまし

た。

緑

POST、

DIAGNOSTIC

または

FAILSAFE

(ファーム

ウェアが未

更新) 状態

黄

診断を実行

中

黄の点滅
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第43章

圧縮

• 圧縮について 941ページ

• システム レベルの圧縮を有効にする 943ページ

圧縮について

Secure Access は、HTML ファイル、Word ドキュメント、画像などの共通の Web タイプおよび

ファイル データを圧縮することによって性能を向上させます。

Secure Access は、以下の手順により、ユーザーがアクセスするデータを圧縮するかどうかを

決定します。

1. Secure Acce は、アクセスしたデータが圧縮可能なタイプかどうかを確認します。Secure

Acce は、HTML ファイル、Word 文書などの多数の共通データ タイプの圧縮をサポートしま

す。

2. ユーザーが Web データにアクセスしていると、Secure Acce は、ユーザーのブラウザが選

択されたデータ タイプの圧縮をサポートするかどうかを確認します。

Secure Acce は、ブラウザのユーザー エージェントおよびエンコードを受け付けるヘッダー

に基づいてサポートできる圧縮を決定します。ユーザー エージェントが Mozilla 5、Internet

Explorer 5 または Internet Explorer 6 と互換性があると判定された場合は、Secure

Access は、標準の Web データ タイプの圧縮をすべてサポートします。ブラウザのユーザー

エージェントが Mozilla 4 にのみ互換性があると判定された場合は、Secure Access は

HTML データの圧縮のみをサポートします。

3. Secure Access はシステム レベルで圧縮が可能かどうかを確認します。管理者コンソール

の Maintenance > System > Options ページからシステム レベルの圧縮が可能です。

4. Secure Access は、圧縮リソース ポリシまたは自動ポリシが、選択したデータ タイプに対

して有効であるかどうかを確認します。Secure Access はデータを圧縮するリソース ポリ

シを備えています。これらのポリシを有効にするか、管理者コンソールの次のページで独自

のポリシを作成することができます。

• Users > Resource Policies > Web > Compression

• Users > Resource Policies > Files > Compression

また、リソース プロファイル圧縮自動ポリシを、管理者コンソールの Users > Resource

Profiles > Web > Web Applications/Pages ページ から作成することも可能です。
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これらの条件すべてが満たされると、Secure Access は、設定されたアクションに基づいて、

ユーザーがアクセスしたデータを圧縮する場合、または圧縮しない場合のいずれの場合でも、

適切なリソース ポリシを実行します。

この条件が満たされなければ、Secure Access は適切なリソース ポリシが実行されず、リソー

ス ポリシ項目には Secure Access ログ ファイルが表示されません。

Secure Access は Web データとファイル データを圧縮する 3 つのリソース ポリシをあらか

じめ備えています。Secure Access の 4.2 以前のバージョンからアップグレードしていて、事

前に圧縮を有効にしている場合は、これらのポリシは有効です。そうでなく、以前に圧縮を無

効にしていた場合は、これらのポリシは無効になります。

アップグレードのプロセスで作成された Web およびファイル リソース ポリシは、Secure

Access に対して、サポートされている Web とファイル データの種類をすべて圧縮するよう指

定します。これらには、以前のアプライアンス バージョンで圧縮されなかった種類が含まれま

す。サポートされているデータの種類のリストでは、以前の製品バージョンで圧縮されなかっ

たデータの種類にアスタリスク（∗)が付けられています。

Secure Access は以下の Web とファイル データのタイプの圧縮をサポートします。

• text/plain(.txt)

• text/ascii(.txt)∗

• text/html (.html, .htm)

• text/css（.css)

• text/rtf（.rtf)

• text/javascript（.js)

• text/xml（.xml)∗

• application/x javascript (.js)

• application/msword (.doc)

• application/ms word (.doc)∗

• application/vnd.ms word (.doc)∗

• application/msexcel (.xls)∗

• application/ms excel (.xls)∗

• application/x excel (.xls)∗

• application/vnd.ms excel (.xls)∗

• application/ms powerpoint (.ppt)∗

• application/vnd.ms powerpoint (.ppt)∗
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注: ∗ この種類のデータは Secure Access の 4.2 以前のバージョンでは圧縮され

ません。

また、Secure Access は、Secure Access にアップロードするファイルを圧縮しま

せん。Secure Access からダウンロードするファイルのみを圧縮します。

さらに、Secure Access は、次の種類のファイルの圧縮をサポートします。

• text/html (.html, .htm)

• application/x javascript (.js)

• text/javascript（.js)

• text/css（.css)

• application/perl (.cgi)

システム レベルの圧縮を有効にする

システム レベルの圧縮を有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > System > Options を選択します。

2. HTTP 圧縮機能をサポートするブラウザに送信されるデータの量を減らすために、Enable gzip

compression チェックボックスを選択します。このオプションを有効化する場合、Secure

Access が圧縮するデータ タイプを指定する Web およびファイル リソース ポリシーも設

定する必要があります。

3. Save Changes をクリックします。
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第44章

多言語サポートの概要

• Secure Access の多言語サポートについて 945ページ

• 多言語サポート用にファイルをエンコードする 945ページ

• ユーザー インターフェースのローカライズ 946ページ

• カスタム サインインおよびシステム ページをローカライズする 946ページ

Secure Access の多言語サポートについて

SSL VPN アプライアンスは、ファイルのエンコード、エンドユーザー インターフェースの表

示、さらにカスタム サインインとシステム ページにおいて多言語サポートを提供しています。

SSL VPN アプライアンスは以下の言語をサポートしています。

• 英語（米国）

• 中国語（簡体）

• 中国語（繁体）

• フランス語

• ドイツ語

• 日本語

• 韓国語

• スペイン語

注: Juniper Networks は、Secure Access エンドユーザー コンソールおよびヘル

プ システムを、上記の言語に翻訳しています。ただし、製品の初回リリースでは、

エンドユーザー ヘルプは翻訳されていません。ヘルプの翻訳版は、一般出荷後、初

回メンテナンス リリースにて利用できます。

多言語サポート用にファイルをエンコードする

文字のエンコードとは、表示する言語の文字や記号をコンピュータが使用するバイナリ形式に

マッピングすることです。文字のエンコードは、データの保存や転送方法に影響します。Users

> Resource Policies > Files > Encoding のエンコード オプションにより、Windows および

945Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



NFS のファイル共有と通信するときに使用するエンコードを指定できます。エンコード オプ

ションは、エンドユーザーの言語環境に影響しません。

Secure Access トラフィックの国際化コードを指定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Users > Resource Policies > Files > Encoding を選択します。

2. 適切なオプションを選択します。

• Western European（ISO 8859 1）（デフォルト）（英語、フランス語、ドイツ語、スペ

イン語を含む）

• Simplified Chinese (CP936)

• Simplified Chinese (GB2312)

• Traditional Chinese (CP950)

• Traditional Chinese (Big5)

• Japanese (Shift JIS)

• Korean

3. Save Changes をクリックします。

ユーザー インターフェースのローカライズ

Secure Access では、エンドユーザー インターフェースを、サポートされている言語のいずれ

かで表示することができますこの機能を、（カスタム）サインイン ページ、システム ページ、

ローカライズされたオペレーション システムと組み合わせることによって、ユーザーは、完全

にローカライズされた環境で操作することができます。

言語を指定すると、Secure Access は、すべてのメニュー項目、Secure Access が生成するダ

イアログ、ヘルプ ファイルなどのユーザー インターフェースを、サインインした領域に左右

されず指定した言語で表示します。

ローカライズ オプションを設定するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、Maintenance > System > Options を選択します。

2. End user Localization ドロップダウン リストを使用して、エンドユーザーを表示する言

語を指定します（オプション）。言語を指定しない場合は、エンドユーザー インターフェー

スはブラウザの設定に基づいて表示されます。

3. Save Changes をクリックします。

カスタム サインインおよびシステム ページをローカライズする

Secure Access は、サインイン プロセスで表示されるさまざまなページに対し、サンプル テ

ンプレート ファイルのセットを、いくつかの zip ファイルに格納して提供しています。これ

らのテンプレート ファイルとテンプレート ツールキット言語を使用して、ローカライズされ

たカスタム サインイン ページとシステム ページが作成できます。zip ファイルと zip ファ
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イルに格納されているテンプレート ファイル、さらにテンプレート ツールキット言語の詳細

については、Custom Sign In Pages Solution Guide を参照してください。

選択した言語の文字を使ってデフォルトのサインイン ページを編集すると、ユーザーにローカ

ライズされたサインインページを迅速に提供できます。
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第45章

携帯端末と PDA の概要

• 携帯端末と PDA の概要 949ページ

• タスク サマリー:Secure Access を PDA および携帯端末用に設定する 950ページ

• クライアントの種類を定義 951ページ

• PDA で WSAM を有効にする 953ページ

• ハンドヘルド PDA の ActiveSync の有効化 954ページ

携帯端末と PDA の概要

エンドユーザーは、標準のワークステーションやキオスクから Secure Access にアクセスでき

るほか、接続された PDA、携帯端末、および i モード や Pocket PC などの高機能電話機から

Secure Access にアクセスすることもできます。ユーザーが PDA または携帯端末から Secure

Access に接続したときに表示されるページと機能は、管理者コンソールの System >

Configuration > Client Types ページの設定に基づいて決定されます。デフォルトの指定で

は、各端末から Secure Access にアクセスすると次のようになります。

• i モード端末 － Secure Access は、表、画像、JavaScript、Java、またはフレームのない

コンパクト HTML（cHMTL）ページを表示します。管理者コンソールで有効にした機能に応じ

て、エンドユーザーは Web をブラウズしたり、Web ブックマークにリンクしたり、他のアプ

リケーションにシングル サインオンしたり、設定を編集することができます（キャッシュの

クリアと Secure Access/LDAP パスワードの編集を含む）。IVESecure Access を使用して、

i モード ユーザーは、標準的なブラウズ・選択ナビゲーションのほか、端末のキーパッドの

アクセス キーを使用して、サポートされている機能にアクセスできます。

• Pocket PC 端末 － Secure Access は、表、画像、JavaScript、フレーム付きの HTML モバ

イル ページを表示しますが、Java の処理は行いません。管理者コンソールで有効にした機

能に応じて、エンドユーザーは Mobile Notes や OWA E メール アプリケーションにアクセ

スしたり、Web をブラウズしたり、Web ブックマークにリンクしたり、他のアプリケー ショ

ンにシングル サインオンしたり、設定（キャッシュのクリアや Secure Access/LDAP パス

ワードの編集を含む）を編集することができます。

PDA と携帯端末のユーザーは、管理者コンソールにアクセスできないほか、Secure Access の

高度なオプションの大部分、たとえばファイル参照、ネットワークコネクト、セキュアミーティ

ング、Telnet/SSH、E メール クライアント、ホストチェッカー、キャッシュクリーナーなどに

もアクセスできません。これは、PDA や携帯端末は通常、これらの機能が依存する ActiveX、

Java、または JavaScript コントロールをサポートしていないためです。
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また、i モード ユーザーは Cookie ベースのオプション、たとえばセッション Cookie や

SiteMinder による認証および承認などにアクセスできないことにもご注意ください。これは、

ほとんどの i モード ブラウザが HTTP Cookie をサポートしていないためです。Secure Access

は、Cookie を使用するのではなく、ハイパーリンクを書き換えて URL にセッション ID を含

めます。ユーザーが URL にアクセスすると、Secure Access はセッション ID を読み取りま

す。

注: 応答時間を向上させるため、Secure Access ホームページにアクセスすると、

新しいページではヘルプ、サインアウト、ブックマークを開くアイコンは表示され

ません。また、WSAM アイコンも表示されません。

タスク サマリー:Secure Access を PDA および携帯端末用に設定する

PDA および携帯端末に対応するように Secure Access を正しく設定するには、次の操作を行い

ます。

1. システム レベルでアクセスを有効にする － Secure Access が提供するデフォルト以外の

ブラウザをサポートする場合は、サポートしたい PDA と携帯端末のオペレーティング シス

テムのユーザー エージェント文字列を、System > Configuration > Client Types タブに

入力する必要があります。Secure Access がサポートする PDA および携帯端末のブラウザ

の完全なリストについては、サポート Web サイトの Supported Platforms を参照してくだ

さい。

2. ユーザー ロールとリソース ポリシーを確認する － 有効にした Secure Access 機能に応

じて、既存のロールおよびリソース ポリシーを、PDA および携帯端末ユーザー用に変更す

るか、新規に作成する必要が生じることがあります。次の点に注意してください。

• モバイル機器ユーザーは、ホストチェッカーまたはキャッシュクリーナーが必要なロール

またはポリシーにアクセスできません。これは、通常携帯端末が、これらの機能が依存す

る ActiveX、Java、または JavaScript コントロールをサポートしないためです。これら

のオプションは、以下のタブで無効にすることができます。

• Users > User Roles > ロール > General > Restrictions

• Resource Policies > Web > Access > Web ACL> ポリシー > Detailed Rules

• ロール名が長い場合、モバイル機器の小さい画面に読み取るときに問題が生じる可能性が

あります。サインイン時にユーザーがロール リストから選択するように要求する場合は、

Users > User Roles > Role > General > Overview タブでロール名を短くすることがで

きます。

• ブックマーク名が長い場合、モバイル機器の小さい画面に読み取るときに問題が生じる可

能性があります。Web ブックマークは、以下のタブで編集できます。

• Users > Resource Profiles > Web Application Resource Profiles > プロファイル >

Bookmarks

• Users > User Roles > ロール > Web > Bookmarks
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• Resource Policies > Web > Access > Web ACL> ポリシー > General

• PDA と携帯端末では、ファイル参照などの高度な機能はサポートされませんが、モバイル

機器ユーザーが使用するロールとリソース ポリシーでそれらを無効にする必要はありま

せん。Secure Access は、これらのオプションをモバイル機器ユーザーに表示しないだけ

です。

3. 認証サーバーと承認サーバーを確認する － Secure Access は、PDA と携帯端末ユーザーに

対し、標準ユーザーと同じ認証サーバーと承認サーバーをすべてサポートします。ただし、

eTrust SiteMinder ポリシー サーバーは除きます。SiteMinder は Cookie に依存するた

め、i モード ブラウザではサポートされません。

4. 領域を確認する － 有効にした Secure Access 機能に応じて、既存の領域を PDA および携

帯端末ユーザー用に変更するか、新規に作成する必要が生じることがあります。次の点に注

意してください。

• モバイル機器ユーザーがホストチェッカーまたはキャッシュクリーナーを必要とする領域

にサインインを試みた場合、Secure Access にアクセスできません。それは、携帯端末は

通常、これらの機能が依存する ActiveX、Java、または JavaScript コントロールをサ

ポートしないためです。これらのオプションは、System > Configuration > Security

ページのサブタブで無効にできます。

• モバイル機器ユーザーは、eTrust SiteMinder サーバーから認証を受けることができませ

ん。Users > User Realms > 領域 > General タブで、領域に対して別の認証サーバーを

選択します。

• 領域名が長い場合、モバイル機器の小さい画面に読み取るときに問題が生じる可能性があ

ります。サインイン時にユーザーが領域リストから選択する必要がある場合は、Users >

User Realms > 領域 > General タブで、領域名を短くすることができます。

5. 使用するサインイン ポリシーを確認する － Pocket PC ユーザーに対して別のサインイン

ページを表示する場合は、Authentication > Signing In > Sign in Pages タブでページ

を定義し、Authentication > Signing In > Sign in Policies タブのオプションを使用し

て、そのページを参照するサインイン ポリシーを作成することができます。もしくは、

Pocket PC テンプレート ファイルを使用してカスタム サインイン ページを作成できます。

Pocket PC テンプレート ファイルは、sample.zip に格納されています。

6. 許可する暗号化強度を指定する － デバイスの種類によって、許可する暗号化強度が異なり

ます。Secure Access における暗号化強度は、デバイスの要件に一致したものを指定する必

要があります。たとえば、通常、携帯電話は 40 ビット暗号化のみを受け入れます。エンド

ユーザーのデバイスの要件を確認して、System > Configuration > Security タブで許可さ

れた暗号化強度を指定します。

クライアントの種類を定義

Client Types タブを使用して、ユーザーがサインインする元のシステムの種類、およびユー

ザーがサインインするときに Secure Access が表示する HTML ページの種類を指定できます。
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ユーザー エージェントを管理するには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールで、System > Configuration > Client Types を選択します。

2. サポートするオペレーティング システムに対応するユーザー エージェント文字列を入力し

ます。必要に応じて、一般的あるいは具体的に指定にすることができます。たとえば、Secure

Access のデフォルト設定である ∗DoCoMo∗ を使用して、すべての DoCoMo オペレーティン

グ システムに適用したり、DoCoMo/1.0/P502i/c10 などの文字列を作成して、1 種類の

DoCoMo オペレーティング システムに適用したりすることができます。文字列に、ワイルド

カード文字 ∗ と ? を使用できます。Secure Access では、ユーザー エージェント文字列

の大文字と小文字が区別されません。

3. 前の手順で指定したオペレーティング システムからサインインしたユーザーに対して、

Secure Access が表示する HTML の種類を指定します。次のオプションがあります。

• Standard HTML － Secure Access は、表、最大サイズのグラフィック、ActiveX コンポー

ネント、JavaScript、Java、フレーム、Cookie など、すべての標準 HTML 機能を表示し

ます。Firefox、Mozilla、Internet Explorer など、標準的なブラウザに最適なモードで

す。

• Compact HTML (imode) － Secure Access は、小画面の HTML 互換ページを表示します。

このモードでは、Cookie がサポートされません。また、表、グラフィックス、ActiveX

コンポーネント、JavaScript、Java、VB スクリプト、フレームのレンダリングもサポー

トされません。（このオプションと Smart Phone HTML Basic オプションの唯一の違い

は、ユーザー インターフェースです。）iMode ブラウザに最適です。

注: Form Post SSO は iMode アプライアンスではサポートされていません。

• Mobile HTML (Pocket PC) － Secure Access は、表、小さなグラフィック、JavaScript、

フレーム、および Cookie が含まれる小画面の HTML 互換ページを表示しますが、この

モードでは Java アプレットあるいは ActiveX コンポーネントのレンダリングがサポー

トされません。Pocket PC のブラウザに最適なモードです。

• Smart Phone HTML Advanced － Secure Access は、表、小さなグラフィック、フレーム、

Cookie、および一部の JavaScript が含まれる小画面の HTML 互換ページを表示します

が、このモードでは Java アプレット、ActiveX コンポーネント、あるいは VB スクリプ

トのレンダリングがサポートされません。Treo と Blazer ブラウザに最適なモードです。

• Smart Phone HTML Basic － Secure Access は、小画面の HTML 互換ページを表示しま

す。このモードでは、Cookie がサポートされません。また、表、グラフィックス、ActiveX

コンポーネント、JavaScript、Java、VB スクリプト、フレームのレンダリングもサポー

トされません。（このオプションと Compact HTML オプションの唯一の違いは、ユーザー

インターフェースです。）Symbian での Opera ブラウザに最適なモードです。

注: Secure Access は、Cookie を使用するのではなく、ハイパーリンクを書

き換えて URL にセッション ID を含めます。
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4. Secure Access がユーザー エージェントを評価する順序を指定します。Secure Access は、

リストで最初にユーザーのシステムに一致する規則を適用します。たとえば、次のような

ユーザー エージェント文字列/HTML タイプ マッピングを、以下の順序で作成できます。

a. ユーザー エージェント文字列: ∗DoCoMo∗ マッピング先: Compact HTML

b. ユーザー エージェント文字列: DoCoMo/1.0/P502i/c10 マッピング先: Mobile HTML

ユーザーが、2 行目で指定されているオペレーティング システムからサインインすると、

より堅牢なモバイル HTML ではなく、コンパクト HTML ページが表示されます。これは、そ

のユーザーのユーザー エージェント文字列が、リスト内の最初の項目と一致するからです。

リスト内のマッピングを並び替えるには、項目の横のチェックボックスを選択し、上下矢印

を使用して、リスト内の正しい場所に移動させます。

5. コンパクト HTML を使用する iMode などのデバイスで入力されたパスワードをマスクする

には、Enable password masking for Compact HTML チェックボックスを選択します。（こ

のチェックボックスを選択するかどうかに関係なく、コンパクト HTML を使用しないデバイ

スは、パスワードをマスクします。）iMode デバイスは、標準パスワード フィールドに数

字データだけを許可しているため、iMode ユーザーのパスワードに数字以外の文字が含まれ

ている場合は、パスワード マスクを無効にする必要があります。マスクを無効にしても、

パスワードは安全に送信されます。ただし、パスワードが、ユーザーのディスプレイに表示

されます。

6. Save Changes をクリックします。

注: Vodafone のサポートの書き込みを有効にするには、ユーザー エージェント

文字列に Vodafone を入力し、クライアントの種類として Compact HTML を選択

します。KDDI のサポートは、ユーザー エージェント文字列に KDDI を入力し、

クライアントの種類として Compact HTML を選択します。

PDA で WSAM を有効にする

PDA 端末上で Windows セキュア アプリケーション マネジャー（WSAM）を介してクライアント/

サーバー アプリケーションのセキュリティ保護を定義する場合、Users > User Roles > ロー

ルを選択 > SAM > Applications > Add Application ページで、PDA ごとにアプリケーション

を定義する必要があります。

以下に、PDA デバイスに対して有効化する、PDA 固有の実行ファイルの一部を示します。

• tmail.exe － Pocket Outlook アプリケーションを指定します。

Secure Access が Pocket Outlook でサポートしているモードは次のとおりです。

• S IMAP/S POP および S SMTP

• ActiveSync － Pocket Outlook のアクセスを提供する先のサポートされた PDA が、

ActiveSync を使用している場合、Exchange Server の IP アドレスがユーザー ロールで

定義された宛先ホストのリストに必ず表示されている必要があります。Exchange Server

2007 の組み込み機能である Direct Push は、サポートされています。ただし、

HTTPServerTimeout を 20 分以下に設定する必要があります。
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• mstsc40.exe － Windows Terminal Services アプリケーションを指定します。

• iexplore.exe － Pocket Internet Explorer アプリケーションを指定します。

注: Windows PC ユーザー用に設定された既存の WSAM ロール設定を使用して、

PDA ユーザーにセキュリティ保護されたアクセスを提供している場合は、ユーザー

ロールに定義された宛先ホストのリストが、1,500 バイトを超えないようにして

ください。宛先ホストのリストが非常に大きい場合、メモリ バッファの制約によ

り、PDA 端末上で WSAM ランチャがロックする可能性があります。

Windows Mobile 5 ユーザーの場合は、WSAM は、ログ ファイルを \Program Files\Juniper

Networks\WSAM\Log ディレクトリに追加します。

ハンドヘルド PDA の ActiveSync の有効化

ActiveSync を使用すると、Windows ベースのデスクトップ コンピュータと携帯端末の間でデー

タの同期化ができます。Secure Access をリバース プロシキとして使用でき、携帯端末に WSAM

のようなクライアント アプリケーションをインストールせずにデータを同期化することができ

ます。SA 6500 では、1000 を超える同時接続がサポートされています。

以下に留意してください。

• Windows Mobile 5.0 および 6.0 のみをサポート。

• Exchange Server 2003 および 2007 をサポート。

• Exchange サーバーの NTLM および Basic 認証をサポート。

• Secure Access と Exchange サーバーとの間の HTTP および HTTP をサポート。

• Secure Access が、OWA および ActivesSnc に使用されている場合は、OWA アクセスと

ActivesSnc のホスト名は異なっていなければなりません。

• Direct Push は ActiveSync でサポートされます。ただし、HTTPServerTimeout を 20 分以

下に設定する必要があります。Direct Push は、Exchange Server 2007 の組み込み機能で

す。

• ActiveSync は、バックエンド Web プロキシでは機能しません。

• VIP ソーシング設定は、ActiveSync セッションでは無視されます。Secure Access からバッ

クエンド サーバーまでの ActiveSync トラフィックは、内部ポートのソース IP アドレスで

必ず送信されます。

ActivesSnc と使用するリバース プロシキとして Secure Access を設定するには、次の操作を

行います。

1. 管理者コンソールで、Authentication > Signing In > Sign in Policies を選択します。

2. 新しい認証限定アクセス ポリシーを作成するには、New URL をクリックして、authorization

only access を選択します。または、既存のポリシーを編集するには、Virtual Hostname

コラムの URL をクリックします。

3. Virtual Hostname フィールドで、Secure Access の IP アドレスにマッピングされる名前

を入力します。名前は、パススルー プロキシのホスト名モードで使われているすべての仮
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想ホスト名の間で一意でなくてはなりません。ホスト名は Backend URL フィールドで入力

された Exchange サーバーへアクセスするために使われます。このフィールドにプロトコル

（http: など)を入れないでください。

たとえば、仮想ホスト名が myapp.ivehostname.com で、バックエンド URL が

http://www.xyz.com:8080/ の場合、Secure Access からの

https://myapp.ivehostname.com/test1 への要求は、http://www.xyz.com:8080/test1 への

要求に変換されます。変換された要求への応答は、元の要求元 Web ブラウザに送信されま

す。

4. Backend URL フィールドで、Exchange サーバーの URL を入力します。プロトコル、ホスト

名、サーバーのポートを指定する必要があります。たとえば、

http://www.mydomain.com:8080/∗ とします。

要求が Virtual Hostname フィールド内のホスト名と一致すると、要求は Backend URL

フィールドで指定されている URL に変換されます。クライアントは、気付くことなくバッ

クエンド URL にリダイレクトされます。

5. このポリシーの Description を入力します（オプション）。

6. Authorization Server ドロップダウン メニューから、サーバー名または No Authorization

を選択します。サーバーを選択した場合、フロントエンド サーバーが SMSESSION Cookie

を提供するようにしてください。そうしないと、エラーを受領します。

7. Role Option ドロップダウン メニューからユーザー ロールを選択します。

次のユーザー ロール オプションのみが Autosync で適用できます。

• HTTP 接続タイムアウト（Users > User Roles > ロール名 > Web > Options > View

advanced options）

• アントラスティッド SSL ウェブサイトの閲覧を許可する（Users > User Roles > ロール

名 > Web > Options > View advanced options）

• ソース IP の制限（Users > User Roles > ロール名 > General > Restrictions）

• ブラウザの制限（Users > User Roles > ロール名 > General > Restrictions）

選択したユーザー ロールには、Web アクセス ポリシーが関連付けられている必要がありま

す。

8. 要求が ActiveSync プロトコルと矛盾しないことを確認するため、HTTP ヘッダーの基本的

な確認を実行するには、Allow ActiveSync Traffic only オプションを選択します。このオ

プションを選択すると、ActiveSync プロトコル要求のみを処理できます。確認が失敗する

と、ユーザーのイベント ログにメッセージが作成されます。このオプションを選択しなけ

れば、ActiveSync 要求と非 ActiveSync 要求の両方が処理されます。

9. Save Changes をクリックします。

System Status Overview ページには、現在のアクティブな同時接続の数およびアクティブな同

時接続のヒストグラムが表示されます（Concurrent SSL Connections グラフの Authorization

Only Access Active Connections プロット）。
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第46章

SA シリーズ アプライアンスでの IKEv2 の
使用

• IKEv2 について 957ページ

• タスク サマリー:Secure Access を IKEv2 向けに設定する 959ページ

• IKEv2 ロール マッピング規則の定義 960ページ

• IKEv2 アクセス機能の有効化 960ページ

IKEv2 について

IKE または IKEv2（インターネット鍵交換）は IPsec プロトコル スイートで SA（セキュリ

ティ アソシエーション）を設定するために使用されるプロトコルです。Microsoft Windows 7

は Microsoft Agile VPN の機能により IKEv2 スタンダードを完全にサポートし、これらのプ

ロトコルを使用して VPN ゲートウェイで作動することができます。

Secure Access は IKEv2 をサポートし、標準ベースの IPSec VPN クライアントのあるスマー

トフォンなどのクライアントまたはデバイスの相互運用性を有効にします。

IKEv2 クライアントはセッションの合計回数に加算されます。したがって、セッションの合計

回数 = IKEv2 セッションの回数 + NCP セッションの回数 ということになります。

クライアント要件

IKEv2 クライアントは Secure Access と連動するために次の要件をサポートする必要がありま

す。

• トンネル モードで IPSec セキュリティ アソシエーションを確立する（RFC 4301）。

• AES 128 ビット暗号化関数を利用する（RFC 3602）。

• SHA 1 ハッシュ関数を利用する（RFC 2404）。

• 「グループ 2」モードで Diffie Hellman 完全転送機密保持を利用する（RFC 2409）。

• IPSec Dead Peer Detection を利用する（RFC 3706）。

• MD5 ハッシュ関数を利用する（RFC 1321）。

• CFG_REQUEST CFG_REPLY 交換を利用するリモート ネットワーク上での内部アドレスを取り

扱う。
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任意ですが、推奨する要件は以下の通りです。

• VPN トンネルに入る際の TCP パケットの最大セグメント サイズを調整する（RFC 4459）。

• パケットへの「Don’t Fragment」フラグをリセットする（RFC 791）。

• 暗号化する前に IP パケットをフラグメント化する（RFC 4459）。

さらに、クライアントは証明書認証および ESP/SHA1 をサポートしなければなりません。

サポートされた機能

Juniper Networks が管理または設定していないサードパーティのクライアントを使用している

ため、エンドユーザーには次の機能がご利用いただけません。

• ホストチェッカー

• キャッシュクリーナー

• アイドリングによるタイムアウト通知

• アップロード ログ

• スプリット トンネルのルート監視機能

• Windows インタラクティブ ユーザー ログオン オプション

• セッション スタートアップ スクリプト

• NCP トンネル モード

• DNS 検索順序

• プロキシ サーバー 設定

次の表では、特定のスプリット トンネル オプションでのネットワークコネクト クライアント

および IKEv2 クライアントの動作を示しています。

ネットワークコネクト クライアントIKEv2 クライアントオプション

リソース ー トンネル経由

インターネット ー トンネル経由

ローカル サブネット（クライアント） ー ト

ンネル経由

リソース ー トンネル経由

インターネット ー トンネル経由

ローカル サブネット（クライアント） ー 物理アダプタ

経由

スプリット トンネル モー

ドの無効化

インターネット ー 物理アダプタ経由

ローカル サブネット（クライアント） ー 物

理アダプタ経由

リソース ー トンネル経由

インターネット ー トンネル経由ですが、リソースがス

プリット トンネル設定ではないため失敗します。

ローカル サブネット（クライアント） ー 物理アダプタ

経由

スプリット トンネル モー

ドの有効化
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インターネットおよびその他のトラフィック

ー トンネル経由

ローカル サブネット（クライアント） ー 物

理アダプタ経由

リソース ー トンネル経由

インターネット ー トンネル経由

ローカル サブネット（クライアント） ー 物理アダプタ

経由（無効化されたスプリット トンネル モードと同様）

ローカル アクセス サブ

ネットを許可する

リソース ー トンネル経由

インターネット ー 物理アダプタ経由

ローカル サブネット（クライアント） ー 物

理アダプタ経由

注意:ルート テーブルの削除は監視されていま

す。

リソース ー トンネル経由

インターネット ー トンネル経由ですが、リソースがス

プリット トンネル設定ではないため失敗します。

ローカル サブネット（クライアント） ー 物理アダプタ

経由

注意:ルート テーブルの削除は監視されていません。

ルート監視でスプリット

トンネル モードを有効化

する（NC 専用）

リソース ー トンネル経由

インターネット ー 物理アダプタ経由

ローカル サブネット（クライアント） ー 物

理アダプタ経由

リソース ー トンネル経由

インターネット ー トンネル経由ですが、リソースがス

プリット トンネル設定ではないため失敗します。

ローカル サブネット（クライアント） ー 物理アダプタ

経由

Allow local access subnet

で ST を有効化する

タスク サマリー:Secure Access を IKEv2 向けに設定する

IKEv2 向けの Secure Access サポートを設定するには、次の操作を行います。

1. IKE を使用するようクライアントを設定します。詳細は、モバイル デバイスのドキュメン

トを参照してください。

2. クライアントとデバイスの証明書をインストールします。

• クライアント証明書を発行できる認証機関（CA）が必要です。

• クライアント側で、CA 証明書と共に、このクライアント証明書をインストールします。

• サーバー側（Secure Access）で、Configuration/Certificates/Trusted Client CAs の

下に CA 証明書をインストールします。

• クライアント側で、Configuration/Certificates/Device Certificates の下にあり、ク

ライアントが接続しているポートに対応する Secure Access デバイス証明書をインストー

ルします。

3. 管理者コンソールの Users > User Realms > User > Role Mapping ページで IKEv2 規則を

定義します。

4. 管理者コンソールの Users > User Roles > User > General > Overview ページで IKEv2

アクセス機能を選択します。

5. そのロールのネットワークコネクトを有効にし、そのロールに使用する NC 接続プロファイ

ル（IP プール）を設定します。

クライアントが IKEv2 を使用して Secure Access デバイスに接続すると、Active Users ペー

ジの Agent Type 列に IKEv2 が表示されます。
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IKEv2 ロール マッピング規則の定義

ロール マッピング規則とは、Secure Access を 1 つまたは複数のユーザー ロールにマップす

る際に、ユーザーが満たす必要のある条件です。IKEv2 については、ユーザーのユーザー名で

はなく、領域のディレクトリ サーバーが返すユーザー情報に基づいて、条件を作成します。

1. 管理者コンソールで User > User Realms > User > Role Mapping を選択します。

2. New Rule をクリックします。

3. 規則を設定する条件のタイプをカスタム式で指定します。

4. Update をクリックして、Expressions リストを表示します。

5. Expressions ボタンをクリックして、サーバー カタログの Expressions タブを表示しま

す。

6. 規則 userAgent = "IKEv2" を作成します。

7. Add Expression をクリックし、次に Close をクリックします。

8. Available Expressions リストから、作成したばかりの規則を選択します。Add をクリック

して、その規則を Selected Expressions リストに移動します。

9. Selected Roles リストにロールを追加することによって、認証ユーザーに割り当てるロー

ルを指定します。

10.（オプション）ユーザーがこの規則に指定された条件を満たした場合に、Secure Access に

よるロール マッピング規則の評価を停止したい場合は、Stop processing rules when this

rule matches チェックボックスをチェックします。

11. Save Changes をクリックします。

IKEv2 アクセス機能の有効化

ロールは、ロールにマッピングされたユーザーに、有効なアクセス機能などの Secure Access

セッション プロパティを指定します。

IKEv2 アクセス機能を有効にするには、次の操作を行います。

1. 管理者コンソールから Users > User Roles > Role Name > General > Overview を選択し

ます。

2. Access Features で IKEv2 チェックボックスをチェックします。

3. Save Changes をクリックします。
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第47章

カスタム エクスプレッションの書き込み

• カスタム式 961ページ

• カスタム式で使用される要素 962ページ

• ワイルドカード一致 965ページ

• 識別名変数および関数 966ページ

• システム変数およびその例 966ページ

• 領域、ロール、リソース ポリシでシステム変数を使用する 976ページ

• 多値属性の使用 977ページ

• ブックマーク名で多値属性を指定する 978ページ

• 領域のフェッチ属性を指定する 978ページ

• LDAP に homeDirectory 属性を指定する 979ページ

カスタム式

Secure Access では、ロール マッピング規則、リソース ポリシーおよびログ フィルタ クエ

リ内での評価に使用可能なカスタム式を記述できます。カスタム式とは、ブール型オブジェク

トとして、Secure Access によって true、false、error のいずれかに評価される、変数の組

み合わせです。カスタム式を使用することによって、ポリシー検証とログ クエリに複雑な式を

指定でき、より優れたリソース アクセス コントロール管理が可能になります。

カスタム式は、以下のフォーマットで記述できます。これらのフォーマットの各要素について、

一覧に詳細を記載しています。

• variable comparisonOperator variable

• variable comparisonOperator simpleValue

• variable comparisonOperator (simpleValue)

• variable comparisonOperator (OR Values)

• variable comparisonOperator (AND Values)

• variable comparisonOperator (time TO time)

• variable comparisonOperator (day TO day)

• isEmpty (variable)
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• isUnknown (variable)

• (customExpr)

• NOT customExpr

• ! customExpr

• customExpr OR customExpr

• customExpr || customExpr

• customExpr AND customExpr

• customExpr && customExpr

関連項目 962ページのカスタム式で使用される要素•

• 965ページのワイルドカード一致

• 966ページの識別名変数および関数

• 966ページのシステム変数とその例

カスタム式で使用される要素

表49: カスタム式の要素

システム変数を表します。変数名はドットで区切られた文字列で、各コンポー

ネントには [a-z A-Z 0-9_] のセットからの文字を含めることはできますが、

[0-9] の値を最初に使用することはできません。変数名では大文字と小文字が

区別されません。ロール マッピング規則とリソース ポリシで使用可能なシス

テム変数のためのものです。

カスタム式をログ クエリ フィールドに記述する場合は、システム ログ変数

を使用する必要があります。これらの変数は、Filter ページの Filter

Variables Dictionaryで説明されています（System > Log/Monitoring > Events

| User Access | Admin Access > Filters > Select Filter タブ）。

変数

変数の引用構文

Secure Access は、ユーザー属性名に、「.」（ピリオド）以外の文字を使用

できるカスタム式変数用の引用構文をサポートしています。属性名の中で文字

をエスケープするには、{}（中括弧）を使用して変数名の一部または全体を囲

みます。たとえば、次の式は同等です。

• userAttr.{Login-Name} = 'xyz'

• userAttr.Login{-}Name = 'xyz'

• {userAttr.Login-Name} = 'xyz'

• userA{ttr.L}{ogin-}Name = 'xyz'

引用符内でサポートされているエスケープ文字は以下の通りです。

\（バックスラッシュ）\\

{（左中括弧）\{
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表49: カスタム式の要素 （続き）

}（右中括弧）\}

16 進数値。hh は [0-9A-Fa-f] 内の

2 文字

\hh

例：

• userAttr.{Tree Frog} = 'kermit'

• userAttr.{Tree\20Frog} = 'kermit'

注意:

• 変数名の中で使用できる引用符の数に制限はありません。

• userAttr.* 変数に限らず、どの変数にも引用構文を使用できます。

• カスタム式を記述するときに限り、中括弧を使用する必要があります。

以下のいずれかです。比較演算子

等しい － 文字列、数値、DN で使用

します。

=

等しくない － 文字列、数値、DN で

使用します。

!=

より小さい － 数値で使用します。<

以下または同等 － 数値で使用しま

す。

<=

より大きい － 数値で使用します。>

以上 または同等－ 数値で使用しま

す。

>=
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表49: カスタム式の要素 （続き）

以下のいずれかです。

• 文字列 － ワイルドカードを含む、引用符で囲まれた文字列

• IP アドレス － a.b.c.d

• サブネット － a.b.c.d/subnetBitCount または a.b.c.d/netmask

• 数 － 正または負の整数

• 曜日 － 日月火水木金土

文字列についての注意:

• 文字列には、<nl>（改行）および <cr>（行頭復帰）以外のすべての文字を

含めることができます。

• 文字列の長さは任意です。

• 文字列の比較では、大文字と小文字が区別されます。

• 文字列は、一重引用符または二重引用符で囲むことができます。引用符で

囲まれた文字列には、アスタリスク（*）、クエスチョン マーク（?）、ス

クエア ブラケット（[ ]）を含むワイルドカードを使用できます。

• variable comparisonOperator variable 比較では、ワイルドカード一致を

含まない評価を行います。

• 次の文字をエスケープするには、次のバックスラッシュを使用します。

一重引用符（'）ー \'

二重引用符(") — \"

バックスラッシュ（\）ー\\

16進数 一 \hh [0-9a-fA-F]

曜日についての注意:

日付と時刻の比較は、Secure Access のタイム ゾーンで行われます。デイ

レンジ（day TO day）の演算では、最初の日付から開始され、次の日付に

なるまで行われます。タイム レンジ（time TO time）の演算では、最初の

値はその次の値より時間的に前でなければなりません。日付および時刻の

値と比較できるのは、時刻の変数だけです。時間変数は、以下の通りです。

time.* および loginTime.*。

simpleValue

以下のいずれかの形式で表します。

• HH:MM － 24 時間制

• HH:MMam － 12 時間制

• HH:MMpm － 12 時間制

• H:MM － 24 時間制

• H:MMam － 12 時間制

• H:MMpm － 12 時間制

日付と時刻の比較は、Secure Access のタイム ゾーンで行われます。ディ

レンジ（day TO day）の演算では、最初の日付から開始され、次の日付に

なるまで行われます。タイム レンジ（time TO time）の演算では、最初の

値はその次の値より時間的に前でなければなりません。日付および時刻の

値と比較できるのは、時刻の変数だけです。時間変数は、以下の通りです。

time.* および loginTime.*。

時間

1 つまたは複数の OR 演算を含む文字列です。

• variable comparisonOperator (number OR number ...)

• variable comparisonOperator (string OR string ...)

OR 値
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表49: カスタム式の要素 （続き）

1 つまたは複数の AND 演算を含む文字列です。

• variable comparisonOperator (number AND number ...)

• variable comparisonOperator (string AND string ...)

AND 値

単一の変数名（variable）を引数とし、ブール値を返す関数です。isEmpty()

は、変数が未知の場合や空白値、空白文字列および空のリストを含む場合に

true を返します。

例: isEmpty(userAttr.terminationDate)

isEmpty

単一の変数名（variable）を引数とし、ブール値を返す関数です。isUnknown()

は、変数が定義されていない場合に true を返します。ユーザー属性

（userAttr.* variables）は、属性が LDAP で定義されていない場合や属性の

参照が失敗した場合（LDAP サーバーが停止しているなどの場合）は未知の属

性として処理されます。

例:isUnknown(userAttr.bonusProgram)

isUnknown

論理否定のcomparisonOperatorです。否定演算式では、customExpr が false

のときに true、customExpr が true のときに false が返されます。演算子

NOT、AND および OR は優先順位の高いものから実行されます。NOT（右から）、

AND（左から）、OR（左から）

NOT, !

論理演算子 OR または || です。これらは同じ意味です。演算子 NOT、AND お

よび OR は優先順位の高いものから実行されます。NOT（右から）、AND（左か

ら）、OR（左から）

OR、||

論理演算子 AND または && です。これらは同じ意味です。演算子 NOT、AND

および OR は優先順位の高いものから実行されます。NOT（右から）、AND（左

から）、OR（左から）

AND、&&

カスタム式の構文（上記を参照）で記述された式です。カスタム式

関連項目 965ページのワイルドカード一致•

• 966ページの識別名変数および関数

• 966ページのシステム変数およびその例

ワイルドカード一致

引用符で囲んだ文字列内には、ワイルドカードを使用できます。以下のワイルドカードがサポー

トされています。

• アスタリスク（∗） － アスタリスクは、0 個以上の文字に一致します。

• 疑問符（?） － 疑問符は任意の 1 文字と一致します。

• 角括弧（[ ]） － 角括弧で囲まれた一連の文字に当てはまる 1 文字の代わりに使用します。

ダッシュ（ ）で区切られた 2 文字は、指定された範囲内で、辞書表記的にその間に入る 2

文字の代わりに使用します。たとえば、'dept[0 9]' は、 "dept0"、"dept1" ～ "dept9" ま

での文字列と一致します。
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ワイルドカードをエスケープするには、ワイルドカードを角括弧で囲みます。たとえば、式を

userAttr.x = " value [∗]" ' とすると、属性 x が実際に "value∗" である場合に true であ

ると評価されます。

関連項目 962ページのカスタム式で使用される要素•

• 966ページの識別名変数および関数

• 966ページのシステム変数とその例

識別名変数および関数

識別名（DN）を別の DN や文字列と比較できます。ただし、ワイルドカードやスペース、大文

字と小文字の区別は無視されます。ただし、Secure Access は DN キーの順番を考慮に入れま

す。

Secure Access が DN への式を文字列と比較する場合、式を評価する前に文字列を識別名に変

換します。Secure Access が、不正な構文のために文字列を変換できない場合には、比較は実

行されません。DN 変数には以下のものが含まれます。

• userDN

• certDN

• certIssuerDN

matchDNSuffix 関数を使った DN サフィックスもサポートされています。例：

matchDNSuffix( certDn, "dc=danastreet,dc=net")

括弧の最初のパラメータは「フル」 DN 、2 番目がサフィックス DN です。それぞれのパラメー

タに、変数あるいは文字列を使用することができます。この最初のパラメータのキーは、2 番

目のサフィックス パラメータより多くなければなりません。キーの数が同じ場合、<firstparam>

= <secondparam> と同じになります。2 番目のパラメータのキーがより多い場合 matchDNsuffix

は false を返します。

関連項目 962ページのカスタム式で使用される要素•

• 965ページのワイルドカード一致

• 966ページのシステム変数とその例

システム変数およびその例

以下のシステム変数の一覧には、システム変数の説明と例を定義しています。さらに、システ

ム変数を使用する場所についても記載しています。
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注: このリストには、フィルタ クエリ、またはシステム ログ用のエクスポート形

式で使用される変数は含まれていません。これらの変数は、Filter ページの Filter

Variables Dictionary で説明されています（System > Log/Monitoring > Events |

User Access | Admin Access > Filters > Select Filter タブ）。

表50: システム変数およびその例

例説明変数

authMethod = ‘ACE Server’認証方法の一種で、ユーザー認証に使用されます。authMethod

以下で利用可能

ロール マッピング規則

リソース ポリシ規約ロール マッピング

規則

cacheCleanerStatus = 1

cacheCleanerStatus = 0

キャッシュクリーナーの状態。使用できる値:

1 － 実行中の場合

0 － その他の場合

cacheCleanerStatus

certAttr.OU = 'Retail Products Group'クライアントサイド証明書の属性。certAttr 属性

の例には次のようなものがあります。

• C － 国

• CN － 通称

• description － 説明

• emailAddress － E メール アドレス

• GN － 名（姓に対する）

• initials － イニシャル

• L － 地域名

• O － 組織

• OU － 組織単位

• SN － 姓

• serialNumber － シリアル番号

• ST － 州または県

• title － タイトル

• UI － 固有の識別子

この変数を使用して、指定された値を持つクラ

イアント サイド証明書がユーザーのクライアン

ト コンピュータにあるかどうかを確認します。

certAttr.<cert attr>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• LDAP 設定
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

• certAttr.altName.email =

"joe@company.com"

• certAttr.altName.dirNameText =

"cn=joe, ou=company, o=com"

• certAttr.altName.ipAddress =

10.10.83.2

クライアントサイド証明書の代替サブジェクト名の

値。ここで、<Alt attr> は以下のいずれかになり

ます。

• E メール

• directoryName

• DNS

• URI

• UPN

• ipAddress

• registeredId

certAttr.altName.<Alt attr>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• LDAP 設定

• certAttr.SerialNumber =

userAttr.certSerial

• certAttr.SerialNumber =

"6f:05:45:ab"

クライアント証明書のシリアル番号。

[0 9 a f A F] 以外の文字は certAttr.SN との

比較を実行する前にすべて文字列から除外されま

す。ワイルドカードはサポートされません。

certAttr.serialNumber

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• LDAP 設定

• certDN = 'cn=John

Harding,ou=eng,c=Company'

• certDN = userDN (match the

certificate subject DN with the

LDAP user DN)

• certDN = userAttr.x509SubjectName

• certDN = ('cn=John

Harding,ou=eng,c=Company' or

'cn=Julia Yount,ou=eng,c=Company')

クライアント証明書のサブジェクト DN。ワイルド

カードは許可されていません。

certDN

以下で利用可能

ロール マッピング規則

リソース ポリシ規則

• certDN.OU = 'company'

• certDN.E = 'joe@company.com'

• certDN.ST = 'CA'

クライアント証明書のサブジェクト DN の任意の変

数。 ここで、subject attr は RDN キーの名前に

なります。

標準 x.509 形式の証明書でさまざまなサブジェク

ト DN 属性をテストする際に使用します。

certDN.<subject attr>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• LDAP 設定

certDNText = 'cn=John

Harding,ou=eng,c=Company'

文字列として格納されているクライアント証明書の

ユーザー DN。この値との文字列の比較のみ許可さ

れます。

certDNText

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

• certIssuerDN = 'cn=John

Harding,ou=eng,c=Company'

• certIssuerDN = userAttr.x509Issuer

• certIssuerDN = ('ou=eng,c=Company'

or 'ou=operations,c=Company')

クライアント証明書発行者のサブジェクト DN。こ

の変数は、CertDN などの標準的な DN 属性と同様

に機能します。ワイルドカードは許可されていませ

ん。

certIssuerDN

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• certIssuerDN.OU = 'company'

• certIssuerDN.ST = 'CA'

クライアント証明書発行者のサブジェクト DN の任

意の変数。ここでは、issuer attr は RDN キーの

名前になります。

certIssuerDN.<issuer attr>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

certIssuerDNText = 'cn=John

Harding,ou=eng,c=Company'

文字列として格納されているクライアント証明書発

行者のサブジェクト DN。この値との文字列の比較

のみ許可されます。

certIssuerDNText

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

defaultNTDomain=” CORP”AD/NT 認証を使用するときに Secure Access 認証

サーバー設定で指定されているドメインの値を含み

ます。

defaultNTDomain

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• group.preferredPartner

• group.goldPartner or

group.silverPartner

• group.employees and time.month =

9

組み合わせ例:

すべてのアクティブな状態のパートナ

を月曜日から金曜日まで許可し、優先

パートナを月曜日から土曜日まで許可

する場合には、以下のようにします。

((group.partners and time = (Mon

to Fri)) または

(group.preferredPartners and time

= (Mon to Sat))) and

userAttr.partnerStatus = 'active'

注意:group.sales managers のように

スペースがある場合はサポートされま

せん。

領域認証またはディレクトリ サーバーによって提

供されるユーザーのグループ メンバーシップです。

group.<group name>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

注意: ロール マッピング規則で評価さ

れるグループのみ、リソース ポリシ内

の詳細な規則（条件）で利用できます。

group.<group name> ではなく、groups

変数を使用することをお勧めします。そ

れは、groups は下位互換性のためだけ

にサポートされているからです。
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

groups=('sales managers')領域認証またはディレクトリ サーバーによって提

供されるグループのリストです。

注:ワイルドカード文字はサポートされていません

が、グループ名に任意の文字を入力することができ

ます。

groups

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

hostCheckerPolicy = ('Norton' および

'Sygate') および cacheCleanerStatus

= 1hostCheckerPolicy = ('Norton' お

よび 'Sygate')

クライアントに要求するホストチェッカーのポリシ

です。

hostCheckerPolicy

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

loginHost = 10.10.10.10Secure Access に接続するためにブラウザが使用す

るホスト名または IP アドレスです。

loginHost

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• LDAP 設定

• loginTime = (8:00am)

• loginTime= (Mon to Fri)

ユーザーが Secure Access に資格証明書を送信す

る時刻です。時間は Secure Access タイムゾーン

に基づいています。

注: この変数を SSO パラメータ フィールドで使用

した場合、UNIX 時間の文字列が返されます。

loginTime

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

loginTime.day = 3ユーザーが Secure Access に資格証明書を送信す

る日付を示す 1 31 の数値です。時間は Secure

Access の時間に基づいています。

注意:演算子 TO をこの変数と使用することはでき

ません。

loginTime.day

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• loginTime.dayOfWeek = (0 OR 6)

• loginTime.dayOfWeek = (mon TO fri)

• loginTime.dayOfWeek = (1)

• loginTime.dayOfWeek = 5

ユーザーが Secure Access に資格証明書を送信す

る曜日を示す [0 6] の数値です。ここで、0 は日

曜日を意味します。

注意:文字列の代わりに数字を使用した場合、Secure

Access は、time.dayOfWeek 式で演算子 TO をサ

ポートしません。言い換えると、

「loginTime.dayOfWeek = (2 TO 6)」ではなく

「loginTime.dayOfWeek = (mon to fri)」 が有効

ということです。

loginTime.dayOfWeek

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

loginTime.dayOfYear = 100ユーザーが Secure Access へ資格証明書を送信す

る日を示す [0 365] の数値です。

注意:演算子 TO をこの変数と使用することはでき

ません。

loginTime.dayOfYear

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

loginTime.month >= 4 AND

loginTime.month <=9

ユーザーが Secure Access へ資格証明書を送信す

る月を示す [1 12] の数値です。ここで、

1 = 1 月です。

注意:演算子 TO をこの変数と使用することはでき

ません。

loginTime.month

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

loginTime.year = 2005ユーザーが Secure Access へ証明書を送信する年

度で、[1900 2999] に設定できます。

注意:演算子 TO をこの変数と使用することはでき

ません。

loginTime.year

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

loginURL = ∗/adminSecure Access にサインインするためにユーザーが

アクセスした URL のページです。Secure Access

はこの値を、管理者コンソールの Authentication

> Signing In > Sign in Policies ページにあ

るAdministrator URLs|User URLs 列から取得しま

す。

loginURL

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• LDAP 設定

sourceIp = 192.168.1.0/24 and

networkIf = internal

ユーザーの要求を受信するネットワーク インター

フェースです。使用できる値:internal、external

networkIf

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

ntdomain = jnprNT4 および Active Directory 認証で使用される

NetBIOS NT ドメインです。

ntdomain

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• SSO パラメータ フィールド

ntuser = jdoeActive Directory 認証で使用される NT ユーザー

名です。

ntuser

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• SSO パラメータ フィールド
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

password = A1defo2zプライマリ認証サーバー（password と

password[1]）またはセカンダリ認証サーバー

（password[2]）用にユーザーが入力するパスワー

ドです。

password

password[1]

password[2]

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

Realm = ('GoldPartners' or

'SilverPartners')

注意:ユーザーはセッション内の単一領

域でのみサインインを許可されるため、

AND 演算を使用した条件は評価されませ

ん。

ユーザーがサインインする先の認証領域の名前で

す。

領域

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• Role = ('sales' or 'engineering')

• Role = ('Sales' AND 'Support')

セッションのすべてのユーザー ロールのリスト。

SSO では、すべてのロールをバックエンド アプリ

ケーションに送信する場合には、<role sep = ";">

を使用します。ここで、sep は複数の変数の区切り

文字列を意味します。Secure Access は “ および

> 以外のすべての区切り文字をサポートしていま

す。

role

以下で利用可能

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• sourceIP = 192.168.10.20

• sourceIP = 192.168.1.0/24 and

networkIf internal

• userAttr.dept = ('eng' or 'it')

and sourceIP = 10.11.0.0/16

• sourceIP = 192.168.10.0/24 (Class

C)

は以下と同等です。

sourceIP =

192.168.10.0/255.255.255.0

• sourceIP=userAttr.sourceip

ユーザーを認証するコンピュータの IP アドレス。

ビット数またはネットマスク形式「255.255.0.0」

を使用してネットマスクを指定できます。sourceIP

式で、LDAP 属性などの文字変数を評価することが

できます。

sourceIP

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

• time = (9:00am to 5:00pm)

• time = (09:00 to 17:00)

• time = (Mon to Fri)

組み合わせ例:

エグゼクティブ マネージャとそのア

シスタントのアクセスを月曜日から金

曜日まで許可するには、次のようにし

ます。

userAttr.employeeType =

('∗manager∗' or '∗assistant∗') お

よび

group.executiveStaff および

time = (Mon to Fri)

ロール マッピング規則またはリソース ポリシ規則

を評価する時刻です。時刻は 12 時間形式または

24 時間形式で記述できます。

time

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

loginTime.day = 3ユーザーが Secure Access に資格証明書を送信す

る日付を示す 1 31 の数値です。時間は Secure

Access の時間に基づいています。

time.day

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• loginTime.dayOfWeek = (0 OR 6)

• loginTime.dayOfWeek = (1 to 5)

• loginTime.dayOfWeek = 5

ロール マッピング規則またはリソース ポリシ規則

が評価される曜日を示します。dayOfWeek は [0 6]

の数値で、0 は日曜日を意味します。

time.dayOfWeek

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

time.dayOfYear = 100ロール マッピング規則またはリソース ポリシ規則

を評価する日です。値は以下のいずれかになりま

す。 1 365.

time.dayOfYear

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• time.month >= 9 and time.month <=

12 and time.year = 2004

• group.employees and time.month =

9

ロール マッピング規則またはリソース ポリシ規則

を評価する月です。値は以下のいずれかになりま

す。 1 12

time.month

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

time.year = 2005ロール マッピング規則またはリソース ポリシ規則

を評価する年度で、[1900 2999] に設定できます。

time.year

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

• user = 'steve'

• user = 'domain\\steve'

ユーザーのプライマリ認証サーバー（user and

user@primary_auth_server_name）またはセカンダ

リ認証サーバー

（user@secondary_auth_server_name）用の Secure

Access ユーザー名。Active Directory サーバー、

ドメイン、ユーザー名で認証を行うときに使用しま

す。

primary_auth_server_name はプライマリ認証サー

バーの名前です。名前にスペースや特殊文字がある

場合は、中括弧で囲むことができます。例：

user@{My Primary Auth Server}

secondary_auth_server_name はセカンダリ認証サー

バーの名前です。名前にスペースや特殊文字がある

場合は、中括弧で囲むことができます。例：

user@{My Secondary Auth Server}

注: ユーザー名の一部にドメインを入れるときに、

ドメインとユーザーの間に 2 つのスラッシュを入

れる必要があります。例：

user=’yourcompany.net\\joeuser’。

user

user@primary_auth_server_name

user@secondary_auth_server_name

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• username = 'steve' and time = mon

• username = 'steve'

• username = 'steve∗'

• username = ('steve' or

'∗jankowski')

ユーザーのプライマリ認証サーバー（username and

username@primary_auth_server_name）またはセカ

ンダリ認証サーバー

（user@secondary_auth_server_name）用の Secure

Access ユーザー名。ユーザーが証明書認証サーバー

にサイン インする場合、ユーザーの Secure Access

ユーザー名は CertDN.cn と同じになります。

primary_auth_server_name はプライマリ認証サー

バーの名前です。名前にスペースや特殊文字がある

場合は、中括弧で囲むことができます。例：

user@{My Primary Auth Server}

secondary_auth_server_name はセカンダリ認証サー

バーの名前です。名前にスペースや特殊文字がある

場合は、中括弧で囲むことができます。例：

user@{My Secondary Auth Server}

username

username@primary_auth_server_name

username@secondary_auth_server_ name

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

ブラウザのユーザー エージェント文字

列です。

ブラウザのユーザー エージェント文字列です。userAgent

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド
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表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

• userAttr.building = ('HQ∗' or

'MtView[1 3]')

• userAttr.dept = ('sales' and

'eng')

• userAttr.dept = ('eng' or 'it' or

'custsupport')

• userAttr.division = 'sales'

• userAttr.employeeType !=

'contractor'

• userAttr.salaryGrade > 10

• userAttr.salesConfirmed >=

userAttr.salesQuota

否定の例:

• userAttr.company != "Acme Inc" or

not group.contractors

• not (user = 'guest' or group.demo)

組み合わせ例:

エグゼクティブ マネージャとそのア

シスタントのアクセスを月曜日から金

曜日まで許可するには、次のようにし

ます。

userAttr.employeeType =

('∗manager∗' or '∗assistant∗') お

よび

group.executiveStaff および

time = (Mon to Fri)

すべてのアクティブな状態のパートナ

を月曜日から金曜日まで許可し、優先

パートナを月曜日から土曜日まで許可

する場合には、以下のようにします。

((group.partners and time = (Mon

to Fri)) または

(group.preferredPartners and time

= (Mon to Sat))) および

userAttr.partnerStatus = 'active'

LDAP、RADIUS、SiteMinder 認証、またはディレク

トリ サーバーから検索されるユーザー属性です。

userAttr.<auth attr>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

• userDN = 'cn=John

Harding,ou=eng,c=Company'

• userDN = certDN

LDAP サーバーからのユーザー DN です。ユーザー

が LDAP サーバーによって認証される場合、この

DN は認証サーバーから取得されます。それ以外の

場合は、DN は領域のディレクトリ/属性サーバーか

ら取得されます。ワイルドカードは許可されていま

せん。

userDN

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

975Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第47章: カスタム エクスプレッションの書き込み



表50: システム変数およびその例 （続き）

例説明変数

ユーザー DN の任意の変数。ここで、

user attr は RDN キーの名前になりま

す。

ユーザー DN の任意の変数。ここで、user attr

は RDN キーの名前になります。

userDN.<user attr>

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

userDNText = 'cn=John

Harding,ou=eng,c=Company'

文字列として格納されているユーザー DN です。こ

の値との文字列の比較のみ許可されます。

userDNText

以下で利用可能

• ロール マッピング規則

• リソース ポリシ規則

• SSO パラメータ フィールド

関連項目 962ページのカスタム式で使用される要素•

• 965ページのワイルドカード一致

• 966ページの識別名変数および関数

領域、ロール、リソース ポリシでシステム変数を使用する

システム変数を使用して、ユーザー領域属性、ロール設定、リソース ポリシを定義することが

できます。このようにシステム変数を使用することにより、LDAP 属性やユーザーが利用できる

他の情報に動的に基づいて、特定のパラメータを柔軟に設定することができます。

変数を指定するときには、<user> および <time> のように、標準の変数構文 <variable> を使

用してください。変数に属性を追加するときには、<userAttr.SourceIP> および <group.sales>

のように、<variable.attribute> 構文を使用してください。

以下のユーザー ロールの設定で、Secure Access はシステム変数の使用を許可します。

• Web ブックマーク － ブックマークされたリソース（実際の URL）

• Windows/NFS ファイル ブックマーク － ファイル リソース（サーバー、共有、あるいはパ

ス）

• Telnet/SSH － ホスト名

• JSAM － Exchange Server、カスタム クライアント サーバーのホスト名

• WSAM － ホスト名および IP/ネットマスク

• ターミナルサービス － アプリケーション ホスト

• UI オプション\カスタム Welcome テキスト － グリーティング メッセージには任意のシス

テム変数を含めることができます。
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Web ページ、telnet、ファイル、SAM の ACL では、<USER> 代入変数が使用できます。ネット

ワークコネクト ACL では変数を使用できません。

関連項目 962ページのカスタム式で使用される要素•

• 965ページのワイルドカード一致

• 966ページの識別名変数および関数

• 966ページのシステム変数およびその例

多値属性の使用

多値属性（2 つまたはそれ以上の値を含んでいる属性）により、ユーザーのブックマーク ペー

ジ上に、複数の個別ブックマークに展開するリソースを、容易に定義することができます。

たとえば、ユーザーの LDAP ディレクトリに多値属性の HomeShares:

\\Srv1\Sales;\\Srv2\Marketing が含まれていると仮定します。HomeShares 多値属性

\\<userAttr.HomeShares> を使用して Windows ファイル共有リソース定義を設定すると、以下

の 2 つのブックマークが表示されます。

• \\Srv1\Sales

• \\Srv2\Marketing

ここで、ユーザーの LDAP ディレクトリに、HomeFolders: Folder1;Folder2;Folder3 として定

義される、第 2 の多値属性が含まれていると仮定します。多値属性

\\<userAttr.HomeShares>\<userAttr.HomeFolders> を両方使用して Windows ファイル共有リ

ソースを設定すると、次の 6 つのブックマークが表示されます。

• \\Srv1\Sales\Folder1

• \\Srv1\Sales\Folder2

• \\Srv1\Sales\Folder3

• \\Srv2\Marketing\Folder1

• \\Srv2\Marketing\Folder2

• \\Srv2\Marketing\Folder3

この機能に対する唯一の例外は、変数に明示的な区切り文字列が含まれている場合です。この

場合、ユーザーのブックマーク ページに表示されるのは、複数のリソースを含んだ 1 つのブッ

クマークだけです。

区切り文字列の指定は、構文 sep='string' を使用した変数定義で行います。ここで、文字列

は使用する区切り文字と等しくなります。たとえば、セミコロンを区切り文字として指定する

場合には、構文 <variable.Attr sep=';'> を使用します。

多値属性の処理用に次の構文を使用します。<variable> は、<userAttr.name> または

<CertAttr.name> など、セッション変数を指していることに注意してください。
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• <variable[Index]> — さまざまな方法でインデックスを指定します。たとえば、与えられた

インデックスの値の合計数が 5 であり、全範囲の値を指定したい場合、<variable[ALL]> を

使用します。4 番目の値だけを指定したい場合には、<variable[4]> を使用します。

• <variable> は、<variable[ALL]> と同じです。

• <variable> は、<variable[ALL]> と同じです。

• <variable sep='str'> および <variable[All] sep='str'> － これらの値の定義は、値間の

区切り文字列で拡張されたトークンすべてをもつ、単一の文字列値を常に指しています。

注: 変数名にはスペースを含めることはできません。

ブックマーク名で多値属性を指定する

多値属性を使用する他の一般的なケースとしては、ブックマーク名に変数を含める場合、また、

URL あるいはファイル サーバー/共有フィールドに変数を含める場合があります。

たとえば、前回のように、ユーザーの LDAP ディレクトリに多値属性の HomeShares:

\\Srv1\Sales;\\Srv2\Marketing が含まれていると仮定します。HomeShares 多値属性

\\<userAttr.HomeShares> を使用して Windows ファイル共有リソース定義を設定し、同じ属性

をブックマーク名フィールド <userAttr.HomeShares> に使用すると、Secure Access は以下の

2 つのブックマークを作成します。

• Srv1\Sales ブックマークが \\Srv1\Sales をポイントする

• Srv2\Marketing ブックマークが \\Srv2\Marketing をポイントする

これによって、以下の状態が生じることはありません。

• Srv1\Sales ブックマークが \\Srv1\Sales をポイントする

• Srv1\Marketing ブックマークが \\Srv1\Marketing をポイントする（エラー）

• Srv2\Sales ブックマークが \\Srv1\Sales をポイントする（エラー）

• Srv2\Marketing ブックマークが \\Srv2\Marketing をポイントする

領域のフェッチ属性を指定する

ユーザー ロールおよびリソース ポリシでパラメータ化されたさまざまな設定のサポートを促

進するために、さらに「フェッチ属性」を指定することができます。Secure Access は、ユー

ザーがログインするときにフェッチ属性を保存します。これにより、パラメータ化されたロー

ルまたはリソース ポリシ定義でフェッチ属性を使用することができます。

Secure Access は、ユーザーの認証または承認 LDAP サーバーに対し、サーバー カタログに現

在保存されている属性をすべて引き出します。したがって、まず LDAP サーバー カタログの

ロールあるいはリソース ポリシ定義で使用されている LDAP ユーザーの属性を、追加してくだ

さい。

ユーザーがログインするときに、Secure Access はロール マッピング規則で参照されている

ユーザー属性と、サーバー カタログで参照されている追加の属性を取得して、これらすべての
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値を保存します。すべてのユーザー属性は 1 つの LDAP クエリで検索されるため、パフォーマ

ンスに大幅に負荷をかけることはありません。

注: IP/ネットマスクやホスト名などで変数を代用する場合、セッションの値は、特

定のアプリケーション定義で必要とされるデータの種類に正しく変換されます。

LDAP に homeDirectory 属性を指定する

ユーザーの LDAP ホーム ディレクトリに自動的にマップするブックマークを作成することがで

きます。これには、LDAP の属性 homeDirectory を使用します。認証サーバーとして LDAP サー

バー インスタンスを指定する領域を設定する必要があります。また、ロール マッピング規則

と LDAP homeDirectory 属性を指すブックマークを設定する必要があります。
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