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本書の目的

本書は、以下の製品を導入するために必要な設定方法について説明しています。

・ Systemwalker Desktop Keeper V14g(14.0.0)

本書は、Windows版を対象としています。

 

本書の読者

本書は、Systemwalker Desktop Keeperを使用して情報漏洩対策システムを構築/運用する方を対象に書かれています。

また、本書を読むためには、以下の知識が必要です。

・ パーソナルコンピュータに関する一般的な知識

・ Microsoft® Windowsに関する一般的な知識

・ インターネットに関する一般的な知識

・ Microsoft® SQL Serverに関する一般的な知識(V12から移行を行う場合)

・ Citrix XenAppTMに関する一般的な知識(Citrix XenApp監視機能を使用する場合)

 

本書の構成

本書は、1章～5章から構成されています。

第1章 設計

Systemwalker Desktop Keeperの設計に必要な運用形態について説明します。

第2章 導入

Systemwalker Desktop Keeperの導入手順について説明します。

第3章 保守

Systemwalker Desktop Keeperの保守について説明します。

第4章 バージョンアップ

Systemwalker Desktop Keeperの旧版からSystemwalker Desktop Keeper V14.0.0にバージョンアップする方法について説明します。

第5章 アンインストール

Systemwalker Desktop Keeperのアンインストールについて説明します。

 

本書の位置づけ

Systemwalker Desktop Keeperのマニュアルにおける本書の位置づけは、以下のとおりです。

マニュアル名称 内容

Systemwalker Desktop Keeper 解説

書

Systemwalker Desktop Keeperの概要および動作環境について説明

します。

Systemwalker Desktop Keeper 導入

ガイド(本書)
Systemwalker Desktop Keeperの導入設定および保守/管理方法につ

いて説明します。

Systemwalker Desktop Keeper 運用

ガイド 管理者編

Systemwalker Desktop Keeperの運用方法について説明します。
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マニュアル名称 内容

Systemwalker Desktop Keeper 運用

ガイド クライアント編(注)
Systemwalker Desktop Keeperの持出しユーティリティの機能概要や

操作方法について説明します。

Systemwalker Desktop Keeper リファ

レンスマニュアル

Systemwalker Desktop Keeperで使用するコマンド、ファイル、メッセー

ジ、およびポート番号について説明します。

注) Systemwalker Desktop Keeper 運用ガイド クライアント編は、持出しユーティリティのヘルプから参照できます。

Systemwalker技術情報ホームページでは、 新のマニュアルやトラブルシューティングガイド、Systemwalkerの使用方法などを公開し

ています。 初に、Systemwalker技術情報ホームページを参照することをお勧めします。

URL：http://systemwalker.fujitsu.com/jp/man/

ユーザー名：DTK_V14g

パスワード：green

 

本書の表記について

本書では、説明のために、以下に示す名称、記号および略称を使用しています。

コマンドで使用する記号について

コマンドで使用している記号について以下に説明します。

記号の意味

記 号 意 味

［ ］ この記号で囲まれた項目を省略できることを示します。

｜
この記号を区切りとして並べられた項目の中から、どれか1つを選択することを示

します。

マニュアルの記号について

マニュアルでは以下の記号を使用しています。

 注意

特に注意が必要な事項を説明しています。

 ポイント

知っておくと便利な情報を説明しています。

略称について

本書では、以下のように製品表示名を略して表記しています。

製品表示名 略称

Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V12.0L10 BEV12.0L10

Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V12.0L20 BEV12.0L20

Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V13.0.0 BEV13.0.0

Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V13.2.0 BEV13.2.0

Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V13.3.0 BEV13.3.0
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製品表示名 略称

Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V12.0L20 SEV12.0L20

Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V13.0.0 SEV13.0.0

Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V13.2.0、
Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V13.2.1

SEV13.2.0

Systemwalker Desktop Keeper Standard Edition V13.3.0 SEV13.3.0

本書では、以下のようにオペレーティングシステム名を略して表記しています。

オペレーティングシステム名 略称

Microsoft® Windows Server® 2008, Standard Edition、
Microsoft® Windows Server® 2008, Enterprise Edition、
Microsoft® Windows Server® 2008, Standard x64 Edition、
Microsoft® Windows Server® 2008, Enterprise x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-VTM

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-VTM

Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition

Windows Server® 2003

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system、

Microsoft® Windows® 2000 Server operating system、

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system

Windows® 2000

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0、
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0

Windows NT®

Microsoft® Windows® XP Professional、
Microsoft® Windows® XP Home Edition

Windows® XP

Microsoft® Windows Vista® Home Basic、
Microsoft® Windows Vista® Home Premium、

Microsoft® Windows Vista® Business、
Microsoft® Windows Vista® Enterprise、
Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Windows Vista®

Microsoft® Windows® Millennium Edition Windows® ME

Microsoft® Windows® 98 Second Edition Windows® 98

Microsoft® Windows® 95 operating system Windows® 95

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition、
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition、
Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system、

Microsoft® Windows® 2000 Server operating system、

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0、
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0、
Microsoft® Windows® XP Professional、
Microsoft® Windows® XP Home Edition、
Microsoft® Windows Vista® Home Basic、

Windows
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オペレーティングシステム名 略称

Microsoft® Windows Vista® Home Premium、

Microsoft® Windows Vista® Business、
Microsoft® Windows Vista® Enterprise、
Microsoft® Windows Vista® Ultimate、
Microsoft® Windows® Millennium Edition、
Microsoft® Windows® 98 Second Edition

 

オペレーティングシステム固有の操作について

本書では、オペレーティングシステム固有の操作(ローカルエリア接続の操作など)については、代表例として、Windows Server® 2003
での場合を記述しています。

Windows Server® 2003以外での操作については、各オペレーティングシステムの操作方法に従ってください。

 

輸出管理規制について

当社ドキュメントには、外国為替および外国貿易管理法に基づく特定技術が含まれていることがあります。特定技術が含まれている場

合は、当該ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。

 

商標について

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista、およびWindows Serverまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名

は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Citrix、Xen、Citrix XenApp、Citrix XenServerおよびCitrix Presentation Serverは、Citrix Systems, Inc.の米国あるいはその他の国にお

ける登録商標または商標です。

その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

平成21年 8月

改版履歴

平成21年  8月  初版

Copyright 2005 - 2009 FUJITSU LIMITED
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第1章 設計

本章では、Systemwalker Desktop Keeperの設計について説明します。

1.1 導入に関する留意事項

Systemwalker Desktop Keeperを導入する場合の留意事項を示します。

なお、各機能に関する留意事項は“Systemwalker Desktop Keeper 運用ガイド 管理者編”に記載されています。あわせて参照してくだ

さい。

 
ネットワーク環境

・ 以下のプロトコルで通信可能であることが条件です。また、回線交換式(ダイヤルアップ)の環境には適用できません。

－ [管理サーバ/統合管理サーバ]－[管理サーバ/統合管理サーバ]間:HTTP

－ [管理サーバ/統合管理サーバ]－[管理コンソール]間:HTTP

－ [管理サーバ/統合管理サーバ]－[クライアント(CT)]間:TCP/IPソケット通信

－ [管理サーバ/統合管理サーバ]－[ログアナライザサーバ]間:TCP/IPソケット通信

－ [管理サーバ/統合管理サーバ]－[Webコンソール]間:HTTP

－ [ログアナライザサーバ]－[レポート出力ツール]間:TCP/IPソケット通信

・ [管理サーバ/統合管理サーバ]－[クライアント(CT)]間、または[管理サーバ/統合管理サーバ]－[管理サーバ/統合管理サーバ]間
で、ファイアウォールなどで通信パケットが制限される場合、クライアント(CT)から通信が可能な位置にサーバを配置する必要があ

ります。この場合、通信が可能なドメインの範囲での閉じられた運用となり、独立し連携しないシステムが複数個稼働します。

・ VLANを使用することによってセグメント間で通信が制限される場合も、通信可能な範囲でサーバを設置する運用となるので、

Systemwalker Desktop Keeperサーバが複数必要となる場合があります。

・ 以下の通信を行う場合、ポート137番～139番、および445番を開ける必要があります。

プリンタサーバ経由の印刷における印刷ログを取得しない場合は、このポートを開放する必要はありません。

－ 統合管理サーバ－管理サーバ間の通信

－ 統合管理サーバ－クライアント(CT)間の通信

－ 管理サーバ－クライアント(CT)間の通信

・ サーバとクライアント(CT)間が、NAT(Network Address Translation)で構成されている環境では利用できません。

・ VPN接続で管理サーバ/統合管理サーバとCTを接続した場合、メール送信ログが採取できないなど、Systemwalker Desktop Keeper
の動作に影響を及ぼす可能性があります。このような環境で運用する場合は、事前に動作確認をお願いします。

・ IPv6では動作しません。IPv4が動作する環境で使用してください。

・ ログアナライザサーバでファイアウォールを使用する場合、ログアナライザサーバが使用するポートを開けてください。ログアナライ

ザサーバが使用するポート番号は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号とサービス”を参照して

ください。

 
インストーラ

・ UNICODE文字使用時の注意

WindowsへのログオンIDがUNICODE固有文字を含むユーザーIDの場合、すべてのインストーラはインストール中にエラーが発

生してインストールが中断することがあります。
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・ 以下のOSにおいてWindowsファイアウォールを有効と設定している場合、製品をインストールすると、製品で使用するポート番号

をファイアウォールの「例外」として登録してポートを開放します。

－ Windows Vista®

－ Windows® XP

－ Windows Server® 2003

－ Windows Server® 2008

 
管理サーバ/統合管理サーバ

・ 管理サーバ/統合管理サーバのシステム時間を大きく変更しないでください。変更した場合、管理サーバ・統合管理サーバが正常

に動作しないことがあります。

システム時間を大きく変更した場合は、管理サーバ/統合管理サーバを再起動してください。

・ サーバ設定ツールでのログオン情報、およびActive Directory連携実行情報がイベントログ(アプリケーション)に出力されます。

 
ログアナライザサーバ

・ 集計の結果、対象の件数分のログデータ量が2GBを超えた場合や、空きディスク容量が不足した場合には、集計処理や結果表

示あるいはレポート出力が正常に動作しなかったり、エラーとなることがあります。

・ 文字データについて

ログアナライザサーバで設定する文字列(インストールパスやフォルダパス、ユーザーID/パスワードなど)に、SJIS以外の文字(JIS2004
を含めて、SJISに対応コードを持たないUNICODE文字など)を使用しないでください。また、ログアナライザユーザー(Windowsに
ログオンするWindowsアカウント)にも、SJIS以外の文字を使用しないでください。

SJIS以外の文字を入力した場合、他の文字に変換される、またはエラーが発生するなど、正常に動作しません。

ただし、ログアナライザ（Webコンソール）における[目的別集計]画面の[キーワード]欄、および[設定管理]画面の[絞込条件設定]
のキーワード欄については、JIS2004を含むUNICODE文字を入力しても問題ありません。

 
管理コンソール

・ 3階層のシステム構成において、管理サーバ/統合管理サーバそれぞれに管理コンソールを設置した場合は、複数の管理コンソー

ルからポリシーの設定が行われたとき、 後に設定したポリシーがクライアント(CT)に反映されます。

 
Citrix XenApp監視機能

・ Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバ/統合管理サーバとCitrix XenApp Serverは、別サーバに構築してください。

・ Citrix XenApp Serverのアカウント管理は、Active Directoryで行ってください。

・ Citrix XenApp Serverの動作OSが以下の場合、Systemwalker Desktop Keeperは、Citrix XenApp クライアントの操作を監視できま

せん。

－ Microsoft® Windows Server 2003, Standard x64 Edition

－ Microsoft® Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

・ Citrix XenApp クライアントの動作OSが、Systemwalker Desktop Keeperクライアントの動作OS以外の場合、Citrix XenApp監視機

能により、操作ログは採取されますが、内容の保証はしません。

・ Citrix XenApp監視機能はリモート資料採取に対応していません。
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クライアント(CT)

・ デバイスに対する書き込みを制限するフィルタドライバ制御、フック制御(INSTANT COPYなどの製品導入時)など、Systemwalker
Desktop Keeperの制御と類似した制御をしているアプリケーションが同居している場合の動作は保証しません。

フック制御とは:

特定のインタフェースを介して伝送されるデータの中から必要なものを横取りして参照したり、何らかの加工をしたあと、元の処

理の流れに戻すような制御のことをフック制御といいます。

・ クライアント(CT)をインストールしたままOSのアップグレードを行うと、クライアント(CT)が正常に動作しなくなります。(例:Windows® XP
からWindows Vista®にOSのアップグレードを行う)
OSのアップグレードを行う場合は、クライアント(CT)をアンインストールしたあとに、OSのアップグレードを行い、再度クライアント(CT)
をインストールしてください。再インストール時に、以前と同じCTに紐付けて登録するためには、サーバ設定ツールのシステム設定

画面でCT登録時の同一CT判断条件として「OS種別」を「使用しない」に変更してください。

・ 新規CD/DVDデバイスを初めて接続した場合は、一度再起動してください。再起動しない場合は、新規に接続したCD/DVDデバ

イスが正常に使用できない場合があります。

・ CD/DVDへの持出し禁止を設定しているポリシーでDVD-ROM（DVD-Video)を再生する場合、DVD再生ソフトによっては正常に

再生できない場合があります。この場合は、一時的にCD/DVDへの持出し禁止を解除するか、Windows Media Playerなど他のDVD
再生ソフトで再生してください。

・ Juniper社の「Netscreen Remote」とは、共存できません。この場合、「Netscreen Remote」のVirtual Adapter機能をアンインストール

することで動作可能となります。

また、VPNソフトウェア（Netscreen Remoteなど）と同居する場合は通信ができない場合があります。

・ キャプチャ製品と混在した場合、互いの機能が正常に動作しない可能性があります。

・ ウイルスバスター2007以降が導入されているマシンにクライアント（CT)をインストールした場合、ウイルスバスター2007以降の「ネッ

トワーク接続環境が変わりました」というダイアログが出力される場合がありますが、問題はありません。

・ クライアント(CT)のOSがWindows Vista®またはWindows Server 2008®でUACで権限昇格を許可し操作を続行した場合、以下の

ログが採取できません。

－ ネットワークプリンタへの印刷ログ

－ ネットワークドライブの構成変更ログ

・ TCPlinkを導入している環境で、PrintScreenキーを押下すると、ネットワークプリンタに2枚印刷される場合があります。

この場合は、そのネットワークプリンタを[Lan Manager プリンタポート] ではなく[Standard TCP/IPポート]に設定してください。

・ Windows Vista® (Service Pack なし)でIntel社製のLANアダプタを使用している環境で、LANアダプタの「受信スケーリング」機能

を使用している場合は、メール送信ができない場合があります。Windows Vista®のService Pack 1以降を適用してください。

 
シャットダウンまたは再起動する場合

管理サーバ/統合管理サーバで、シャットダウンまたは再起動する場合は、必ず以下の手順で行ってください。

 注意

サーバの確実な停止方法について

データベースに格納される前のクライアント(CT)のログが失われることを防止するため、必ず以下の手順を実行してください。

1. [スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。

2. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順を行っ

てください。
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3. 管理サーバ/統合管理サーバで、Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから[停止]
を選択します。なお、停止するまでに30秒から1分程度かかる場合があります。

－ SWLevelControlService

－ SWServerService

4. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

5. 管理サーバ/統合管理サーバを、シャットダウンまたは再起動します。

 
リモート操作の制限について

以下に該当する環境の場合、Windowsの「リモートデスクトップ接続」など、Windowsターミナルサービス経由のリモートからの操作は

できません。

・ Systemwalker Desktop Keeper V13.0.0/V13.2.0/V13.2.1から移行コマンドでバージョンアップした時

・ 以下のデータベース製品が導入されている環境

－ Windows版 Symfoware Server Enterprise Edition V8.0

－ Windows版 Symfoware Server Enterprise Edition V7.0

－ Windows版 Symfoware Server Enterprise Edition V6.0

・ Systemwalker Desktop Keeperとデータベースを共有する以下の製品のV13.2以前の製品がSystemwalker Desktop Keeperの導入

より先に導入されている環境

－ Systemwalker Centric Manager

－ Systemwalker Desktop Patrol

－ Systemwalker Desktop Rights Master

 
システムバックアップを行う場合

管理サーバ/統合管理サーバ/ログアナライザサーバでシステムバックアップを行うソフトウェアを使用してシステムのバックアップを行う

場合、以下の点に注意が必要です。

・ 管理サーバ/統合管理サーバ/ログアナライザサーバのインストール時にシステムドライブ以外のドライブをインストールするドライブ

に指定しても、システムドライブ上にも一部Systemwalker Desktop Keeperのプログラムが導入されます。

このため、バックアップおよびリストア時には、システムディスクとインストール時に指定したドライブの両方を対象としてください。

・ バックアップ時はサービスを停止する必要があります。必ず以下の手順でバックアップを行ってください。

1. [スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。

2. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順を

行ってください。

3. 管理サーバ/統合管理サーバ/ログアナライザサーバで、Windowsのサービス画面を表示し、以下の順に各サービスを選択

して、[操作]メニューから[停止]を選択します。なお、停止するまでに30秒から1分程度かかる場合があります。

(管理サーバ/統合管理サーバの場合)

a. SWLevelControlService

b. SWServerService

c. SymfoWARE RDB SWDTK

(ログアナライザサーバの場合)

a. SymfoWARE RDB SWDTLA

b. Interstage Navigator Serverサービス
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4. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

5. システムバックアップが完了したら停止したサービスを以下の順で起動してください。

(ログアナライザサーバの場合)

a. Interstage Navigator Serverサービス

b. SymfoWARE RDB SWDTLA

(管理サーバ/統合管理サーバの場合)

a. SymfoWARE RDB SWDTK

b. SWServerService

c. SWLevelControlService

1.2 運用形態を決定する

管理するクライアントの規模、使用する機能、構成情報の取り込み方法、管理者の配置など、様々な要素により、いくつかの運用方法

があります。ここでは、運用方法を決定するにあたり、設計に必要な要素、およびそれらをどのように組み合わせることができるのかを

説明します

1.2.1 システム構成を決定する

Systemwalker Desktop Keeperを使用した場合の、推奨するシステム構成を説明します。

Systemwalker Desktop Keeperのシステム構成の全体イメージは以下のとおりです。
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ここでは、管理サーバ、統合管理サーバ、およびログアナライザサーバの設置の基準について説明します。ログ分析機能、レポート出

力機能を使用する場合は、管理サーバ/統合管理サーバ、ログアナライザサーバそれぞれの設置基準を総合的に判断して構成を決

定してください。

 
管理サーバ設置の基準

管理するクライアント(CT)の台数、およびファイル操作ログ採取の有無により、何台の管理サーバが必要かを検討します。

1台の管理サーバに接続できるクライアント(CT)は 大2000台です。目安は以下のとおりです。

【ファイル操作ログを採取する場合】

・ 500台(1日あたり1000ログを想定)を目安としてください。

【ファイル操作ログを採取しない場合】

・ ソフトウェア開発用端末またはヘルプデスク・オペレータ端末などの、比較的ウィンドウの起動/切り替えが多く発生する端末を対象

とする場合、1000台(1日あたり600ログを想定)を目安としてください。

・ OA処理用端末または事務処理用端末などの、一般事務用の端末を対象とする場合、2000台(1日あたり300ログを想定)以内にし

てください。

 
管理サーバの増設および統合管理サーバの設置

1台の管理サーバに接続するクライアント(CT)の数が、目安の台数を超えた場合は、管理サーバを増設し、各管理サーバ配下にクライアント

(CT)を均等に振り分けるのが理想です。そして、統合管理サーバを1台設置します。
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 ポイント

部署ごとにクライアント(CT)グループ作成する

クライアント(CT)グループの作成については、企業の部署ごとにグループを作成する方法が、クライアント(CT)の管理において便利で

す。

        

ただし、クライアント(CT)グループは、複数の管理サーバに跨がった作成はできません。クライアント(CT)グループは、1つの管理サー

バで管理されているクライアント(CT)に対して作成してください。

 
ログアナライザサーバの設置

ログ分析機能、レポート出力機能を使用する場合に、何台のログアナライザサーバを設置するかを検討します。

ログアナライザサーバの設置台数を検討する場合、以下の3つの観点で検討が必要です。

・ 組織構成

Systemwalker Desktop Keeperのログ分析、レポート出力は、ログアナライザサーバ単位に行います。

ある特定の部署（会社）が複数のログアナライザサーバで構成されていた場合に、その部署（会社）全体の集計や、その部署（会

社）全体を一つのレポートにまとめることができません。

このため、組織構成を考慮して集計単位・レポートのとりまとめ単位を検討し、ログアナライザサーバを設置することが必要です。
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・ 集計条件

ログを分析・集計するために、ログアナライザサーバ単位に、“絞込条件”、“除外条件”を設定します。

“絞込条件”では、ログ集計のキーワードなどを設定します。“除外条件”は、集計対象外とするPCを設定します。

このため、部署によって条件がまったく異なるような場合に、ログアナライザサーバを同じにすると、条件の範囲が広がりすぎること

となり、分析の精度が低くなるおそれがあります。ある程度条件が近い部署単位にログアナライザサーバを設置することが必要で

す。

なお、どのような条件にすべきかについては、“1.2.7 ログアナライザの分析条件を決定する”を参照してください。

・ ログの量

分析・集計を行うログの量が多すぎる場合に、集計処理に時間がかかったり、エラーが発生する場合があります。

ログアナライザサーバ一台が分析対象とするログ量は 大で1億8000万件程度(CT台数が500台あり、一台のPCで1日1000ログを

採取し、1年間保管する量）を目安としてください。また一日に移入するログ量は 大で50万件程度を目安としてください。

この目安を超える場合には、ログアナライザサーバの増設を検討してください。

また、上記要因の検討のほか、管理サーバ/統合管理サーバとの関係を考慮する必要があります。

ログアナライザサーバは、管理サーバ/統合管理サーバが導入されているコンピュータに導入できます。また、管理サーバ/統合管理

サーバとは別のコンピュータに導入することもできます。

複数の管理サーバ/統合管理サーバのログ情報を1台のログアナライザサーバで集計・分析することはできますが、1台の管理サーバ/
統合管理サーバのログ情報を複数のログアナライザサーバに分散させて、集計・分析することはできません。

また、ログアナライザサーバと管理サーバ/統合管理サーバとの間で、ネットワーク共有フォルダを設定できる環境である必要がありま

す。共有フォルダは、ログアナライザサーバ上に作成します。

この共有フォルダを使って、管理サーバ/統合管理サーバからログアナライザサーバに以下の情報が転送されます。

・ 管理サーバ/統合管理サーバで採取された操作ログ

・ 管理者情報

転送スケジュールは個々に指定できますが、業務の停止している深夜などに実行することを推奨します。ログの転送は一日一回まで

となります。一日に複数回ログ転送を行うことはできません。

管理サーバ/統合管理サーバとログアナライザサーバのシステム構成は以下の3パターンがあります。

【1台の管理サーバに対してログアナライザサーバを設置する場合】

1台の管理サーバで運用する場合、その管理サーバ上にログアナライザサーバを配置してください。ただし、ハードウェアの要件等

を満たさない場合は、別サーバとしても問題ありません。

【複数の管理サーバに対してログアナライザサーバを設置する場合】

複数の管理サーバ/統合管理サーバで運用する場合、クライアント(CT)台数とログアナライザサーバ上のログ保存期間を基準とし

てをログアナライザを増設する必要があります。

1台のログアナライザサーバの設置基準は以下のとおりです。（CT1台のログ量を1日1000ログとして算出しています）

ログ保存期間 ログアナライザサーバで管理する

CT台数

平均管理サーバ台数

(統合管理サーバを含む)（注）

2カ月 3000台 6台
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ログ保存期間 ログアナライザサーバで管理する

CT台数

平均管理サーバ台数

(統合管理サーバを含む)（注）

3カ月 2000台 4台

6カ月 1000台 2台

12カ月（1年） 500台 1台

注）1管理サーバあたり500台のCTを管理しているものとして算出しています。

ログ保存期間2カ月、統合管理サーバ1台、管理サーバ5台（各サーバ平均CT台数500台）の構成例は以下のとおりです。

1.2.2 管理者の構成を決定する

Systemwalker Desktop Keeper管理者の形態およびその役割について説明します。

管理者は、以下の2つの形態があります。

システム管理者

本製品で定義されるシステム管理者とは、クライアント操作の禁止や操作ログの採取などのポリシーを定義・管理する、システム全

体のセキュリティの管理者として位置づけられます。システム管理者は、ポリシー設定のほか、システム全体のクライアント(CT)情報

やユーザー情報、またログ情報を参照することができます。

部門管理者

部門管理者とは、システム管理者とは異なり、特定の部門配下に対してのみ権限を持つ管理者です。部門管理者は目的に応じ必

要な権限だけが与えられており、権限のない他部署の情報を参照・操作することはできません。部門管理者はCTグループおよび

ユーザーグループ毎に設定することができます。

システム管理者がシステム全体の状態を把握することは、大きな負担になります。

そこで、システム管理者は部門管理者を設定し、その部門については、部門管理者に情報を管理する権限を委譲することで、シス

テム管理者自身の負荷を軽減することができます。

部門管理者の配置設定は、運用開始後でも可能です。部門管理者が使用できる機能の詳細は、“管理者種別ごとの使用可能な

機能”を参照してください。

- 9 -



 
システム管理者による集中管理(部門管理者を配置しない運用)

システム管理者がすべてのポリシー設定やログの参照を行う形態です。すべてのクライアント(CT)、すべてのユーザーのポリシー設定

やログの参照が可能です。またすべての機能を使用することができます。

 
複数の管理者による分散管理（部門管理者を配置する運用）

部門毎に部門管理者を設定し、部門内でも、ポリシーの設定やログの参照を行う形態です。自部門内のポリシーの変更や、ログの参

照が可能ですので、内部統制としての管理が容易となります。

システム管理者は、ルート配下にあるシステム全体のセキュリティを管理することができますが、部門管理者は特定の部門に対しての

み権限をもちます。例えば、上記イメージ図で示すように、部門管理者Aさんは、”営業部”に対して、ポリシーを定義したりログを参照

したりできますが、”開発部”に対してポリシーを定義したりログを参照したりすることはできません。
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主に部門管理者が使用できる機能は以下のとおりです。各操作画面における、さらに詳細な機能範囲については、“管理者種別ごと

の使用可能な機能”を参照してください。

・ 部門管理者と設定されているCTグループでの以下の機能

－ クライアント(CT)の管理情報の参照

－ クライアント(CT)の移動（部門管理グループ内）、削除

－ CTポリシーの参照、変更

－ CTグループの作成、移動（部門管理グループ内）、および削除

－ ログの検索、参照

－ ログのCSV出力、付帯データの参照、および保存（制限することも可能）

・ 部門管理者と設定されているユーザーグループでの以下の機能

－ ユーザー情報の追加、参照、および変更、

－ ユーザー情報の移動（部門管理グループ内）、削除、

－ ユーザーポリシーの参照、変更、

－ ユーザーグループの作成、移動（部門管理グループ内）、および削除

 
管理者種別ごとの使用可能な機能

Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソール、ログビューアにおける管理者モードと部門管理モードでの機能の差異について説明

します。

管理コンソールでの機能の差異

管理コンソールでのシステム管理者と部門管理者の機能の差異について説明します。

区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

メニュー

バー

[ファイル]

[CT/CTグループ検索] ○ ▲   

[CTグループ作成] ○ ▲ *5

[CTグループ削除] ○ ▲ *5

[CTグループ部門管理者設定] ○ ×   

[CT情報CSV出力] ○ ▲ *2

[CTグループ部門管理者情報CSV取り込み] ○ × *1

[CTグループ部門管理者情報CSV出力] ○ × *2

[リモート資料採取] ○ ×   

[CTデバッグトレース] ○ ○   

[配下CTのIPアドレス出力] ○ ○   

[パスワード変更] ○ ○   

[表示]

[端末情報参照/設定] ○ ▲   

[サービス一覧取得/制御] ○ ▲   

[プロセス一覧取得/制御] ○ ▲   

[ツリー設定]

[ツリー 新表示] ○ ▲   

[ツリー全展開] ○ ○   

[ツリー全縮小] ○ ○   

- 11 -



区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

[空のグループは表示しない] ○ ○   

[CTグループ構成反映] ○ ▲   

[サーバ表示] ○ ○ *3

[リスト設定] [CTリスト表示列設定] ○ ○   

[動作設定]

[端末初期設定] ○ ×   

[端末動作設定] ○ ×   

[USBデバイス登録] ○ ○ *6

[起動時の 新情報取得] ○ ○   

[デバッグトレース] ○ ×   

[管理コンソールトレース] ○ ○   

[ユーザー設

定]
[ユーザーポリシー設定]

○ ▲

  

[他システム連

携]

[Systemwalker
Desktop Patrol連携]

[構成反映取り込み] ○ × *1, *4

[構成反映出力] ○ × *2, *4

[CTリスト]画面

[ポリシーコピー] ○ ▲   

[ポリシー貼り付け] ○ ▲   

[CT削除] ○ ▲ *5

[リモート資料採取] ○ ×   

[CTデバッグトレース] ○ ○   

[ポリシー一覧]画面

[CTグループポリシー設定] ○ ▲   

[CTポリシー設定] ○ ▲   

[ポリシー 新表示] ○ ▲   

[次回起動時に反映する] ○ ▲   

[即時更新を行う] ○ ▲   

ドラッグ＆ドロップ操作
[CTグループの移動] ○ ▲ *5

[CTの移動] ○ ▲ *5

凡例: ○=機能制限なし、×=使用不可、▲=部門管理者の管理範囲で使用可能

      *1: CSVファイルの取り込み権必要

      *2: CSVファイル保存権必要

      *3: Active Directory連携時、サーバ表示は常に表示される設定となる(変更不可)
      *4: Active Directory連携時は、使用不可

      *5: Active Directory連携時は、Localグループ内なら使用可能

      *6: USBデバイス登録/更新/削除権必要

【ユーザーポリシー画面】

区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

メニュー

バー
[ファイル]

[ユーザー/ユーザーグループ検索] ○ ▲   

[ユーザーグループ作成] ○ ▲ *5

[ユーザーグループ削除] ○ ▲ *5
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区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

[ユーザーグループ部門管理者設定] ○ ×   

[ユーザーグループ部門管理者情報CSV取り

込み] ○ ×
*1, *5

[ユーザーグループ部門管理者情報CSV出

力] ○ ×
*2

[ツリー設定]

[ツリー 新表示] ○ ○   

[ツリー全展開] ○ ○   

[ツリー全縮小] ○ ○   

[空のグループは表示しない] ○ ○   

[ユーザーグループ構成反映] ○ ○   

[CSV連携]
[ユーザー情報CSV取り込み] ○ ▲ *1, *5

[ユーザー情報CSV出力] ○ ▲ *2

[ユーザー一覧]画面

[ポリシーコピー] ○ ▲   

[ポリシー貼り付け] ○ ▲   

[ユーザー削除] ○ ▲ *5

[ユーザー属性]画面

[新しいユーザーの入力] ○ ▲ *5

[ユーザー情報更新]

○ ▲

AD連携項

目は変更

不可

[ユーザーポリシー一覧]画面

[グループポリシーを適用] ○ ▲   

[ユーザポリシー非適用] ○ ▲   

[端末初期設定値を設定] ○ ▲   

ドラッグ＆ドロップ操作
[ユーザーグループの移動] ○ ▲ *5

[ユーザーの移動] ○ ▲ *5

凡例: ○=機能制限なし、×=使用不可、▲=部門管理者の管理範囲で使用可能

      *1: CSVファイルの取り込み権必要

      *2: CSVファイル保存権必要

      *5: Active Directory連携時は、Localグループ内なら使用可能

ログビューアでの機能の差異

ログビューアでのシステム管理者と部門管理者の機能の差異について説明します。

区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

[CT操作ログ]/[設定変更ログ]画面

共通 *3
部門選択 ○ ▲   

検索条件 ○ ▲

ログ一覧 ○ ▲   

表示項目設定 ○ ○   

CT/CTグループ検索 ○ ▲   

CSV出力 ○ ▲ *2

[CT操作ログ]画面 ファイル追跡 ○ ▲   
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区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

付帯情報参照/保存 ○ ▲ *1

凡例: ○=機能制限なし、×=使用不可、▲=部門管理者の管理範囲で使用可能

      *1=[付帯]情報参照時や、［ファイル保存］実行時は、“付帯データ参照/保存権”必要

      *2=“CSVファイル保存権”必要

      *3=[設定変更ログ]画面参照時は、“設定変更ログ画面参照権”必要

ログアナライザでの機能の差異

ログアナライザでのシステム管理者と部門管理者の機能の差異について説明します。

区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

[情報漏洩予防診断]画面 情報漏洩予防診断 ○ × *1

ランキング ○ × *1

グラフ表示 ○ × *1

[目的別集計]画面 結果一覧(集計結果) ○ × *1

結果一覧(詳細結果) ○ × *1

CSVファイル ○ × *1

[ランキング設定]画面 ランキング表示の設定 ○ × *1

[絞込条件設定]画面 絞込条件の登録/追加/削除 ○ × *1

[除外条件設定]画面 除外条件の設定 ○ × *1

[動作設定]画面 違反、エコ監査の設定 ○ × *1

[サーバ設定]画面 ログアナライザサーバの選択 ○ × *1

凡例: ○=機能制限なし、×=使用不可、▲=部門管理者の管理範囲で使用可能

      *1=3階層システムの場合は、統合管理サーバのシステム管理者のみ使用可能

レポート出力ツールでの機能の差異

レポート出力ツールでのシステム管理者と部門管理者の機能の差異について説明します。

区分 機能
システム

管理者
部門管理者 備考

[総合分析]レポート 総合分析レポートの出力 ○ ▲

[情報漏洩分析]レポート 情報漏洩分析レポートの出力 ○ ▲

[端末利用分析]レポート 端末利用分析レポートの出力 ○ ▲

[違反操作分析]レポート 違反操作分析レポートの出力 ○ ▲

[印刷量監査]レポート 印刷量監査レポートの出力 ○ ▲

凡例: ○=機能制限なし、×=使用不可、▲=部門管理者の管理範囲で使用可能

1.2.3 構成情報の作成方法を決定する

Systemwalker Desktop Keeperにおいて、管理の対象となる構成情報について説明します。

構成情報とは、以下の3つの情報で構成されます。

・ 組織情報
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・ ユーザー情報

・ CT情報(コンピュータ情報)

初期導入時において、構成情報を作成する方法として、以下の3つの方法があります。設計時に以下のどの方法で作成するかを決定

してください。

・ Active Directoryと連携する

・ Systemwalker Desktop Patrolと連携する

・ 管理コンソール画面で入力する

それぞれの方法でツリーを作成した場合のイメージは以下のとおりです。

 
  Active Directory連携実行時のツリーイメージ

Active Directory連携で構成情報を取り込むと、取り込まれた情報は、ドメイングループ配下に入ります。Active Directoryで管理されて

いない組織構造、ユーザー情報、コンピュータ情報は、Localグループで管理されます。

【全組織情報を取り込む場合】
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【一部組織情報を取り込み、取り込まない組織をLocal運用する場合】

ドメイン：  Active Directory連携して管理するグループです。

Local： Active Directory連携しないで管理するグループです。

 
Systemwalker Desktop Patrol連携、および管理コンソール作成の場合
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1.2.3.1 Active Directoryと連携する

組織構造、ユーザー情報、コンピュータ情報を管理しているActive Directoryのサーバと連携し、各情報をSystemwalker Desktop Keeper
に取り込みます。

Active Directoryの組織構造やユーザー情報、コンピュータ情報を元に、CTグループツリー、ユーザーIDやユーザーグループツリー

を自動作成しますので、Systemwalker Desktop Keeper導入時の作業や、組織変更時の作業が軽減できます。

また、Active Directoryで組織構造、ユーザー情報、コンピュータ情報を一元管理するため、Systemwalker Desktop Keeperのシステム

管理者は組織変更や人事異動などが発生しても、Active Directoryから情報を取り込むだけで構成情報を再構築する必要がありませ

ん。

Active Directory連携機能を使用することで、以下のことが実現できます。

機能 機能説明

CTグループツリーの

自動作成

Active Directoryの「組織構造(OU)」情報から、Systemwalker Desktop KeeperのCTグループツリー

を自動作成することができます。

クライアント(CT)の所

属CTグループへの自

動登録

Active Directoryの「コンピュータ」と所属している「組織構造(OU)」情報から、クライアント(CT)を
自動的に所属するCTグループツリー上に登録することができます。Active Directory連携で連携

しない「コンテナ」等に「コンピュータ」が所属しているクライアント(CT)は、Local上に登録します。

ユーザー情報の自動

作成とユーザーグ

ループツリーの自動作

成

Active Directoryの「ユーザー」情報と所属している「組織構造(OU)」情報から、Systemwalker
Desktop KeeperのユーザーIDと、ユーザーグループツリーを自動作成することができます。Active
Directory連携で連携しない「コンテナ」等に「ユーザー」が所属している場合は、その「ユーザー」

のユーザーIDは作成されません。

Active Directoryとの連携を行うかどうかは、Systemwalker Desktop Keeperの導入時に設定します。なお、Active Directoryとの連携す

る情報については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“DTKADCON.EXE(Active Directoryとの連携)”を参照

してください。

Active Directory連携を実施すると、以下のような構成情報が取り込まれます。
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Active Directory連携で運用しても、Localに同じ名前のユーザーIDが存在する場合は、Localのユーザーポリシーが適用されます。

ただし、以下のOSはドメインに参加する機能がないため、Active Directory連携を行っても、Localで管理されます。

・ Microsoft® Windows® XP Home Edition

・ Microsoft® Windows Vista® Home Basic

・ Microsoft® Windows Vista® Home Premium

 ポイント

Active Directoryと連携しない部署は、Localで管理できます

Active Directoryと連携し自動作成されたCTグループツリーやユーザーグループツリーおよび、クライアント(CT)の所属グループ,ユー

ザー情報の所属グループはSystemwalker Desktop Keeper側では変更できませんが、Systemwalker Desktop Keeper側で新規にlocal上に

CTグループやユーザーグループ、ユーザー情報を作成することは可能です。このActive Directoryと連携していないCTグループや

ユーザーグループ、ユーザー情報は、ドメイン認証ではなくLocal認証時に適用され、再度、Active Directoryとの連携を行っても、削

除、変更されることはありません。

 
連携方法

Active Directoryの情報を取り込む方法は以下の方法があります。

「サーバ設定ツール」で取り込む

Active Directory連携機能を使用して運用を開始したあとに、サーバ設定ツール画面よりActive Directoryサーバで変更された新た

な運用管理情報を取り込みます。

組織変更により、人やPCが移動した場合、組織の新設がある場合、削除された組織がある場合など、必要に応じて連携し、情報を

更新します。

連携の実行は、サーバ設定ツールの[設定]メニューから[Active Directory連携実施]を選択します。詳細は、“Systemwalker Desktop
Keeper 運用ガイド 管理者編”の“Active Directoryから情報を取り込む”を参照してください。

- 18 -



「Active Directory連携コマンド」で取り込む

Active Directory連携機能を使用して運用を開始したあとに、「Active Directory連携コマンド」の実行により、Active Directoryサー

バで変更された新たな運用管理情報を取り込みます。

タスクスケジューラなどに、「Active Directory連携コマンド」を登録し、定期的にActive Directory連携を実施して構成情報を更新し

ます。構成情報の変更の有無を意識することなく、常に 新の情報を維持できます。

Active Directory連携コマンドの詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“DTKADCON.EXE(Active
Directoryとの連携)”を参照してください。

 
CT情報(コンピュータ情報)のみ外部データから取り込む

Active Directoryでの階層構成で管理している情報はユーザー情報だけで、コンピュータ情報は階層管理していない運用の場合があ

ります。

このような場合に、Active Directoryで保持しているユーザー情報とCT情報(コンピュータ情報)を関連づけるリスト(CSV形式)を作成し

取り込むことでCT情報(コンピュータ情報)の階層構成を構築することができます。

取り込み方法の詳細は、“2.2.5.2 システム設定を行う”を参照してください。

 
連携のしくみ

管理サーバが3階層の場合には、ユーザーポリシー（ユーザー情報）は、統合管理サーバで一元管理されます。このため、Active Directory
連携を行う運用の場合は管理コンソールは統合管理サーバに接続する必要があります。（管理サーバに接続した場合は統合管理サー

バの設定値で上書きされます）

管理コンソールでActive Directoryと連携して得たグループ構成や、ユーザーの情報については、移動、登録、更新、および削除はで

きません。 ただし、備考や一部のデータ項目についてのみ変更を行うことができます。

3階層のシステムの場合、CT情報は管理サーバごと、ユーザー情報は統合管理サーバで一括に取り込みを実施します。

1.2.3.2 Systemwalker Desktop Patrolと連携する

Systemwalker DesktopPatrolが保持しているCTグループおよびクライアント(CT)の構成情報をCSVファイルの形式で、Systemwalker
Desktop Keeperに取り込むことができます。

ただし、Active Directory連携を行っている場合には、Systemwalker Desktop Patrolとの構成情報連携はできません。

連携できるSystemwalker Desktop Patrol製品の詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“関連ソフトウェア”を参照してくだ

さい。
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連携方法

「Systemwalker Desktop Patrol構成情報取り込みコマンド」で取り込む

「Systemwalker Desktop Patrol構成情報取り込みコマンド」の実行により、Systemwalker Desktop Patrolから出力された構成情報を

取り込みます。

タスクスケジューラなどに、「Systemwalker Desktop Patrol構成情報取り込みコマンド」を登録し、定期的にSystemwalker Desktop Patrol
の構成情報を取り込みます。構成情報の変更の有無を意識することなく、常に 新の情報を維持できます。

Systemwalker Desktop Patrol構成情報取り込みコマンドの詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”

の“DTKIMPDP.EXE（Systemwalker Desktop Patrol構成情報取り込み）”を参照してください。

1.2.3.3 管理コンソール画面で入力する

構成情報は、管理コンソール画面で一から構築することができます。組織情報およびユーザー情報については、それぞれ画面上で

作成してください。

クライアント(CT)情報については、ルートの下に自動的に登録されるため、所属組織に移動させることで作成することができます。ただ

し、Active Directory連携を行っている場合は、ルート直下ではなく、Localグループ直下に登録されます。

1.2.4 ユーザーポリシー管理方法を決定する

Active Directory連携を行わない場合でも、ユーザーポリシー（ユーザー情報）を統合管理サーバで一元管理できます。ユーザーポリシー

（ユーザー情報）を一元管理する場合は、管理コンソールは、必ず統合管理サーバに接続してください。

ユーザー情報の一元管理は、3階層のシステム構成で実現できます。

3階層でのシステム構成の場合、ユーザーポリシーおよび、ユーザー情報を統合管理サーバで一元管理するか、各管理サーバで管

理するかを決定する必要があります。（Active Directoryと連携する場合は自動的に統合管理サーバで一元管理する設定となります）

それぞれの管理方法の特徴は以下の通りです

設定 特徴

統合管理サーバで一元管

理

・ 新規のユーザー情報の登録やユーザーポリシーの設定作業を各管理サーバで行う必要

がないため、運用が容易となります。

・ すべての管理サーバでユーザーポリシーが同じ設定となるため、管理サーバ毎に設定を

変更することができません。

・ 統合管理サーバとの通信ができない場合、管理サーバは統合管理サーバの 新のCT
ポリシー、ユーザーポリシー、ユーザー情報を使用することができません。このため、管理

サーバが保持しているポリシーが適用されます。また、統合管理サーバと通信ができない

状態で、管理サーバで設定した情報は、統合管理サーバとの通信が再開した時点で、統

合管理サーバでの設定値に戻ります。

各管理サーバで管理 ・ 各管理サーバで設定が変更できます。

・ 新規のユーザー情報の登録やユーザーポリシーの設定作業を各管理サーバで行う必要

があり、運用が煩雑となります。

ユーザーポリシーの管理方法は、Systemwalker Desktop Keeperの導入時に設定します。
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統合管理サーバで一元管理

 
各管理サーバで管理

 注意

運用開始後にユーザーポリシーを一元管理に変更する場合の注意点について

Systemwalker Desktop Keeperの運用開始後に統合管理サーバで一元管理する設定に変更することは可能です。

各管理サーバで設定した情報を統合管理サーバに移行する機能（ユーザー定義移行コマンド）を用意していますが、各管理サーバ

で、同階層で同名のユーザーグループが存在する場合、一元化後、ユーザーグループツリー上で同名のグループが作成されます。

このため、移行後、ユーザーの移動等、ユーザーグループの削除等の整理を行う必要があります。

1.2.5 クライアント(CT)導入方法を決定する

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント（CT）の導入方法には、以下の3とおりの方法があります。

・ 単体インストールによる導入

・ マスタPCを使用した導入

・ Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能を使用した導入

展開するクライアントの数や、Systemwalker Desktop Patrolの導入の有無などを考慮して導入方法を決定してください。
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単体インストールによる導入

Systemwalker Desktop Keeperのセットアップディスクを使用して、以下の2つの方法により各PC一台ずつインストールします。

・ ウィザード形式によるインストール

・ サイレントインストール

 
マスタPCを使用した導入

マスタとなるPCにクライアント(CT)をインストールし、マスタイメージを作成し、インストールする全てのPCにマスタイメージを展開します。

 
Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能を使用した導入

Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能を利用して、Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を管理対象マシン

に配付し、インストールできます。
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1.2.6 ログの運用方法を決定する

ここでは、ログの運用方法について、設計時に検討しておくべきことについて説明します。

 
管理サーバ/統合管理サーバでの検討項目

Systemwalker Desktop Keeperを運用し、ログを収集し続けると、保存領域が足りなくなります。このため、管理サーバ/統合管理サーバ

上のログを定期的に退避しデータベース領域を削除していくことにより、データベース領域を枯渇させることなく、安定した運用を行う

ことができます。

管理サーバ/統合管理サーバで決定しておく項目は以下の3点です。

・ データベース容量

・ ログの退避方法・削除方法

・ 付帯データの退避方法

データベースの容量を決定する

以下の情報を設計時に検討し、データベース構築時の容量試算の要素を決定してください。

－ 管理するCTの台数

－ ファイル操作ログ件数

－ ファイル操作以外のログ件数

－ 保存月数

特に、保存月数については、ログの退避や削除の期間と連動する情報になりますので、常にどれだけの期間のログを参照するか

の決定が必要です。

ログの退避方法・削除方法を決定する

ログの退避／削除は、GUI、およびコマンドによるタスク実行などにより行います。定常的な運用を行う場合は、退避コマンドを実行

するバッチを作成し、定期的に実行するようにしてください。GUI、コマンド、およびバッチ作成例は“3.1.2 ユーザー資産を退避す

る”を参照してください。

ログの退避の考え方

ログの退避するタイミングは、以下の2つの考え方があります。

－ 保存期間を過ぎたログを退避し、退避したログを削除する
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－ 直近のログを退避し、保存期間を過ぎたログを削除する

データベース容量はログ量が一時的に多くなる場合を想定して、保存月数に余裕をもって構築しておく必要があります。

付帯データの退避方法を決定する

付帯データはデータベースには保存されていません。またバックアップツールでの退避対象でもないため、設定によってはサーバ

(又はクライアント(CT))に画面キャプチャデータ、原本保管データが大量に蓄積され、ディスク容量が枯渇する可能性があります。

このため上記のログ運用とは別に、定期的な容量確認とバックアップおよび削除を行ってください。

付帯データである画面キャプチャデータ、原本保管データの格納先フォルダの構成は、以下のとおりです。付帯データの格納先

については、“2.2.5.7 保存先フォルダを設定する”を参照してください。

【構成】

    付帯データの格納先フォルダ

      +-日単位のフォルダ

          +-CT単位のフォルダ

【例】

 
ログアナライザサーバでの検討項目

ログアナライザサーバを構築し、ログの分析機能やレポート出力機能を使用する場合、管理サーバ/統合管理サーバが収集したログ

は、ログアナライザサーバの共有フォルダに転送されます。

共有フォルダに格納されたログは、分析・集計され、ログアナライザサーバのデータベースに格納されますが、共有フォルダ上のログ

はそのまま保持されています。

このため、ログアナライザサーバ上の共有フォルダ上に格納されたログを定期的に退避し、退避済みのログをを削除していくことによ

り、共有フォルダ領域を枯渇させることなく、安定した運用を行うことができます。

ログアナライザサーバの共有フォルダの退避方法を決定する

共有フォルダが枯渇した場合、管理サーバ/統合管理サーバからログの転送に失敗します。このため定期的に共有フォルダの容量

確認を行い、分析・集計済みのログについては退避した上で、削除を行ってください。

ログアナライザサーバの共有フォルダは以下のような構成になっています。
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なお、ログアナライザサーバでの分析・集計が完了していないログは、退避・削除できません。

転送元ログ収集日のフォルダの配下に“ログ転送完了確認用ファイル(conv_end) ”が作成されているフォルダは、ログ分析・集計が

完了し、ログアナライザサーバ上のデータベースに格納済みです。

上図の“転送コマンド実行日”フォルダ配下の“転送元管理サーバ名”フォルダに存在するすべての“転送元ログ収集日フォルダ

に“ログ転送完了確認用ファイル(conv_end) ”が作成されている場合に退避・削除できます。“転送コマンド実行日”フォルダ単位

で、退避および削除を実施してください。

1.2.7 ログアナライザの分析条件を決定する

収集したログをログアナライザサーバで分析・集計する場合、事前に設定した絞込条件および除外条件を設定します。

この条件設定が適切に行われなかった場合、分析・集計結果の精度が低くなります。このため、設計段階でどのような条件を設定す

べきかを検討し、決定しておいてください。

設定する内容は以下のとおりです。

絞込条件

以下の項目を指定して、分析条件を決定します。

－ キーワード ： ファイルまたはファイルパスに含まれる文字列(部分一致)

－ ドメイン： メールアドレスに含まれる文字列(後方一致)

－ URL ： URLに含まれる文字列(部分一致)

－ アプリケーション： 拡張子を除く実行ファイル名(完全一致)

除外条件

以下のようなPCを集計の対象外とするために、除外条件を決定します。

－ 業務上の重要なファイルへのアクセスが必要なPC

－ 日常的に大量のファイルアクセスを行うPC

より精度の高い分析を行うためには、以下の考慮が必要です。

・ 絞込条件は、ログアナライザサーバごとに設定します。このため、複数の部署が対象となる場合に、ある特定の部署に限定される

キーワードが多く設定されるとその部署以外の分析が妥当でなくなる可能性があります。

キーワードは、できるだけ共通のキーワードを抽出し、部門に閉じたキーワードを細かく設定しないように配慮してください。
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または、同じ機密情報を扱う部署を一つのログアナライザサーバで管理できるような構成にしてください。構成の観点について

は、“1.2.1 システム構成を決定する”の“ログアナライザサーバの設置”も参照してください。

・ 除外条件は、上述のような例外PCを見極めておくことが重要です。集計結果の精度が低くなるような特別なPCはできるだけ集計

対象とならないよう検討してください。

1.2.8 ポート番号を確認する

Systemwalker Desktop Keeperで使用するポート番号が問題なく使用できるかを設計段階で確認してください。

Systemwalker Desktop Keeperで使用するポート番号は“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号とサー

ビス”を参照し、確認してください。

Systemwalker Desktop Keeperで使用するポート番号がすでにシステムで使用されている場合は、ポート番号の変更を行ってください。

また、Systemwalker Desktop Keeperでは、Webブラウザを使用して管理を行います。IISを利用して管理するため、IISのポート番号を

「80」に設定してください。

ポート番号「80」がすでにシステムで使用されている場合、ポート番号の変更を行ってください。

ポート番号の変更方法については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号とサービス”を参照してくだ

さい。
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第2章 導入

本章では、Systemwalker Desktop Keeperの導入方法について説明します。

2.1 導入手順

Systemwalker Desktop Keeperの導入手順について説明します。

ログ分析機能、レポート出力機能を使用しない場合

Systemwalker Desktop Keeperの基本構成（ログアナライザサーバなし）での導入手順は以下のとおりです。

ログ分析機能、レポート出力機能を使用する場合

ログアナライザサーバを構築し、ログ分析機能およびレポート出力機能を使用する場合は、上記の手順に加え、以下の手順が必

要です。

なお、下記手順は、クライアント(CT)を展開する前に行っても問題ありません。
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管理サーバ/統合管理サーバにクライアント(CT)をインストールする場合

管理サーバ/統合管理サーバにクライアント(CT)をインストールする手順は以下のとおりです。

1. 管理サーバ/統合管理サーバのインストール

2. クライアント(CT)のインストール

必ず管理サーバ/統合管理サーバを先にインストールしてください。逆の場合は管理サーバ/統合管理サーバがインストールできませ

ん。

接続するサーバについて

管理サーバ/統合管理サーバにクライアント(CT)をインストールする場合、そのCTは自サーバの管理サーバ/統合管理サーバにし

か登録できません(下図を参照してください)。
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2.2 管理サーバ/統合管理サーバを構築する

Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバおよび統合管理サーバのインストール、および環境構築について説明します。

2.2.1 IISのインストールと設定

Systemwalker Desktop Keeperでは、Webブラウザを使用してログを参照や分析を行います。IISを利用して管理するため、管理サー

バ/統合管理サーバをインストールする前に、IISのインストールが必要です。

また、Windows Server® 2008の場合は、管理サーバ/統合管理サーバをインストールする前に、IISに以下の設定を行っておく必要が

あります。

 
■ Windows Server® 2008(IIS 7.0)の場合

Windows Server® 2008の場合、事前にISAPI拡張の導入を行う必要があります。

ISAPI拡張の導入手順は以下のとおりです。

IISを新規インストールする場合のISAPI拡張の導入手順

1. [スタート]メニューから[管理ツール]-[サーバー マネージャ]を選択します。

2. 「サーバー マネージャ」画面が表示されますので、[役割の追加]をクリックしてください。
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3. 「役割の追加ウィザード」の「開始する前に」画面が表示されますので、[次へ]をクリックしてください。

4. 「役割の追加ウィザード」の「サーバーの役割の選択」画面が表示されますので、[Webサーバー(IIS)]をチェックし、[次へ]を
クリックしてください。
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5. 「役割の追加ウィザード」の「Webサーバー(IIS)」画面が表示されますので、[次へ]をクリックしてください。

6. 「役割の追加ウィザード」の「役割サービスの選択」画面が表示されますので、以下の項目をチェックし、[次へ]をクリックして

ください。

- [アプリケーション開発]-[ISAPI拡張]

- [管理ツール]-[IIS6管理互換]

なお、以下の項目がチェックされていない場合は、チェックしてください。

- [HTTP基本機能]-[静的なコンテンツ]

- [HTTP基本機能]-[既定のドキュメント]

- [HTTP基本機能]-[ディレクトリの参照]
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- [HTTP基本機能]-[HTTPエラー]
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7. 「役割の追加ウィザード」の「インストールオプションの確認」画面が表示されますので、[インストール]をクリックしてください。

8. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックし終了してください。

IISがインストールされている場合のISAPI拡張の導入手順

1. [スタート]メニューから[管理ツール]-[ サーバー マネージャ]を選択します。

2. 「サーバー マネージャ」画面が表示されますので、ツリービューで、[役割]-[Webサーバー(IIS)]を選択します。
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3. 「Webサーバー(IIS)」画面表示されますので、[役割サービスの追加]をクリックしてください。

4. 「役割サービスの追加」の「役割サービスの選択」画面が表示されますので、以下の項目がチェックされていない場合はチェッ

クし、[次へ]をクリックしてください。

- [アプリケーション開発]-[ISAPI拡張]

- [管理ツール]-[IIS6管理互換]

なお、以下の項目がチェックされていない場合は、チェックしてください。

- [HTTP基本機能]-[静的なコンテンツ]

- [HTTP基本機能]-[既定のドキュメント]

- [HTTP基本機能]-[ディレクトリの参照]
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- [HTTP基本機能]-[HTTPエラー]
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5. 「インストールオプションの確認」画面が表示されますので、[インストール]をクリックしてください。

6. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックし終了してください。

2.2.2 管理サーバ/統合管理サーバをインストールする

Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバおよび統合管理サーバを、新規にインストールする方法について説明します。

旧版の管理サーバ/統合管理サーバがインストールされた状態で、V14.0.0の管理サーバ・統合管理サーバをインストールする場合

は“第4章 バージョンアップ”を参照してください。

 
インストール前の確認事項

・ “Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照して、データベース関連ファイルのインストール先に指定するドライ

ブが必要なディスク容量が確保できるかを確認してください。

・ “Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照して、“混在運用できない製品”を確認してください。

・ “Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号を確認してください。

管理サーバ/統合管理サーバのインストール手順は、以下のとおりです。なお、動作環境については“Systemwalker Desktop Keeper
解説書”を参照してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「管理サーバ インストール」を選択してください。
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上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Systemwalker Desktop Keeper サーバ セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

4. サーバ機能の「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

 注意

圧縮や暗号の対象外にしてください

サーバ機能のインストール先フォルダや下記のデータベース関連ファイルのインストール先フォルダを圧縮または暗号化の対象

とした場合、プログラム動作に影響がでる可能性がありますので、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

5. データベース関連ファイルの「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

データベース関連ファイルのインストールフォルダのパス長は10バイトまでです。空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチ

バイト文字は指定できません。また、以下のドライブは指定できません。

－ ドライブのルート (C:¥、D:¥等)

－ ネットワークドライブ

－ フォーマット形式がNTFS以外のドライブ

すでにSymfowareデータベースシステムがインストール済みの場合は、バンドルされているSymfoware Serverはインストールされ

ません。データベース関連ファイルのインストール先を指定しても、Symfowareデータベースシステムのインストール先は変わり

ません。

6. 「IISホームディレクトリ設定」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

必ず［規定のWebサイト］のホームディレクトリを指定してください
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7. 「パスワードの入力」画面が表示されますので、サーバ管理ツールの初期管理者パスワードを設定して、[次へ]ボタンをクリックし

てください。

なお、ここで設定するパスワードは、サーバ設定ツール、バックアップツール、リストアツールにおける初期管理者(SecureAdmin)
のパスワードです。入力内容の条件は以下のとおりです。

－ 半角で32文字までの英数字および以下の記号以外が入力できます。

－ 入力できない記号は、「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」です。

－ 全角および半角の空白は入力できません。

－ 半角のカナは入力できません。

 注意

パスワードを忘れないでください

サーバ管理ツールの初期管理者パスワードは忘れないようにしてください。パスワードがわからなくなると運用環境の構築ができ

ないため、管理サーバをアンインストールして再度インストールすることになります。

8. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。

インストールを開始する場合は、［インストール］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を確認もしくは変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。

 注意

ここでは再起動はおこなわないでください

インストール中、以下の画面が表示される場合がありますが、再起動せずにそのまま管理サーバのインストールを続行してくださ

い。

      

なお、誤って再起動を実行した場合は、管理サーバのインストールが中断していますので、再度インストールを実行する必要が

あります。

9. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

なお、既にSymfoware Serverがインストールされている場合は再起動の選択指示はありませんので、そのまま[完了]ボタンをク

リックした後、手動でシステムを再起動してください。

管理サーバのインストールを行った後は、管理サーバを動作させるためのデータベース環境の作成が必要です。引き続き、“2.2.3 デー

タベースを構築する”を参照し、データベースの構築作業を実行してください。

2.2.3 データベースを構築する

Systemwalker Desktop Keeper 管理サーバ/統合管理サーバのデータベースを、新規に構築する方法について説明します。

旧版で使用していたデータベースの情報をそのままV14.0.0でも使用する場合は、“第4章 バージョンアップ”を参照してください。
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データベースに格納されるデータは自動的には削除されません。定期的にデータのバックアップと削除を行う必要があります。

また、データベースが枯渇することを未然に防ぐため、データベース領域枯渇時の通知設定を行ってください。データベース領域枯

渇時の通知設定については、“2.2.5.6 管理者通知を設定する”を参照してください。

 注意

データベースを構築する場合、以下の制限・注意があります

【データベース作成先の圧縮・暗号化について】

データベースを構築するドライブやフォルダは、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

【データベース作成時のユーザーについて】

Windowsへのログオンユーザー名は、Administrator権限を持つ18文字以内の先頭が英字で始まる英数字を指定してください。

データベース環境を構築した時のWindowsログオンユーザーは削除しないでください。データベース環境を削除、データベース環

境の移行および管理情報やログデータのリストアには、データベース環境を構築した時に使用したWindowsログオンユーザーが

必要です。

【イベントビューアの設定について】

事前にイベントビューア（アプリケーションログ）の 大ログサイズ、 大になったときの動作の設定を確認し、新規のイベントログが

問題なく記録されるようにしてください。イベントログが記録されない状態ではデータベースの構築作業が中断する場合があります。

 
データベース構築前の確認事項

管理サーバ/統合管理サーバでは以下のポートをデータベースアクセス時に使用します。

・ 10011番

すでに上記ポート番号が使用されている場合は、データベースを構築する前に“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュ

アル”の“ポート番号一覧”を参照し、Systemwalker Desktop Keeperの環境を変更してください。

 
データベース構築時間の目安について

作成するデータベースの容量により、データベース構築に時間がかかります。作成時間の目安は以下のとおりです。

・ データベース容量が約250GBの場合（Xeon、2.0GHz、メモリ2GB、RAID5構成）

DB構築時間：約15時間

※サーバ性能、RAID構成によってはこれ以上時間がかかる場合があります。

Systemwalker Desktop Keeper 管理サーバ/統合管理サーバのデータベースを構築する手順は、以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

ユーザー名には条件がありますので、上記注意事項を参照してください。

2. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[運用環境保守ウィザード(環境構築・削除)]を選択

します。
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3. 「運用環境保守ウィザード（環境構築・削除）へようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

4. 「処理の選択」画面が表示されますので、[実施する処理]と[構築オプション]を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

項目名 説明

[実施する処理] 実施する処理を選択します。ここでは、“運用環境の構築”を選択してください。

・ 運用環境の構築

・ 運用環境の削除

[構築オプション] 実施するサーバの種別を選択します。

・ 統合管理サーバ

・ 管理サーバ

5. 「データベース情報の入力」画面が表示されます。（以下の画面例は統合管理サーバとして構築した場合です。）

［データベース作成先］および[データベース容量の試算]を設定して、[容量試算]ボタンをクリックしてください。

［容量］に表示された［データベース容量］と［ディスク空き容量］を確認し、［ディスク空き容量］が不足している場合は、［データ

ベース作成先］を変更してください。また、[データベース容量の試算]は必要に応じて加算できます。［データベース容量］に直

接設定しなおしてください。

［データベース作成先］と[データベース容量の試算]が確定したら、[次へ]ボタンをクリックしてください。
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項目名 説明

[データベース作成先] データベースの作成先を入力します。初期値は、“C:¥DTK
¥SFWD”です。表示されている作成先から変更する場合は、［参

照］ボタンをクリックし、フォルダを変更してください。

ネットワーク上のフォルダやフォーマット形式がNTFS以外のファイ

ルシステムを指定することはできません。

データベース作成先のフォルダ名として指定できる文字数は、32バ
イトまでです。空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文

字は指定できません。

[データベース容量

の試算]
[全体のCT台数] 統合管理サーバで管理するCTの総台数を1～50000の範囲で入力

します。

管理サーバを選択している場合は、入力できません。

[このサーバで管理

するCT台数] (必須)
このサーバで管理するCT台数を1～2000の範囲で入力します。

[ファイル操作ログ件

数]
ファイル操作のログ件数を1～99999の範囲で入力します。

[ファイル操作以外

のログ件数](必須)
ファイル操作以外のログ件数を1～99999の範囲で入力します。

[保存月数] 保存月数を1～12の範囲で選択します。

 注意

ここでの保存月数は、容量資産のためだけに使用する目安です

データベース構築時の[保存月数]は、容量計算のために指定する

値であり、保存期間を超えた場合も、そのまま保存されます。（保存

期間を超えたログ情報は、自動的にバックップ/削除されません）

[容量] [データベース容量]

(必須)

［データベース容量の試算］の各項目を設定し、［容量試算］ボタン

をクリックしたときに、試算値が表示されます。

データベース作成先のディスク空き容量が十分にあり、試算値より

大きい容量で作成したい場合は、ディスク空き容量の範囲内で本

項目を再設定してください。

[ディスク空き容量] 作成先ディスクの空き容量が表示されます。
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6. 「設定内容の確認」画面が表示されますので、画面に表示されている内容に誤りがないか確認し、[次へ]ボタンをクリックしてくだ

さい。

「処理の実行」画面が表示され、データベースの作成を開始します。

7. 処理が正常に完了すると、「処理完了」画面が表示されますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

2.2.4 IISの設定

Systemwalker Desktop Keeperでは、Webブラウザを使用して管理を行うため、WebサーバとしてIISを利用します。

管理サーバ/統合管理サーバのインストール後、IISの設定を行う必要があります。

 
■ Windows® 2000の場合

Windows® 2000の場合、IISの設定は自動で行われますので、操作は必要ありません。

 
■ Windows Server® 2003の場合

Windows Server® 2003の場合、設定手順は以下の2とおりの方法があります。どちらかの手順に従ってIISの設定を行ってください。

・ 設定方法－1【通常のセキュリティレベルで運用する場合】

簡単に設定する方法ですが、Systemwaker Desktop Keeper以外のISAPI拡張プログラムも動作許可とするため、手順2と較べると

セキュリティ的には脆弱な設定となります。

・ 設定方法－2【セキュリティレベルを高くして運用する場合】

設定は複雑ですが、Systemwalker Desktop KeeperのISAPI拡張プログラムのみを動作許可とするため、手順1と較べるとより安全

な設定となります。

設定方法－1【通常のセキュリティレベルで運用する場合】

本手順はIIS6.0の実行例です。

1. [スタート]メニューから、[プログラム]-[管理ツール]-[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]を選択します。

→[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]画面が表示されます。
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2. ツリービューで、[PC名]-[Webサービス拡張]を選択します。 
→[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]画面内に、[Webサービス拡張]が表示されます。

3. 以下の情報を設定します。 
[すべての不明なISAPI拡張]を選択し、[許可]ボタンをクリックします。

4. ツリービューで、[PC名]-[アプリケーションプール]-[DefaultAppPool]を選択し、右クリックで[プロパティ]を選択します。

→[DefaultAppPoolのプロパティ]画面が表示されます。

5. [パフォーマンス]タブを選択し、[アイドルなワーカープロセスの解放までの待ち時間(分)]のチェックを外します。

6. [適用]ボタンをクリックするか、[OK]ボタンをクリックして終了します。

7. [インターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ]画面を閉じて完了します。

設定方法－2【セキュリティレベルを高くして運用する場合】
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本手順はIIS6.0の実行例です。

1. [スタート]メニューから、[プログラム]-[管理ツール]-[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]を選択します。 
→[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]画面が表示されます。

2. ツリービューで、[PC名]-[Webサービス拡張]を選択します。 
→[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]画面内に、[Webサービス拡張]が表示されます。

3. [新しいWebサービス拡張を追加]をクリックします。 
→[新しいWebサービス拡張]画面が表示されます。

4. [拡張名]に“DTK”を入力します。
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5. [追加]ボタンをクリックします。

→[ファイルの追加]画面が表示されます。

6. [参照]ボタンをクリックし、[ファイルを開く]画面で以下のファイルを選択して、[開く]ボタンをクリックします。

[IISのインストールフォルダ]¥Scripts¥DTK¥F3JM1TOP.dll

7. [OK]ボタンををクリックします。

8. 以降、同じフォルダ内([IISのインストールフォルダ]¥Scripts¥DTK)の拡張子がdllのすべてのファイルについて、“手順 5. ～ 7.”
を繰り返します。

9. すべてのファイルについて設定が完了したら、[拡張の状態を許可済みに設定する]のチェックボックスをチェックします。
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10. [OK]ボタンをクリックします。

→[Webサービス拡張]に「DTK」が作成され、[状態]が[許可]になります。

11. ツリービューで、[PC名]-[アプリケーションプール]を選択し、右クリックで[新規作成]-[アプリケーションプール]を選択します。

→[新しいアプリケーションプールの追加]画面が表示されます。

12. 「アプリケーションプールID」に「DTK」と入力します。

13. [OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

→ツリービューの[PC名]-[アプリケーションプール]配下に[DTK]が作成されます。

14. ツリービューの[PC名]-[アプリケーションプール]-[ DTK]を選択し、右クリックで[プロパティ]を開きます。

→[DTKのプロパティ]画面が表示されます。

15. [パフォーマンス]タブを選択します。
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16. [アイドルなワーカープロセスの解放までの待ち時間(分)]のチェックボックスのチェックを外します。

17. [適用]ボタンをクリックするか、[OK]ボタンをクリックして画面を終了します。

18. ツリービューの[PC名]-[Webサイト]-[既定のWebサイト]-[Scripts]-[DTK]を選択し、右クリックで[プロパティ]を開きます。

→[DTKのプロパティ]画面が表示されます。

19. [作成]ボタンをクリックします。

→[アプリケーション名]が「DTK」となり、[アプリケーションプール]のプルダウンメニューが選択可能になります。
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20. [アプリケーションプール]のプルダウンメニューから、[DTK]を選択します。

→ここまでの作業で以下の画面となります。

21. [適用]ボタンをクリックするか、[OK]ボタンをクリックして画面を終了します。

22. [インターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ]画面を閉じて、完了します。

 
■ Windows Server® 2003 x64 Editionの場合

Windows Server® 2003の手順に加えて以下の作業が必要となります。

Systemwalker Desktop KeeperのWeb機能は32ビットのアプリケーションとして提供されています。このため、32ビットのワーカープロセ

スを作成するようにIISを構成する必要があります。

以下の手順を実施してください。本手順はIIS6.0の実行例です。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。

2. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。 
[名前]に“cmd”を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 
→コマンドライン画面が表示されます。

3. コマンドライン画面から、以下のコマンドを実行します。

cscript %SYSTEMDRIVE%¥Inetpub¥AdminScripts¥adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1

%SYSTEMDRIVE%：OSをインストールしているドライブ(例：C:)

初めて実行する場合には警告ダイアログが出力される場合がありますが、[OK]を選択してください。

 注意

64bit環境での注意点について

－ 本設定を行った場合、IISで64ビットのアプリケーションを利用することはできなくなります。

64ビットモードに戻す場合は、以下のように設定してください。

cscript %SYSTEMDRIVE%¥Inetpub¥AdminScripts¥adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
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－ 64bit環境では、[WEBサイトのプロパティ]-[サービス]-[プロセス分離モード]で「IIS 5.0プロセス分離モードでWWWサービス

を実行する」にチェックを付けないでください。WEBコンソールが動作しなくなります。

 
■ Windows Server® 2008 の場合

手順は以下のとおりです。本手順はIIS7.0の実行例です。

1. [スタート]メニューから、[プログラム]-[管理ツール]-[インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]を選択します。

2. [インターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ]画面の左側のツリーで、[マシン名]-[サイト]-[Default Web Site]-[Scripts]-
[DTK]を選択し、右側で[ハンドラマッピング]のアイコンをダブルクリックします。
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3. ISAPI-dllが無効になっている場合は、ISAPI-dllを右クリックして[機能のアクセス許可の編集]を選択します。

4. [機能のアクセス許可の編集]画面で、[読み取り][スクリプト][実行]のすべてにチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。
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5. マシン名をクリックしてホーム画面を表示し、[ISAPIおよびCGIの制限]アイコンをダブルクリックします。

【通常のセキュリティレベルで運用する場合】

a. [ISAPI および CGI の制限]で、右クリックして[機能設定の編集]を選択します。
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b. [ISAPIおよびCGI制限の設定の編集]画面で、[特定できないISAPIモジュールを許可する]を選択し[OK]ボタンをクリック

します。

【セキュリティレベルを高くして運用する場合】

a. [ISAPI および CGI の制限]で、右クリックして[追加]を選択します。

b. [ISAPIまたはCGIの制限の追加]画面で、「IISホームディレクトリ¥Scripts¥DTK」配下にある、拡張子がdllのすべてのファ

イルを登録します。

→[ISAPI および CGI の制限]に、登録された内容が表示されます。
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6. [インターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ]画面の左側のツリーで[マシン名]-[サイト]-[Default Web Site]-[Scripts]-
[DTK]を選択し、右クリックして[アクセス許可の編集]を選択します。

→[DTKのプロパティ]画面が表示されます。

- 53 -



7. [セキュリティ]タブを選択し、[グループ名またはユーザー名]の[Users]を選択します。

[Users のアクセス許可]に[特殊なアクセス許可]が付いていない場合は8～11の設定を行います。

8. [詳細設定]ボタンをクリックします。

→[DTKのセキュリティの詳細設定]画面が表示されます。

9. [編集]ボタンをクリックします。

→再度、[DTKのセキュリティの詳細設定]画面が表示されます。
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10. [アクセス許可エントリ]の[Users]を選択し[編集]ボタンをクリックします。

→[DTKのアクセス許可エントリ]画面が表示されます。

11. [アクセス許可]の[ファイルの作成/データの書き込み]および[フォルダの作成/データの追加]で[許可]をチェックし[OK]ボタンを

クリックします。
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12. Windows Server® 2008 x64の場合は、以下の設定も行ってください。

a. [インターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ]画面の左側のツリーで[マシン名]-[アプリケーションプール]を選

択し、右側で[DefaultAppPool]を右クリックして[詳細設定]を選択します。

b. [32ビットアプリケーションの有効化]を[True]にして[OK]ボタンをクリックします。

本設定を行った場合、IISで64ビットのアプリケーションを利用することはできなくなります。

64ビットモードに戻す場合は[False]に戻してください。

- 56 -



2.2.5 管理サーバ/統合管理サーバの環境を設定する

管理サーバ/統合管理サーバをインストールし、データベースの構築完了後、サーバの環境を構築します。サーバの環境構築には、

サーバ設定ツールを使用します。

 
サーバ設定ツールの機能

サーバ設定ツールには、以下の機能があります。

【導入時設定】

管理サーバ、統合管理サーバの初期環境構築時に設定する機能です。

－ システム設定

－ Active Directory連携設定

－ サーバ情報設定

【運用情報設定】

管理者の登録機能、および運用時に管理者に通知する内容や動作について設定する機能です。初期環境構築時に設定してくだ

さい。

－ 管理者情報設定

－ 管理者通知設定

管理者情報設定については、導入時にアクセス権が“管理コンソール・ログビューア”のユーザーは必ず登録してください。

【環境設定】

管理サーバの通信環境設定や、保守で使用する機能です。

－ 管理サーバ設定

－ トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定

トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定のうち、保存先フォルダの設定については、初期値で問題ないか必ず導入時に確認し

てください。

【ツール】

クライアント(CT)のサイレントインストール時に使用する機能です。

－ CTサイレントインストールファイル生成

CTサイレントインストールファイル生成機能は“2.5.1.2 サイレントインストールを実施する”を参照してください。

 
サーバ設定ツールの起動方法

サーバ設定ツールの起動方法は以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。
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2. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[サーバ設定ツール]を選択すると、以下の画面が

表示されます。

3. 初期管理者のアカウントでログオンします。初期管理者のアカウントは以下のとおりです。

－ ユーザーID  :SecureAdmin

－ パスワード  :管理サーバ/統合管理サーバインストール時に指定したパスワード

なお、サーバ設定ツールで登録したユーザー(管理コンソールが実行できるアクセス権が必要)でもログオンすることもできます

が、使用できる機能は“管理者通知設定”のみです。

4. [OK]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

[サーバ設定ツール]画面のメニューバーについて説明します。

メニューバー 機能概要

[ファイル] [終了] サーバ設定ツールを終了します。
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メニューバー 機能概要

[サービス]

[サービス状況確認] 接続している管理サーバ上の[階層化サービス]、[サーバサー

ビス]の動作状況を表示します。

[サービス起動] 接続している管理サーバ上の[階層化サービス]、[サーバサー

ビス]を起動します。

[サービス停止] 接続している管理サーバ上の[階層化サービス]、[サーバサー

ビス]を停止します。

[設定]

[Active Directory連携実

施]
Active Directoryとの連携処理を実行します。

[パスワード変更] 初期管理者のパスワードを変更します。

パスワードは半角の英数字と記号32文字以内で指定してくだ

さい。

使用できない記号は、「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」
です。

全角および半角の空白は入力できません。

[サーバ設

定ツールト

レース]

[しない] サーバ設定ツールのトレースを採取しません。

[概要] サーバ設定ツールのトレースを概要モードで採取します。

[詳細] サーバ設定ツールのトレースを詳細モードで採取します。

[ヘルプ]

[オンラインヘルプ] Systemwalker Desktop Keeperのオンラインマニュアルを表示

します。

[バージョン情報] 著作権情報およびバージョン情報を表示します。

サーバ設定ツールを終了する場合は、[ファイル]メニューの[終了]を選択してください。

2.2.5.1 サーバ環境設定手順

管理サーバ/統合管理サーバをインストールし、データベースの構築完了後のサーバの環境構築手順は以下のとおりです。

 注意

運用開始後に使用する場合は、サービスの停止が必要です

導入時の設定ではサービスが起動していないため、サービスを停止する必要はありませんが、運用開始後にサーバ設定ツールで設

定を行う場合は、管理サーバ、統合管理サーバのサービスを停止して行う必要があります。ただし、以下の設定を行う場合は特にサー

ビス停止の必要はありません。

・ 管理者情報設定

・ 管理者通知設定

・ CTサイレントインストールファイル生成
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サービス起動方法

管理サーバのサービス起動方法は以下のとおりです。

1. 「サーバ設定ツール」画面の[サービス]メニューから[サービス起動]を選択します。

2. サービス起動確認の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。

なお、サービスが起動できているかどうかは、「サーバ設定ツール」画面の[サービス]メニューから[サービス状態確認]を選択する

と、確認できます。

2.2.5.2 システム設定を行う

Systemwalker Desktop Keeper 管理サーバのシステム全体動作に関する設定を行います。

 注意

全管理サーバで同じ設定にしてください

3階層のシステム構成の場合は、全管理サーバで同じ設定にしてください。

システム設定の手順は以下のとおりです。
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1. サーバ設定ツールのメニューから[システム設定]ボタンをクリックします。

→以下の画面が表示されます。

［データ連携方式の設定］

項目名 説明

[Active Directory連携] Active Directoryとの連携を行うかどうかの設定を行います。

この設定は管理サーバのインストール時に指定していますので、管理

サーバのインストール時の設定から変更する場合に設定してくださ

い。

Active Directory連携を行う

Active Directoryとの連携を行う場合に選択します。この設定では

以下の情報がActive Directoryの情報から作成されますので、

Systemwalker Desktop Keeper側での設定が不要となります。

Active Directoryとの連携を行う場合でも、連携しないlocal管理と

しての情報を設定することは可能です。

－ CTグループおよびツリー情報

－ クライアント（CT）のCTグループ所属情報

－ ユーザーグループおよびツリー情報

－ ユーザー名

－ ユーザー名のユーザーグループ所属情報

Active Directory連携を行わない

Active Directoryとの連携を行わない場合に選択します。

  

“Active Directory連携を行う”を選択した場合、Systemwalker Desktop
Patrolの構成情報を取り込むことはできません。また、本製品の情報を
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項目名 説明

Systemwalker Desktop Patrolに出力することもできません。

なお、Systemwalker Desktop Keeperの運用開始後に、Active
Directoryと連携設定を変更する場合は、"Systemwalker Desktop
Keeper 運用ガイド 管理者編"の"構成情報の取り込み方を変更す

る"を参照してください。

[ユーザー作成時の状態] Active Directoryからの新規ユーザーについては、「ユーザーポリシー

非適用」状態で取り込む場合、「ユーザーポリシー非適用」のチェック

ボックスに、チェックを付けてください。

[Active Directoryに未登録

のCT/ユーザーに対する操

作]

Active Directoryに未登録のクライアント(CT)やユーザーIDの扱いの

設定を行います。（local管理されているクライアント(CT)やユーザーID
の扱い）

この設定は管理サーバのインストール時に指定していますので、管理

サーバのインストール時の設定から変更する場合に設定してくださ

い。

全部門管理者に許可する

Active Directoryに未登録のクライアント(CT)やユーザーIDをすべ

ての部門管理者が扱うことを許可する場合に選択します。

指定の部門管理者に限定する

Active Directoryに未登録のクライアント(CT)やユーザーIDを、管

理コンソールで指定した部門管理者のみ扱うことを許可する場合

に選択します。Active Directoryと連携を行わない設定の場合は、

無条件で、指定の部門管理者に限定する設定となります。

“指定の部門管理者に限定する”と指定した場合、localグループ

直下は部門管理者が設定できないため、localグループ直下のCT
やユーザーが表示されません。この場合は、システム管理者が、

部門管理者の扱えるグループにCTやユーザーを移動させてくだ

さい。

[CTの登録位置の参照] CTの位置情報をActive Directory より取得するか対応ファイルより取

得するかを設定します。

Active Directoryのコンピュータの位置に合わせる

CTの位置情報をActive Directoryから取得する場合に選択しま

す。

コンピュータ名とユーザー名の対応をファイルで指示する

CTの位置情報を「コンピュータとユーザーの対応リスト」により取得

する場合に選択します。(Active Directoryにおいて、コンピュータ

情報を階層構造にて管理していない場合に独自の関連付けが可

能になります。)
本項目を選択した場合、[参照]ボタンをクリックして、作成済みの

対応ファイル(CSV形式)を取り込んでください。指定できる絶対パ

スの長さは、半角で255文字まで入力できます。ただし、以下の記

号はファイル名として使用できません。

    使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」
対応ファイルの作成方法については、“Systemwalker Desktop
Keeper  リファレンスマニュアル”の“Active Directory連携対応ファ

イル”を参照してください。

[ユーザー情報の管理] 3階層のシステム構成の場合に、ユーザーポリシー情報を統合管理

サーバで一元管理するかどうかの設定を行います。

この設定は管理サーバのインストール時に指定していますので、管理

サーバのインストール時の設定から変更する場合に設定してくださ

い。
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項目名 説明

統合管理サーバで集中管理する(推奨)

ユーザーポリシー情報を統合管理サーバで一元管理する場合に

選択します。Active Directoryと連携を行う設定の場合は、無条件

で、一元管理する設定となります。

管理サーバごとに管理する(V13.0.0以前と互換)

各管理サーバでユーザーポリシー情報を管理する場合に選択し

ます。

[CT登録時の同一CT判断条件]

項目名 説明

[MACアドレス] クライアント(CT)の登録（再登録）時のクライアント(CT)の一致判断項

目としてコンピュータ名だけではなく、MACアドレスも使用するかどう

かの設定を行います。

使用する

MACアドレスも一致判断項目として使用する場合に選択します。

使用しない

MACアドレスは一致判断項目として使用しない場合に選択しま

す。

[所有者] クライアント(CT)の登録（再登録）時のクライアント(CT)の一致判断項

目としてコンピュータ名だけではなく、所有者の情報（OSインストール

時に指定）も使用するかどうかの設定を行います。

使用する

所有者の情報も一致判断項目として使用する場合に選択します。

使用しない

所有者の情報は一致判断項目として使用しない場合に選択しま

す。

[OS種別] クライアント(CT)の登録（再登録）時のクライアント(CT)の一致判断項

目としてコンピュータ名だけではなく、OS種別も使用するかどうかの設

定を行います。

なお、Service Packやエディション種別は一致判断条件には入りませ

ん。

使用する

OS種別も一致判断項目として使用する場合に選択します。

使用しない

OS種別は一致判断項目として使用しない場合に選択します。

2. 設定内容を確認、および必要に応じて変更し、[設定]ボタンをクリックします。

2.2.5.3 Active Directory連携の設定を行う

Active Directoryと連携を行う場合に、連携するActive Directoryサーバの情報を設定します。

Active Directory連携設定の手順は以下のとおりです。

1. サーバ設定ツールのメニューから[Active Directory連携設定]ボタンをクリックします。

→以下の画面が表示されます。
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項目名 説明

[コンピュータ名] 連携するActive Directoryのコンピュータ名を入力します。

半角で15文字まで入力できます。入力できる文字は半角英数字、半

角空白、およびハイフン“-”のみです（ただし、先頭および末尾のハイ

フン”-“は指定できません）。

コンピュータ名を省略した場合は、ドメインアドレスをもとにNetBIOS名
を取得しDBに登録されます。なお画面上は、“(自動判断)”と表示され

ます。

[ドメイン名](必須) 連携するActive Directoryのドメイン名を入力します。半角で155文字

まで入力できます。ただし、IPアドレスやNetBIOSドメイン名での入力

はできません。

指定例：desktopkeeper.domain.com

なお、連携できるActive Directoryサーバ（ドメイン）は１つだけです。

[連携実施](必須) Active Directory連携を実施するか停止するかを設定します。

実施

Active Directory連携を実施します。

停止

Active Directory連携を停止します。

Active Directory連携をスケジューラなどを使用して実施している際

に、一時的に停止する場合に使用します。

[ユーザー名](必須) Active Directoryの情報を参照するために使用する、Active Directory
に登録されたユーザー名（Active Directoryでのユーザーログオン名の

@より前）を入力します。半角で40文字まで入力できます。入力可能な

文字は、半角英数字、半角空白、および以下の記号のみです。（! # $
% & ’ ( ) - . ^ _ ` { }）

[パスワード(1回目)](追加時必須) 上記ユーザー名のパスワードを入力します。半角で32文字まで入力で

きます。入力可能な文字は、半角英数字、半角空白、および以下の記

号のみです。

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

[パスワード(再入力)](追加時必須) 誤登録を防ぐため、パスワードを再入力します。

2. 必要な設定項目を入力し、[追加]ボタンをクリックします。

- 64 -



3. [閉じる]ボタンをクリックします。

2.2.5.4 サーバ情報を設定する

初期導入時は、自サーバの情報が登録されています。3階層の場合は、関連する他サーバの情報を設定します。

サーバ情報設定の手順は以下のとおりです。

1. サーバ設定ツールのメニューから[サーバ情報設定]ボタンをクリックします。

→以下の画面が表示されます。

項目名 説明

[ノード区分] 設定するサーバのノードの区分を選択します。

自ノード

自サーバの設定の場合、選択します。

－ 2階層の管理サーバを設定する場合

－ 3階層の統合管理サーバで自サーバを設定する場合

－ 3階層の管理サーバで自サーバを設定する場合

自ノード情報は、初期状態で登録されています。更新する場合に選択して

ください。

他ノード

他サーバの設定の場合、選択します。

－ 3階層の管理サーバで統合管理サーバを設定する場合

  

3階層の統合管理サーバの場合：

  管理サーバと通信を開始した時点で他ノードの情報が自動的に登録されます

ので、他ノードの情報を設定する必要はありません。

3階層の管理サーバの場合：

  自ノードと、統合管理サーバのノードのみ登録してください。他の管理サーバ

のノードは設定しないでください。

[ノード名] 設定するサーバのノード名を入力します。半角で36文字まで入力できます。入

力できる文字は半角英数字およびハイフン“-”のみです（ただし、先頭および末
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項目名 説明

尾のハイフン”-“は指定できません）。半角英小文字は自動的に半角英大文字

に変換します。

なお、自ノードの場合自動的に設定されますが、システムから取得できなかっ

た場合は「NODE」と設定されています。この場合は必要に応じて設定し直して

ください。

[コンピュータ名] ノード区分が自ノードの場合は、自サーバのコンピュータ名を入力します。

ノード区分が他ノードの場合は、統合管理サーバのコンピュータ名を入力しま

す。

半角で15文字まで入力できます。入力できる文字は半角英数字およびハイフ

ン”-“のみです。（ただし、先頭および末尾のハイフン”-“は指定できません）

なお、自ノードの場合自動的に設定されますが、システムから取得できなかっ

た場合は「COMPUTER」と設定されています。この場合は必要に応じて設定し

直してください。

[IPアドレス] ノード区分が自ノードの場合は、自サーバのIPアドレスを入力します。

ノード区分が他ノードの場合は、統合管理サーバのIPアドレスを入力します。

なお、自ノードの場合自動的に設定されますが、システムから取得できなかっ

た場合はループバックアドレス「127.0.0.1」が設定されています。この場合は必

要に応じて設定し直してください。

[サーバ区分] サーバの区分を入力します。

rootサーバ：

上位サーバの場合に選択します。

－ 2階層の管理サーバの場合

－ 3階層の統合管理サーバの場合

下位サーバ：

下位サーバの場合に選択します。

－ 3階層の管理サーバの場合

[更新日時] サーバ情報を更新した日時が表示されます。

3階層の統合管理サーバで他ノード（管理サーバ）の更新日時は、他ノード側

（管理サーバ）で階層化サービスが起動した日時で更新されます。

3階層の管理サーバで他ノード（統合管理サーバ）の更新日時は、空白のまま

です。

[登録日時] サーバ情報を登録した日時が表示されます。

3階層の統合管理サーバで他ノード（管理サーバ）の登録日時は他ノード側（管

理サーバ）で 初に階層化サービスが起動した日時で登録されます。

2. 必要な設定項目を入力し、[追加]ボタンをクリックします。

3. [閉じる]ボタンをクリックします。

2.2.5.5 管理者情報を設定する

管理コンソール、ログビューア、ログアナライザ、レポート出力ツール、バックアップツール、リストアツールでの認証ユーザーを登録し

ます。また、部門管理モードを使用する場合は、部門管理者も登録します。導入時にはアクセス権が“管理コンソール・ログビューア”

の管理者は必ず登録してください。

ただし、3階層構成で、かつユーザーポリシー（ユーザー情報）を統合管理サーバで一元管理する場合、統合管理サーバで設定を行

えば各管理サーバで設定する必要はありません。運用開始後、自動的に各管理サーバに反映されます。

管理者情報設定の手順は以下のとおりです。
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1. サーバ設定ツールのメニューから[管理者情報設定]ボタンをクリックします。

→以下の画面が表示されます。

項目名 説明

[ユーザーID] 半角で40文字(全角で20文字)までの英数字、漢字、ひらが

な、カタカナおよび記号(以下の記号以外)が入力できます。

入力できない記号:「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」

また、全角および半角の空白は入力できません。大文字と小

文字は区別されません。

[ユーザー名] 半角で40文字(全角で20文字)までの英数字、漢字、ひらが

な、カタカナおよび記号が入力できます。

[アクセス権] 以下の権限を選択します。

参照権なし

管理コンソール、ログビューア、ログアナライザ、レポート出

力ツール、バックアップツール、バックアップコマンド、リス

トアツール、およびサーバ設定ツール(一部機能)が実行で

きないユーザー(一時的に実行権限を無くす場合に使用)

ログビューア

ログビューア、ログアナライザ、レポート出力ツールのみ実

行できるユーザー

管理コンソール・ログビューア

管理コンソール、ログビューア、ログアナライザ、レポート出

力ツール、およびサーバ設定ツール(一部の機能)が実行

できるユーザー

管理コンソール

管理コンソールとサーバ設定ツールの管理者通知設定が

実行できるユーザー

（部門管理者）ログビューア

ログビューア、レポート出力ツールのみ実行できる部門管

理ユーザー
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項目名 説明

（部門管理者）ログビューア・管理コンソール

管理コンソール、ログビューア、レポート出力ツールが実行

できる部門管理ユーザー

（部門管理者）管理コンソール

管理コンソールのみ実行できる部門管理ユーザー

バックアップ・リストア

バックアップツール、バックアップコマンド、リストアツールを

実行できるユーザー

[パスワード(1回目)] 半角で32文字までの英数字および以下の記号以外が入力で

きます。

入力できない記号:「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」

また、全角および半角の空白は入力できません。

[パスワード(再入力)] 誤登録を防ぐため、パスワードを再入力します。

[備考] 半角で256文字(全角で128文字)までの英数字、漢字、ひらが

な、カタカナおよび記号が入力できます。

[詳細権

限]
[管理コン

ソール]
[CSVファイル取り

込み]
登録するユーザーに、管理コンソールでの以下の実行権を与

える場合に指定（チェック）します。

・ ユーザーポリシーのユーザー情報取り込み

・ Systemwalker Dektop Patrol連携での構成情報取り込み

[CSVファイル保

存]
登録するユーザーに、管理コンソールでの以下の実行権を与

える場合に指定（チェック）します。

・ ユーザーポリシーのユーザー情報出力

・ Systemwalker Dektop Patrol連携での構成情報出力

[USBデバイス登

録/更新/削除]
登録するユーザーに、管理コンソールでのUSBデバイス個体

識別機能の操作権を与える場合に指定（チェック）します。

[ログビュー

ア]
[CSVファイル保

存]
登録するユーザーに、ログビューアでのログCSV出力の実行

権を与える場合に指定（チェック）します。

[付帯情報参照/保
存]

登録するユーザーに、ログビューアでの以下の実行権を与え

る場合に指定（チェック）します。

・ 画面キャプチャデータの画像表示

・ 原本保管ファイルの保存

[設定変更ログ画

面参照]
登録するユーザーに、ログビューアでの設定変更ログの参照

権を与える場合に指定（チェック）します。

[パスワード変更日時] 後にパスワードを更新した日時が表示されます。

[更新日時] ユーザー情報を更新した日時が表示されます。

[登録日時] ユーザー情報を登録した日時が表示されます。

2. 必要な設定項目を入力し、[追加]ボタンをクリックします。

連続して設定する場合は手順2を繰り返します。

3. [閉じる]ボタンをクリックします。

 ポイント

管理者情報を変更する場合について
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管理者情報を更新する場合に、パスワード変更が不要な場合は、パスワード入力欄（パスワード(1回目)、パスワード(再入力)）を空欄

にしてください。（ただし、ログオンIDを変更する場合は、パスワードの入力が必要です。）

2.2.5.6 管理者通知を設定する

クライアント(CT)や、データベースで発生した事象を、管理者に通知(メール通知、イベントログへの書き込み)できます。

通知できる事象と通知タイミングは、以下のとおりです。

・ クライアント(CT)での禁止操作や違反操作の通知

禁止ログが採取されたら即時に通知します。

・ データベースの異常の通知

データベース領域やディスク領域のしきい値に達したら即時に通知します。

・ クライアント(CT)情報の通知

クライアント(CT)起動時に、管理サーバがクライアント(CT)情報の変更を感知したら即時に通知します。

管理者通知設定の手順は以下のとおりです。

1. サーバ設定ツールのメニューから[管理者通知設定]ボタンをクリックします。

→以下の画面が表示されます。

[禁止ログ・検知時の動作]

各禁止ログが検知された場合の管理者へのメール通知、イベントログへの書き込みの有無を設定します。

設定可能なログの種別は以下のとおりです。

- [アプリケーション起動禁止]

- 69 -



- [印刷禁止]

- [ログオン禁止]

- [PrintScreen禁止]

- [メール添付ファイル禁止]

- [連携アプリケーションログ違反] ※連携アプリケーションログ（区分が違反）の場合

- [デバイス構成変更ログ違反]

各ログの検知時の動作として設定できる内容は以下のとおりです。

項目名 説明

[管理者へのメール通知] する

検知時に通知メールを送信します。

しない

検知しても通知メールを送信しません。

[イベントログへの書き込み] する

検知時にイベントログに違反ログ情報を書き込みます。

しない

検知してもイベントログに違反ログ情報を書き込みません。

[領域枯渇時の動作]

採取したログ等を書き込むディスクが枯渇した場合の管理者へのメール通知、イベントログへの書き込みの有無を設定しま

す。

設定可能な領域の種別は以下のとおりです。

- [DB領域枯渇時の通知]

データベースの空き容量がなくなり、データベースに情報が書き込めなくなった場合です。

- [ディスク領域枯渇時の通知]

ディスク領域枯渇時とは以下の指定フォルダがあるドライブの空き領域が、[枯渇時に通知するしきい値]に設定したしき

い値を下回った場合です。

- 付帯データ蓄積フォルダ

- コマンドプロンプトログフォルダ

- 一括送信ログフォルダ

- トレースログフォルダ

※ ディスク領域枯渇状態のメール通知、イベントログへの書き込みを行った日は、2度目の通知(メール通知、イベントロ

グへの書き込み)は行いません。

領域枯渇時の動作として設定できる内容は以下のとおりです。

項目名 説明

[管理者へのメール通知] する

検知時に通知メールを送信します。

しない

検知しても通知メールを送信しません。

[イベントログへの書き込み] する

検知時にイベントログに違反ログ情報を書き込みます。
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項目名 説明

しない

検知してもイベントログに違反ログ情報を書き込みません。

[枯渇時に通知するしきい値]

※DB領域枯渇時

枯渇時に通知するしきい値を%指定（単位：%未満）で設定します。設定

できるのは、1～20の正の整数です。

[管理者へのメール通知]と[ イベントログへの書き込み]の少なくとも一方に

[する]を設定した場合に入力できます。

初期値は、5%未満です。

[枯渇時に通知するしきい値]

※ディスク領域枯渇時

枯渇時に通知するしきい値を%指定（単位：%未満）、または容量指定

（単位：MB未満）で設定します。

[管理者へのメール通知]と[ イベントログへの書き込み]の少なくとも一方に

[する]を設定した場合に入力できます。

枯渇時に通知するしきい値は、％指定と容量指定の両方設定した場合

は、少ない容量がしきい値として有効となります。

%指定で設定できるのは、1～20の正の整数です。初期値は3%未満で

す。

容量指定で設定できるのは、1～999999の正の整数です。初期値はあ

りません。なお、100MBと入力した場合は、以下の計算式により算出し

た値が設定されます。

100×1024×1024=104,857,600バイト

[CTの監視動作]

採取したログ等を書き込むディスクが枯渇した場合の管理者へのメール通知、イベントログへの書き込みの有無を設定しま

す。

設定可能な領域の種別は以下のとおりです。

- [時刻に基準時間以上の差がある時]

クライアント(CT)のシステム時刻が、管理サーバのシステム時刻と基準時間以上の差があった場合です。

- [クライアント情報異常時の通知]

クライアント(CT)固有情報である“CTID”の重複を検出した場合です。

管理者やイベントログへは、“MACアドレスが変更された”という事象で通知されます。

“CTID”の重複は、マスタPCを使用してCTを展開するときに発生する可能性があります。

- [トレース採取中のCTの通知]

トレースを採取中のクライアント(CT)を検出した場合です。

トレース採取する状態になったままのクライアント(CT)を管理者に通知することで、管理者がトレースを採らない設定に変

更することができます。

この設定は、 終ログオン日時から1カ月の間有効になります。このためファイルサーバ等によりログオフしない環境では

1カ月を過ぎると通知しなくなります。

CTの監視動作として設定できる内容は以下のとおりです。

項目名 説明

[管理者へのメール通知] する

検知時に通知メールを送信します。

しない

検知しても通知メールを送信しません。

[イベントログへの書き込み] する

検知時にイベントログに違反ログ情報を書き込みます。
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項目名 説明

しない

検知してもイベントログに違反ログ情報を書き込みません。

[通知基準時間(分)]（注） クライアント(CT)のシステム時刻と管理サーバのシステム時刻の時間差

を分指定で設定します。設定できるのは、30～999の正の整数です。

[管理者へのメール通知]と[イベントログへの書き込み]の少なくとも一方に

[する]を設定した場合に入力できます。

初期値は60分です。

注）[時刻に基準時間以上の差がある時]に対する設定項目です。

[メール送信設定]

項目名 説明

[送信メールサーバ・アドレス] 管理者へのメール通知を行う場合に、SMTPサーバ名を入力します。255
文字まで入力できます。

“-”以外の記号は指定できません。この制限のSMTPサーバ名の場合

は、IPアドレスで指定してください

[ポート番号] メール送信用のポート番号を入力します。

初期値は25です。

[SMTP認証を行う] 送信メールサーバとの通信でSMTP認証を行うかを設定します。

する

SMTP認証を行う場合に選択します。

しない

SMTP認証を行わない場合に選択します。

[認証方式] [SMTP認証を行う]を“する”とした場合、認証方式を選択します。選択可

能な方式は以下のとおりです。

・ CRAM-MD5

・ LOGIN

・ PLAIN

・ AUTO

AUTOを選択した場合は、認証方式を以下の順で自動判定します。初

期値はAUTOです。

  1) CRAM-MD5
  2) PLAIN
  3) LOGIN

[認証ユーザーID] 送信メールサーバとの通信でSMTP認証を行う場合のユーザーIDを入

力します。

[認証パスワード(1回
目)]

SMTP認証ユーザーIDのパスワードを入力します。

[認証パスワード(再入

力)]
誤登録を防ぐため、パスワードを再入力します。

[送信先のメールアドレス(TO)] 管理者へのメール通知を行う場合に、メール送信先(To)のアドレスを入

力します。255文字まで、または5個までのメールアドレスが入力できま

す。複数のメールアドレスを入力する場合は、メールアドレスの間にセミ

コロン「;」を入力します。
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項目名 説明

[送信先のメールアドレス(CC)] 管理者へのメール通知を行う場合に、メール送信先(CC)のアドレスを入

力します。CCに送信しない場合は入力しません。255文字まで、または5
個までのメールアドレスが入力できます。複数のメールアドレスを入力す

る場合は、メールアドレスの間にセミコロン「;」を入力します。

[送信者のメールアドレス

(FROM)]
管理者へのメール通知を行う場合に、メール送信者のアドレスを入力し

ます。255文字まで入力できます。

2. 必要な設定項目を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

 
メール通知形式

クライアント(CT)やデータベースで発生した事象が、管理者にメール通知される形式は、以下のとおりです。

項目名 形式

メール件名 Systemwalker Desktop Keeper WARNING Report at [yyyy/mm/dd hh:mm:ss]

本文（Subject） 禁止ログ検知時

操作種別：

管理サーバ：

ユーザー名：

端末：

CTバージョン：

操作日時：

詳細：

データベース異常時

エラー内容：

管理サーバ：

発生日時：

詳細：

MACアドレス変更時

操作種別：

管理サーバ：

ユーザー名：

端末：

CTバージョン：

操作日時：

詳細：

■MACアドレス

  変更前：[                ]
  変更後：[                ]
■コンピュータ名

  変更前：[                ]
  変更後：[                ]
■IPアドレス

  変更前：[                ]
  変更後：[                ]

 
イベントログ表示形式

クライアント(CT)やデータベースで発生した事象が、Windowsのイベントビューアに表示される形式について説明します。

通知された情報は、Windowsのイベントログの「アプリケーションログ」に表示されます。以下に表示内容を説明します。
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項目名 説明

種類 [警告]が表示されます。

日付 通知情報がイベントビューアに表示された日付です。

時刻 通知情報がイベントビューアに表示された時刻です。

ユーザー ユーザーIDです。

コンピュータ コンピュータ名です。

ソース [SWDTK]が表示されます。

分類 [なし]が表示されます。

イベントID 以下の番号が表示されます。

禁止ログ検知時

8001：アプリケーション起動禁止

8002：印刷禁止

8003：ログオン禁止

8004：PrintScreenキー押下

8005：連携アプリケーション

8006：メール添付禁止

8010：デバイス構成変更

CTの監視動作

8007：CT端末時刻不一致

8008：MACアドレス変更有り

8011：トレース採取中のCT

データベース異常時

3006：DB領域枯渇

3007：付帯データ蓄積フォルダのディスク領域枯渇

3008：コマンドプロンプトログフォルダのディスク領域枯渇

3009：一括送信ログフォルダのディスク領域枯渇

3010：トレースログフォルダのディスク領域枯渇

詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“イベントログに出力

されるメッセージ”を参照してください。

説明 以下の情報が表示されます。

禁止ログ検知時

操作種別：

管理サーバ：

ユーザー名：

端末：

CTバージョン：

操作日時：

詳細：

データベース異常時

エラー内容：

管理サーバ：

発生日時：

詳細：
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項目名 説明

MACアドレス変更時

操作種別：

管理サーバ：

ユーザー名：

端末：

CTバージョン：

操作日時：

詳細：

■MACアドレス

  変更前：[                ]
  変更後：[                ]
■コンピュータ名

  変更前：[                ]
  変更後：[                ]
■IPアドレス

  変更前：[                ]
  変更後：[                ]

2.2.5.7 保存先フォルダを設定する

Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバにおける各種フォルダの設定を行います。

保存先フォルダの設定の手順は以下のとおりです。

1. サーバ設定ツールのメニューから[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]ボタンをクリックします。

→[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]画面が表示されます。
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2. [フォルダ設定]に表示されている以下の各種情報の保存先の初期値を確認し、変更する場合は、[参照]ボタンをクリックして、保

存先を修正します。

（[トレース設定]および[CT自己版数アップ設定]については、ここでは設定の必要はありません。それぞれの設定内容について

は、リファレンスマニュアルの“調査用の情報を採取する”と、本マニュアルの“4.7 CTをバージョンアップする”を参照してくださ

い。）

［フォルダ設定］

項目名 説明

[コマンドプロンプト・ログ保存先設

定]
管理サーバでのコマンドプロンプトログ保存先フォルダを指定しま

す。指定方法は、以下のとおりです。

・ フルパスでフォルダ名を入力する

コマンドプロンプトログ保存先フォルダまでのパスをフルパスで

入力します。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、コマンドプロンプトロ

グを保存するフォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックし

ます。

指定できるフルパスの長さは、半角で96文字まで入力できます。た

だし、以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

[付帯データ保存先設定] 管理サーバでの付帯データ（画面キャプチャデータ、原本保管ファ

イル）の保存先フォルダを指定します。指定方法は、以下のとおりで

す。
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項目名 説明

・ フルパスでフォルダ名を入力する

付帯データ保存先フォルダまでのパスをフルパスで入力しま

す。ネットワークドライブは指定できません。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、付帯データ保存先

フォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できるフルパスの長さは、半角で96文字までです。ただし、以

下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

[一括ログ受信・データ保存先設

定]
管理サーバでの一括ログデータ保存先フォルダを指定します。指

定方法は、以下のとおりです。

・ フルパスでフォルダ名を入力する

一括ログデータ保存先フォルダまでのパスをフルパスで入力し

ます。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、一括ログデータ保存

先フォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できるフルパスの長さは、半角で96文字まで入力できます。た

だし、以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

2.3 管理コンソールをインストールする

Systemwalker Desktop Keeper の管理コンソールを、新規にインストールする方法について説明します。

旧版の管理コンソールがインストールされた状態で、V14.0.0の管理コンソールをインストールする場合は“第4章 バージョンアップ”を

参照してください。

 
インストール前の確認事項

・ “Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号を確認してください。

管理コンソールのインストール手順は、以下のとおりです。なお、動作環境については“Systemwalker Desktop Keeper 解説書”を参照

してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「管理コンソール インストール」を選択してください。
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上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Systemwalker Desktop Keeper 管理コンソール セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてく

ださい。

4. 「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

5. 「サーバ情報の入力」画面が表示されますので、接続するサーバ情報を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

接続するサーバの設定手順は以下のとおりです。

a. 接続するサーバ情報は、以下の情報を設定して、[追加]ボタンをクリックします。

 注意

接続する(統合)管理サーバの設定を確認してください

接続する(統合)管理サーバの情報と管理コンソールでの設定を同じ設定にしてください。確認方法は以下のとおりです。

1. 接続する(統合)管理サーバ上で、[スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[サー

バ設定ツール]を起動してください。

2. [管理サーバ設定]ボタンをクリックします。

3. 以下の項目を確認します。

－[サーバ設定]の[サーバIPアドレス]の設定値

－[ポート番号設定]の[管理コンソール＜----＞階層化サービス]の設定値

- [接続する(統合)管理サーバのIPアドレス]: 接続する(統合)管理サーバのIPアドレスを入力します。

- [使用するポート番号]: 管理コンソールと階層化サービス間を通信するためのポート番号を入力します。

追加すると設定した情報が、［追加］ボタンの下に表示されます。

b. 接続するサーバが複数ある場合は、手順a.の操作をサーバ数分行います。

なお、［↑］ボタンまたは［↓］ボタンで通常接続するサーバが上に表示されるよう調整できます。

6. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。

インストールを開始する場合は、［インストール］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を確認もしくは変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。
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7. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください。

 注意

管理コンソールの利用には管理者情報の登録が必要です

管理コンソールを利用するには「サーバ設定ツール」で管理者情報の登録をおこなう必要があります。管理者情報の登録について

は、“2.2.5.5 管理者情報を設定する”を参照してください。

2.4 Webブラウザを使用するPCでの準備

Systemwalker Desktop Keeperでは、Webブラウザを使用してログの参照や分析を行います。

Webブラウザとして以下のブラウザが利用可能です。

・ Microsoft® Internet Explorer 6.0 （ServicePack1）

・ Microsoft® Internet Explorer 7.0

・ Microsoft® Internet Explorer 8.0

Webブラウザを使用するPCでは、Internet Explorerのセキュリティレベルの設定を必要に応じて行ってください。

Webブラウザのサイト(URL)が属するゾーンのセキュリティレベルが、以下に示すレベルより高い場合、正常に動作しない場合がありま

す。

・ Internet Explorer 6.0の場合は「中」

・ Internet Explorer 7.0の場合は「中高」

・ Internet Explorer 8.0の場合は「中高」

上記の理由で正常動作しない場合、Webブラウザのサイト(URL)を上記と同等以下のセキュリティレベルのゾーンに所属させるか、現

在所属しているゾーンのセキュリティレベルを下げる必要があります。

通常、「イントラネット」または「信頼済みサイト」のゾーンは上記のセキュリティレベルが既定となっているため、どちらかのゾーンの[サイ

ト]にWebコンソールのサイト(URL)を登録することをおすすめします。

なお、Webブラウザを表示させたときに、ブラウザの右下に現在属しているゾーンが表示されます(「イントラネット」、「インターネット」な

ど)。

Internet Explore8.0 の場合

Webコンソールのサイト(URL)の「信頼済みサイト」への登録の状態を変更(追加または削除)する場合は、Webコンソールにログオ

ンする前に行ってください。ログオン中に行うと、ログアウトなどの操作ができなくなる場合があります。

 
64ビットOS上のInternet Explorerの設定について

64ビットOSの場合は、Webブラウザは32bit版のInternet Explorerを用います。Internet Explorerの設定を行う場合は、[スタート]-[すべて

のプログラム]-[Internet Explorer（32bit）]または[Internet Explorer]を選択して、32bit版のInternet Explorerで設定を行ってください。

 
ファイルのダウンロードが成功しない場合の設定について

ファイルをダウンロードする操作としては以下の操作があります。

・ ログ検索後、ファイル追跡後、設定変更ログ検索後のCSV出力機能でのファイルのダウンロード

・ コマンドプロンプトログの内容ダウンロード機能によるファイルのダウンロード

・ ファイル持出しログの付帯ファイルダウンロード機能によるファイルのダウンロード

・ 画像表示画面からのファイル保存によるダウンロード
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上記のファイルのダウンロード操作を行った場合、保存先のファイル名を入力した後に[～コピーしました]の画面が表示されたままダウ

ンロードに時間がかかる、あるいはダウンロードが終了しない場合があります。

その場合、以下の設定の変更を行ってください。

Internet Explorer 8.0を使用している場合

1. Systemwalker Desktop Keeperのサイト(URL)を信頼済みサイトに登録し、Internet Explorerの[SmartScreen フィルタ機能]を無

効にします。

なお、この設定を行う事で、信頼済みサイトに登録している全てのサイトで[SmartScreen フィルタ機能]が無効になります。

2. ログビューアを起動し[ログイン]画面を表示します。

[ログイン]画面を表示したままで以下の設定を行ってください。ログビューアの起動方法は、“Systemwalker Desktop Keeper
運用ガイド 管理者編”の“ログビューアを起動する”を参照してください。

3. Internet Explorerのメニューより[ツール]-[インターネット オプション]を選択し、[インターネット オプション]画面を表示します。

4. [セキュリティ]タブを開き、[信頼済みサイト]のアイコンをクリック後、[サイト]ボタンをクリックします。[信頼済みサイト画面]を表

示します。

5. [このWebサイトをゾーンに追加する]にSystemwalker Desktop Keeperのサイト(URL)が設定されている事を確認し、[追加]ボ
タンをクリックします。

6. [信頼済みサイト画面]で[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

7. [インターネット オプション]で[信頼済みサイト]のアイコンを選択し、[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックします。

8. [セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン]画面で設定の中から、[その他]-[SmartScreen フィルタ機能を使う]を探し[無効にする]
をクリックします。

9. [セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン]画面で[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

10. [インターネット オプション]画面で[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

Windows Server® 2003 または Windows® XPで、Internet Explorer 7.0 または Internet Explorer 8.0を使用し、更にIMEを
使用している場合

Windows® XP の場合、 新のサービスパックを適用する事で回避できます。Windows Server® 2003の場合、KB932823の修正を

適用する事で回避できます。修正を適用しない場合、IMEの[高度なテキスト サービス機能]を無効にする事で回避できます。な

お、IMEの[高度なテキスト サービス機能]を無効にした場合は、言語バーが閉じられ、表示させる事ができなくなります。

IMEの設定で回避する場合の手順は以下のとおりです。

1. [スタート]メニューから、[ファイル名を指定して実行]を選択します。

2. 名前に[control international]と入力し、[OK]ボタンをクリックします。[地域と言語のオプション]画面を表示します。

3. [地域と言語のオプション]画面で[言語]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。[テキストサービスと入力言語]画面を

表示します。

4. [テキストサービスと入力言語]画面で[詳細設定] タブをクリックし、[高度なテキスト サービスをオフにする]チェックボックスを

クリックしてオンにします。

5. [テキストサービスと入力言語]画面で[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

6. [地域と言語のオプション]画面で[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

2.5 CTをインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を、新規にインストールする方法について説明します。

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント（CT）の導入方法には、以下の方法があります。それぞれの概要については、“1.2.5 クラ
イアント(CT)導入方法を決定する”を参照してください。

・ 単体インストールによる導入

－ ウィザード形式のインストール

- 80 -



－ サイレントインストール

・ マスタPCを使用した導入

・ Systemwalker Desktop Patrolを使用した配付による導入

旧版のクライアント(CT)がインストールされた状態で、V14.0.0のクライアント(CT)をインストールする場合は“第4章 バージョンアップ”を

参照してください。

 注意

管理(統合管理)サーバにクライアント(CT)をインストールする場合

管理サーバにクライアント(CT)を導入する場合は、以下の2点について注意が必要です。

・ インストール順序について

・ 接続するサーバについて

詳細については“管理サーバ/統合管理サーバにクライアント(CT)をインストールする場合”を参照してください。

 注意

インストールしたクライアント(CT)が管理コンソールで確認できない場合について

インストールしたCTが管理コンソールで確認できない場合は、以下の原因が考えられます。

・ CTのインストール時に指定した管理サーバのIPアドレスが正しくない場合。

・ CTのインストール時に指定したポート番号が管理サーバの設定値と違う場合。

・ ルータ等で、CTと管理サーバ間で使用するポートが遮断されている場合。

 注意

クライアント(CT)のインストール中はネットワークが切断されます

クライアント(CT)のインストール中、一時的にネットワークの切断が行われます。エクスプローラなどでネットワークフォルダを開いている

場合は、閉じてください。

2.5.1 単体インストール

クライアント(CT)の単体インストール方法には、以下の2種類があります。

ウィザード形式のインストール

ウィザード形式のインストールは、対話形式で行います。“2.5.1.1 ウィザード形式でインストールする”を参照してください。

サイレントインストール

サイレントインストールは、準備したインストール設定ファイルに従って、インストールを自動化することができます。“2.5.1.2 サイレン

トインストールを実施する”を参照してください。

2.5.1.1 ウィザード形式でインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を、ウィザード形式で新規にインストールする方法について説明します。
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インストール前の確認事項

・ “Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号を確認してください。

ウィザード形式でのクライアント(CT)のインストール手順は、以下のとおりです。なお、動作環境については“Systemwalker Desktop Keeper
解説書”を参照してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「CT(クライアント)インストール」を選択してください。

上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Systemwalker Desktop Keeper クライアント セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてくださ

い。
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4. CT(クライアント)の「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

 注意

圧縮や暗号の対象外にしてください

CT(クライアント)のインストール先フォルダや下記のログファイルの格納先フォルダを圧縮または暗号化の対象とした場合、プロ

グラム動作に影響がでる可能性がありますので、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

5. ログファイル格納先を設定する「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されている格納先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されている格納先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、［次へ］

ボタンをクリックしてください。

ログファイルを格納するフォルダのパスには、Windowsのシステムドライブ配下のフォルダを設定してください。(CドライブにOSを
インストールした場合は、Cドライブがシステムドライブになります)

 注意

持出し禁止ドライブを指定しないでください

ログが失われる恐れがあるため、ログファイルの格納先には、持出し禁止ドライブを指定しないでください。
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6. 「サーバ情報の入力」画面が表示されますので、接続するサーバの情報を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

－ [接続する(統合)管理サーバのIPアドレス]:接続する(統合)管理サーバのIPアドレスを入力します。

統合管理サーバまたは管理サーバにクライアント(CT)をインストールする場合は[接続する(統合)管理サーバのIPアドレス]
の指定は不要です。(IPアドレスには127.0.0.1と表示され、入力することができません)

－ [代替管理サーバのIPアドレス]:接続する(統合)管理サーバの異常時に、ユーザーポリシーを照会する代替管理サーバのIP
アドレスを入力します。

代替管理サーバのIPアドレスは省略可能です。また、本機能は、以下の条件にすべてあてはまる場合に有効になります。

- 管理サーバが3階層の構成である

- ユーザー一元管理の運用を行っている

- クライアントの動作をユーザーポリシーで制御している

代替管理サーバの選択ポイントは以下のとおりです。

- 統合管理サーバへ接続するクライアント(CT)の場合

下位の管理サーバのいずれかを指定してください。

- 管理サーバへ接続するクライアント(CT)の場合

統合管理サーバを指定してください。

－ [使用するポート番号(受信用)]:クライアント(CT)とサーバサービス間を通信するためのポート番号(CT側受信用)を入力しま

す。

－ [使用するポート番号(送信用)]:クライアント(CT)とサーバサービス間を通信するためのポート番号(CT側ログ即時送信用)を
入力します。

－ [使用するポート番号(送信用2)]:クライアント(CT)とサーバサービス間を通信するためのポート番号(CT側ログ一括送信用)を
入力します。
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7. 「印刷監視方式の設定」画面が表示されますので、印刷監視方式について、以下のどちらかを選択して、[次へ]ボタンをクリック

してください。

－ [この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]：
1台のクライアント(CT)ごとに印刷操作ログを採取する場合に選択します。この場合、印刷操作ログはクライアント(CT)1台ご

とに採取されます。

－ [ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]： 
プリンタサーバと同じ統合管理サーバまたは管理サーバ配下にあるクライアント(CT)での印刷操作が、プリンタサーバをとお

して行われる場合に選択します。プリンタサーバにもクライアント(CT)をインストールする必要があります。この場合、プリンタ

サーバではないクライアント(CT)から印刷操作ログは採取されません。印刷操作ログは、プリンタサーバから採取されます。

 注意

印刷監視方式の注意点について

【統合管理サーバと管理サーバで統一してください】

統合管理サーバまたは管理サーバ配下のクライアント(CT)では、上記選択を統一してください。統一されていない場合は、

印刷操作ログが採取されないときがあります。

【プリンタサーバをサーバ系OS以外にした場合の設定について】

サーバ系のOS(Windows® 2000 Server, Windows Server® 2003，Windows Server® 2008)以外を、プリンタサーバにしてい

る時は、［この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]と設定して運用した場合、プリンタサーバに10
台以上接続して印刷することができなくなります。この場合は[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]と設定してくださ

い。

 ポイント

プリンタサーバにユーザーIDを登録する

プリンタサーバに[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]を選択してクライアント(CT)がインストールされている場合、印刷が

行われたクライアント(CT)で使用中のユーザーIDをプリンタサーバにも登録しておく必要があります。登録されていない場合は、

印刷ログのユーザーIDが以下のように出力されることがあります。

－ 印刷が行われたクライアント(CT)で使用中のユーザーIDにユーザー権限しか設定されていない場合、ログの[ユーザーID]が
[Guest]として採取されるときがあります。

－ 印刷時にプリンタサーバに対してログオン要求があり、Administratorにてログオンした場合、ログの[ユーザーID]が
[Administrator]として採取されるときがあります。
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8. 「メール制御方式の設定」画面が表示されますので、メール添付禁止の方式を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

－ [メール送信監視用ポート番号]: ポート監視方式選択時に、クライアント(CT)とSMTPサーバ間の通信で使用するポート番号

を入力します。

－ [ポート監視方式（推奨）]:メール添付禁止用ドライバによる禁止機能を使用する場合に選択します。通常は、この設定にして

ください。

V13.0.0以前からのバージョンアップ時において、V13.0.0以前と同じ禁止動作を設定しない場合は、ポート監視方式での

メール添付禁止を選択してください。

- [メール添付禁止用ポート番号]: ポート監視方式選択時に、メール添付禁止処理で内部的に使用するポート番号を入

力します。

- [メール添付禁止用ポート番号2]: ポート監視方式選択時に、メール添付禁止処理で内部的に使用するポート番号を入

力します。

－ [V12.0L20～V13.0.0互換方式]:V13.0.0以前の方式による禁止機能を使用する場合に選択します。V13.0.0以前からのバー

ジョンアップで、同じ禁止動作とする必要がある場合にのみ指定します。

 注意

メール添付禁止の方式設定時の注意点について

【Windows Vista®またはWindows Server 2008®の場合】

Windows Vista®またはWindows Server 2008®の場合、メール添付禁止の方式は、ポート監視方式しか選択できません。

【未使用ポートか確認してください】

メール添付禁止用ポートは、必ず他の処理や通信等で使用していないポートを指定してください。

9. 「ファイル持出しユーティリティアイコンの作成設定」画面が表示されますので、ファイル持出しユーティリティのアイコンの作成の

有無を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。
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－ [[デスクトップ]に作成する]: デスクトップにファイル持出しユーティリティアイコンを作成する場合に選択してください。

－ [[送る]メニューに作成する]: [送る]メニューにファイル持出しユーティリティアイコンを作成する場合に選択してください。

10. 「パスワードの入力」画面が表示されますので、クライアント状態表示・変更ユーティリティのパスワードを設定して、[次へ]ボタン

をクリックしてください。

なお、ここで設定するパスワードは、クライアント(CT)のアンインストールや保守コマンドの実行時に必要になります。入力内容の

条件は以下のとおりです。

－ 半角で32文字までの英数字および以下の記号以外が入力できます。

－ 入力できない記号は、「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」です。

－ 全角および半角の空白は入力できません。

－ 半角のカナは入力できません。

 注意

パスワードを忘れないでください

このパスワードは、クライアント(CT)のアンインストールや、保守コマンドの実行時に必要です。パスワードを忘れると、アンイントー

ルや保守コマンドを実行できなくなりますので注意してください。

11. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。

インストールを開始する場合は、［インストール］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を確認もしくは変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。
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12. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックしてくださ

い。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

2.5.1.2 サイレントインストールを実施する
 

インストール設定ファイルを作成する

クライアント(CT)のサイレントインストールで使用するインストール設定ファイル (InstConf.ini)をサーバ設定ツールで作成します。

作成手順は、以下のとおりです。

1. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[サーバ設定ツール]を選択し、ログオンします。

2. [CTサイレントインストールファイル生成]ボタンをクリックします。

→以下の画面が表示されます。
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3. 以下の情報を入力し、[出力開始]ボタンをクリックします

設定項目 値

[サーバIPアドレス（CT管理サーバ）] 接続する(統合)管理サーバのIPアドレスを入力します。

[サーバIPアドレス（代替管理サーバ）] 接続する(統合)管理サーバの異常時に、ユーザーポリシーを照会する

代替管理サーバのIPアドレスを入力します。

初期状態では、「サーバIPアドレス（CT管理サーバ）」と同じ値が表示さ

れますので、必要に応じて変更してください。

本機能は、以下の条件にすべてあてはまる場合に有効になります。

・ 管理サーバが3階層の構成である

・ ユーザー一元管理の運用を行っている

・ クライアントの動作をユーザーポリシーで制御している

条件にあてはまらない場合は、「サーバIPアドレス（CT管理サーバ）」と同

じ値を設定してください。

[ポート番号の

設定]
[ポート番号(受信用)] クライアント(CT)とサーバサービス間を通信するためのポート番号(CT側

受信用)を入力します。

[ポート番号(送信用)] クライアント(CT)とサーバサービス間を通信するためのポート番号(CT側
ログ即時送信用)を入力します。

[ポート番号(送信用2)] クライアント(CT)とサーバサービス間を通信するためのポート番号(CT側
ログ一括送信用)を入力します。

[ポート番号

(メール添付禁止用)]

[メール添付禁止機能]を[ポート監視方式（推奨）]と選択した場合に、メー

ル添付禁止処理で内部的に使用するポート番号を入力します。

[メール添付禁止機能]を[V12.0L20～V13.0.0互換方式]と選択した場合

は入力する必要がありません。

[ポート番号 [メール添付禁止機能]を[ポート監視方式（推奨）]と選択した場合に、メー

ル添付禁止処理で内部的に使用するポート番号を入力します。
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設定項目 値

(メール添付禁止用2)] [メール添付禁止機能]を[V12.0L20～V13.0.0互換方式]と選択した場合

は入力する必要がありません。

[ポート番号

(メール送信監視用)]

メール送信監視用のポート番号を入力します。

[パスワード(1回目)] パスワードを入力します。

半角で32文字までの英数字および以下の記号以外が入力できます。

入力できない記号は、「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」です。

全角および半角の空白は入力できません。

 注意

パスワードを忘れないでください

このパスワードは、クライアント(CT)のアンインストールや、保守コマンド

の実行時に必要です。パスワードを忘れると、アンイントールや保守コマ

ンドを実行できなくなりますので注意してください。

[パスワード(再入力)] 誤登録を防ぐため、パスワードを再入力します。

[ログ出力先フォルダ] クライアント(CT)のログを格納するフォルダとして、Windowsのシステムド

ライブ配下のフォルダを指定します。CドライブにOSをインストールした場

合は、Cドライブがシステムドライブになります。

指定できる絶対パスの長さは、半角で96文字まで入力できます。ただし、

以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

環境変数を指定することもできます。

例）%ProgramFiles%

 注意

・ ログが失われる恐れがあるため、ログファイルの格納先には、持出し

禁止ドライブを指定しないでください。

・ プログラム動作に影響がでる可能性があるため、ログファイルの格納

先には、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

[インストール後のOS再起動指定] インストール後のOS再起動処理を指定します。

再起動確認画面を表示する

クライアント（CT）にてインストール実施後の再起動画面を表示する場

合に指定します。この項目は「強制再起動する」をチェックしない場合

のみ有効となります。「強制再起動する」をチェックした場合は本ボタ

ンはグレーアウトされます。

本項目をチェックした場合、インストール完了後、再起動画面が表示

されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」または「いいえ、後でコ

ンピュータを再起動します。」のどちらかを選択してください。

チェックしない場合、インストール完了後、何も表示されずに終了しま

す。終了後再起動するかどうかは、次項目の「強制再起動する」の設

定により動作が変わります。

強制再起動する

クライアント（CT）にてインストール実施後強制的に再起動する場合

に指定します。この項目は「再起動確認画面を表示する」をチェック
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設定項目 値

しない場合のみ有効となります。「再起動確認画面を表示する」を

チェックした場合は本ボタンはグレーアウトされます。

本項目をチェックした場合、インストール完了後、自動的に再起動が

実行されます。ファイルなどを開いていた場合、内容が保存されずに

終了してしまうため、内容が失われてしまう可能性がありますので注

意してください。

チェックしない場合、インストールが完了するとそこで処理が終了しま

す。「再起動確認画面を表示する」をチェックしない場合は再起動確

認画面は表示されず、自動的に再起動もしません。ユーザーによる

手動の再起動が必要となります。

[クライアントインストール先] CTインストールフォルダのパスを指定します。

指定できる絶対パスの長さは、半角で96文字まで入力できます。ただし、

以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

環境変数を指定することもできます。

例）%ProgramFiles%

 注意

圧縮や暗号の対象外にしてください

プログラム動作に影響がでる可能性があるため、クライアントインストール

先には、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

[印刷監視方式] 印刷の監視方式を指定します。

この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨):

1台のクライアント(CT)ごとに印刷操作ログを採取する場合に指定し

ます。この場合、印刷操作ログはクライアント(CT)1台ごとに採取され

ます。

ローカルプリンタでの印刷のみを監視する:

プリンタサーバと同じ統合管理サーバまたは管理サーバ配下にある

クライアント(CT)での印刷操作が、プリンタサーバをとおして行われる

場合に選択します。プリンタサーバにもクライアント(CT)をインストー

ルする必要があります。この場合、プリンタサーバではないクライアント

(CT)から印刷操作ログは採取されません。印刷操作ログは、プリンタ

サーバから採取されます。

 注意

・ 統合管理サーバまたは管理サーバ配下のクライアント(CT)では、印

刷の監視方式を統一してください。統一されていない場合は、印刷

操作ログが採取されないことがあります。

・ サーバ系のOS(Windows® 2000 Server, Windows Server® 2003)以
外を、プリンタサーバにしている時は、[この端末で設定されている全

てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]と設定して運用した場合、

プリンタサーバに10台以上接続して印刷することができなくなります。

この場合は[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]と設定してく

ださい。

[メール添付禁止] メール添付禁止機能を指定します。
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設定項目 値

ポート監視方式（推奨）

ドライバによるポート監視方式です。通常、この設定を指定します。

V12.0L20～V13.0.0互換方式

過去バージョンでのメール添付禁止方式です。バージョンアップ時

に、過去バージョンの禁止動作と同一にする必要がある場合に設定

します。

[ログオン直後の適用ポリシー] ログオン直後のユーザーポリシー適用の可否を指定します。

ユーザーポリシー(Windows Vista®,Windows Server® 2008の場合

のみ)

ログオン直後はユーザーポリシーが適用されます。(初期値)

ただし、Windows® 2000、Windows® XP,Windows Server® 2003の
場合は、「ユーザーポリシー」を選択しても、「CTポリシー」で動作しま

す。

常にCTポリシー(V12.0L20～V13.3.0互換方式)

ログオン直後は、CTポリシーで動作します。

[ファイル持出しユーティリティアイコンの作

成設定]
ファイル持出しユーティリティのアイコンの作成の有無を指定します。

[デスクトップ]に作成する

デスクトップにファイル持出しユーティリティアイコンを作成する場合

に選択してください。

[送る]メニューに作成する

[送る]メニューにファイル持出しユーティリティアイコンを作成する場

合に選択してください。

[インストール設定ファイル] サイレントンストール設定ファイル(InstConf.ini)の保存先を指定します。

指定方法は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでファイル名を入力する

サイレントンストール設定ファイルまでのパスを絶対パスで入力しま

す。

・ [参照]ボタンから選択する

[名前を付けて保存]画面が表示されるので、サイレントンストール設

定ファイルを保存するフォルダ選択し、ファイル名を入力したあとに、

[保存]ボタンをクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で255文字まで入力できます。ただ

し、以下の記号はファイル名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

 ポイント

プリンタサーバにユーザーIDを登録する

プリンタサーバに[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]を選択してクライアント(CT)がインストールされている場合、印刷が行わ

れたクライアント(CT)で使用中のユーザーIDをプリンタサーバにも登録しておく必要があります。登録されていない場合は、印刷ログ

のユーザーIDが以下のように出力されることがあります。

・ 印刷が行われたクライアント(CT)で使用中のユーザーIDにユーザー権限しか設定されていない場合、ログの[ユーザーID]が[Guest]
として採取されるときがあります。

・ 印刷時にプリンタサーバに対してログオン要求があり、Administratorにてログオンした場合、ログの[ユーザーID]が[Administrator]
として採取されるときがあります。
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サイレントインストールを行う

インストールを行う前に“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号

を確認してください。

CTが導入されているクライアント(CT)でサイレントインストールを行うと、上書きインストールとなりますが、この場合、IPアドレスやポート

番号、ログ格納先ディレクトリは変更できません。また、パスワードを初回のインストールで使用したパスワードから変更して指定しても、

パスワードは変更されません。

1. PCに、ローカルコンピュータのAdministratorsグループに所属するユーザーまたは、ドメインのDomain Adminsグループに所属

するユーザーでログオンします。

他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. セットアップディスクをドライブにセットします。

“インストール設定ファイルを作成する”で作成したクライアント(CT)用のサイレントインストール設定ファイル (InstConf.ini)を、任

意のドライブ、フォルダにコピーします。

3. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。またはコマンドプロンプトを起動します。

4. インストールコマンド(Setup.exe)を実行します。インストールコマンドは、セットアップディスクの「win32¥DTKClient」フォルダにあ

ります。

－ オプションは、大文字/小文字は区別しません。

－ オプションが指定されていない場合、エラーメッセージを表示しアンインストールを終了します。

指定例

以下の状況を仮定します。

- Dドライブにセットアップディスクがセットされている

- Setup.exeコマンドがD:¥win32¥DTKClient配下にある

- インストール設定ファイルがC:¥Dtkにある

D:¥win32¥DTKClient¥Setup.exe /Silent "C:¥Dtk¥InstConf.ini"

 注意

Windows Vista®またはWindows Server 2008®での実行について

Windows Vista®またはWindows Server 2008®で本コマンドを実行する場合、管理者として実行したコマンドプロンプト上で本コ

マンドを実行してください。

→インストールが完了すると、CTサイレントインストールファイル生成で“ダイアログを表示する”と指定した場合は、再起動を促

す画面が表示されます。

5. 再起動を促す画面が表示された場合は、クライアント(CT)を再起動します。

その場合は、以下のどちらかを選択し、[完了]ボタンをクリックします。

[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]:すぐに再起動する場合に選択します。

[いいえ、後でコンピュータを再起動します。]:あとで再起動する場合に選択します。

2.5.2 マスタPCを使用した導入

マスタPCを使用した導入方法は以下のとおりです。導入方法の概要は、“1.2.5 クライアント(CT)導入方法を決定する”を参照してくだ

さい。

1. マスタPCとするPCのLANケーブルを抜きます。

以降、手順3完了までLANケーブルを接続しないでください。
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2. クライアント(CT)をインストールします。

インストール方法については、単体インストールの“2.5.1.1 ウィザード形式でインストールする”または、“2.5.1.2 サイレントインス

トールを実施する”を参照してください。

3. イメージ作成ソフトウェアを使用して、マスタイメージを作成します。

4. クライアント(CT)のイメージをインストールする各PCに配付します。

5. 配付されたPCを起動し、管理サーバへ登録されることを確認します。

(以降は、マスタとした端末をDTKの管理サーバで管理する場合は、実施してください。)

6. マスタPCのLANケーブルを接続し、Windowsを再起動します。

7. マスタPCが管理サーバへ登録されることを確認してください。

 注意

マスタPC作成時の注意点について

クライアント(CT)のイメージを作成し、クライアント(CT)を導入する場合は、必ず、管理サーバとネットワーク接続を行わずCTをインストー

ルし、イメージを作成してください。（管理サーバと一度でも通信が行われた状態でイメージを作成し、他のPCに展開した場合は、同一

PCとしてサーバに誤登録されますので注意願います。）

また、イメージ作成元端末と展開先端末の構成は、同様な構成にしてください。イメージ作成時にUSB経由のドライブ(CDドライブな

ど)を取り付けた場合は、展開先端末のイベントログにエラーメッセージが表示されます。

2.5.3 Systemwalker Desktop Patrolを使用した導入

Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能を利用して、Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を管理対象マシン

に一括導入する方法は以下のとおりです。導入方法の概要は、“1.2.5 クライアント(CT)導入方法を決定する”を参照してください。

1. サーバ設定ツールでサイレントインストール設定ファイル作成します。

作成方法は、“インストール設定ファイルを作成する”を参照してください。

2. PCに、ローカルコンピュータのAdministratorsグループに所属するユーザーまたは、ドメインのDomain Adminsグループに所属

するユーザーでログオンします。

3. セットアップディスクをドライブにセットします。

“インストール設定ファイルを作成する”で作成したクライアント(CT)用のサイレントインストール設定ファイル (例：InstConf.ini)を、

任意のドライブ、フォルダにコピーします。

4. 任意のフォルダ(例: C:¥work¥dtkclient)に「win32¥DTKClient」フォルダをコピーします。

5. 手順1.で作成したインストール設定ファイル(InstConf.ini)を、手順4.で作成した任意のフォルダ(例: C:¥work¥dtkclient)にコピー

します。

6. Systemwalker Desktop Patrolのコンテンツ配付機能で実行するバッチファイルを作成します。

以下のバッチの例は、サイレントインストールファイルをInstConf.iniとして作成した場合です。(バッチ名：Setup.bat)

rem ********************************************************

rem * Systemwalker Desktop Keeper コンテンツ配付登録バッチ *

rem ********************************************************

@ECHO OFF

SETLOCAL

rem バッチ起動ドライブ取得

SET STARTDRIVE=%~d0

rem バッチ起動ディレクトリ取得
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SET STARTDIR=%~p0

rem インストーラパス作成

SET INSTALLDIR=%STARTDRIVE%%STARTDIR%

rem ドライブ移動

%STARTDRIVE%

rem カレントディレクトリ移動

cd %INSTALLDIR%

rem サイレントインストール実行

.¥setup.exe /Silent "%INSTALLDIR%InstConf.ini"

7. Systemwalker Desktop PatrolにSetup.batが実行されるようにコンテンツを登録します。

Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能の利用方法については、“Systemwalker Desktop Patrol 運用ガイド 管理者

編”を参照してください。

2.6 Citrix XenApp監視機能をインストールする

Systemwalker Desktop Keeper のCitrix XenApp監視機能を、インストールする方法について説明します。

旧版のCitrix Presentation Server監視機能がインストールされた状態で、V14.0.0のCitrix XenApp監視機能をインストールする場合

は“第4章 バージョンアップ”を参照してください。

【インストール前の確認事項】

－ “Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号を確認してくださ

い。

Citrix XenApp ServerにCitrix XenApp監視機能をインストールする手順は以下のとおりです。なお、動作環境については“Systemwalker
Desktop Keeper 解説書”を参照してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「Citrix XenApp監視 インストール」を選択してください。

上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Citrix XenApp監視 セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。
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4. Citrix XenApp監視機能の「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

 注意

圧縮や暗号の対象外にしてください

Citrix XenApp監視機能のインストール先フォルダを圧縮または暗号化の対象とした場合、プログラム動作に影響がでる可能性

がありますので、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

5. ログファイル格納先を設定する「インストール先の選択」画面が表示されます。

表示されている格納先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されている格納先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、［次へ］

ボタンをクリックしてください。

ログファイルを格納するフォルダのパスには、Windowsのシステムドライブ配下のフォルダを設定してください。(CドライブにOSを
インストールした場合は、Cドライブがシステムドライブになります)

 注意

持出し禁止ドライブを指定しないでください

ログが失われる恐れがあるため、ログファイルの格納先には、持出し禁止ドライブを指定しないでください。

6. 「サーバ情報の入力」画面が表示されますので、接続するサーバの情報を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

－ [接続する(統合)管理サーバのIPアドレス]:接続する(統合)管理サーバのIPアドレスを入力します。

Citrix XenApp Serverを複数台で運用している環境では、すべてのCitrix XenApp Serverにおいて、[接続する(統合)管理

サーバのIPアドレス]を統一してください。

－ [代替管理サーバのIPアドレス]:接続する(統合)管理サーバの異常時に、ユーザーポリシーを照会する代替管理サーバのIP
アドレスを入力します。

代替管理サーバのIPアドレスは省略可能です。また、本機能は、以下の条件にすべてあてはまる場合に有効になります。

- 管理サーバが3階層の構成である

- ユーザー一元管理の運用を行っている

- クライアントの動作をユーザーポリシーで制御している

－ [使用するポート番号(受信用)]: Citrix XenApp監視とサーバサービス間を通信するためのポート番号(Citrix XenApp監視側

受信用)を入力します。

－ [使用するポート番号(送信用)]: Citrix XenApp監視とサーバサービス間を通信するためのポート番号(Citrix XenApp監視機

能自身の情報送信用)を入力します。

－ [使用するポート番号(送信用2)]: Citrix XenApp監視とサーバサービス間を通信するためのポート番号(Citrix XenApp監視

側ログ一括送信用)を入力します。

7. 「印刷監視方式の設定」画面が表示されますので、[この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]を選

択選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

 注意

プリンタサーバをサーバ系OS以外にした場合の設定について

サーバ系のOS(Windows® 2000 Server, Windows Server® 2003)以外を、プリンタサーバにしている場合は、［この端末で設定さ

れている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]を設定して運用したとき、プリンタサーバに10台以上接続して印刷すること
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ができなくなります。この場合は[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]を設定してください。[ローカルプリンタでの印刷の

みを監視する]を設定する場合は、“2.5.1.1 ウィザード形式でインストールする”の手順10.を参照してください。

8. 「パスワードの入力」画面が表示されますので、クライアント状態表示・変更ユーティリティのパスワードを設定して、[次へ]ボタン

をクリックしてください。

なお、ここで設定するパスワードは、Citrix XenApp監視機能のアンインストールや保守コマンドの実行時に必要になります。入

力内容の条件は以下のとおりです。

－ 半角で32文字までの英数字および以下の記号以外が入力できます。

－ 入力できない記号は、「&」「<」「>」「|」「¥」「"」「~」「'」「?」「:」「^」です。

－ 全角および半角の空白は入力できません。

－ 半角のカナは入力できません。

 注意

パスワードを忘れないでください

このパスワードは、Citrix XenApp監視機能のアンインストールや、保守コマンドの実行時に必要です。パスワードを忘れると、ア

ンイントールや保守コマンドを実行できなくなりますので注意してください。

9. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。

インストールを開始する場合は、［インストール］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を確認もしくは変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。

10. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

2.7 ログアナライザサーバを構築する

Systemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバのインストール、および環境構築について説明します。

2.7.1 ログアナライザサーバをインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのログアナライザサーバを、新規にインストールする方法について説明します。

Systemwalker Desktop Log Analyzer 管理サーバがインストールされた状態で、V14.0.0のログアナライザサーバをインストールする場

合は“第4章 バージョンアップ”の“4.9 Systemwalker Desktop Log Analyzerから移行する”を参照してください。

 
インストール前の確認事項

・ “Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照して、データベース関連ファイルのインストール先に指定するドライ

ブに必要なディスク容量が確保できるかを確認してください。

・ “Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照して、“混在運用できない製品”を確認してください。

・ 以下の製品がインストールされているか確認してください。

－ Interstage Navigator Server

Interstage Navigator Serverがインストールされている場合は、一度アンインストールを行ってから本製品をインストールしてくださ

い。
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・ “Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号を確認してください。

ログアナライザサーバでは、以下の3つのポートをデフォルト値として使用します。

－ 30001：目的別集計機能で使用

－ 30002：データベースへのアクセスに使用

－ 30004：レポート出力ツール、ログアナライザで使用

 注意

ログアナライザユーザーについて

「ログアナライザユーザー」とは、Systemwalker Desktop Keeperのログ分析機能を使用する場合に、ログアナライザサーバ上で、デー

タベース構築やデータ移入などの運用に使用するWindowsアカウントです。

インストールを行う前に、以下のログアナライザユーザーとして指定できる条件や権限の仕様について確認してください。

・ ログアナライザユーザーにローカルアカウントを指定する場合は、インストールをローカルアカウントで実行してください。また、ログ

アナライザユーザーにドメインアカウントを指定する場合は、インストールをドメインアカウントで実行してください。

・ ログアナライザユーザーとしてドメインアカウントを指定する場合は、同名のローカルアカウントが存在しないことを必ず確認してく

ださい。

・ ログアナライザユーザーに指定するWindowsアカウントは、以下の権限/設定が必要です。

－ ローカルアカウントの場合は、Administratorsグループに所属していること、ドメインアカウントの場合は、Domain Adminsグルー

プに所属していること

－ 無期限パスワードが設定されていること

なお、ローカルアカウントの場合に限り、存在しないWindowsアカウントを指定した場合は、自動的に上記の権限/設定のWindows
アカウントが生成されます。

・ ログアナライザユーザーに指定したWindowsアカウントには、以下の権限が自動的に付与されます。

－ サービスとしてログオン

－ オペレーティングシステムの一部として機能

－ バッチジョブとしてログオン

ログアナライザサーバのインストール手順は、以下のとおりです。なお、動作環境については“Systemwalker Desktop Keeper 解説書”

を参照してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

 注意

ログオンアカウントを削除しないでください

ここでWindowsにログオンしたユーザー名とパスワードは、ログアナライザサーバをアンインストールする時に必要になります。ロ

グオンしたユーザー名とパスワードはメモに残すなどして、忘れないようにしてください。またログオンしたユーザーアカウントは

削除しないようにしてください。

2. OSがWindows Server® 2008で、かつ、同じサーバに、Desktop Keeper の CT 機能を導入済の時は、コマンドプロンプトで以下

のコマンドを続けて実行してください。

OSがWindows Server® 2008 64ビットの場合は、カレントフォルダを "%SystemRoot%¥SYSWOW64" に変更してから実行してく

ださい。 (%SystemRoot%は、通常C:¥Windowsです)

fsw11ej7 <Password> /s /e cc
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<Password>：

クライアント(CT)のインストール時に指定したパスワードを入力します。

fsw11ej7 <Password> /s /e ct

<Password>：

クライアント(CT)のインストール時に指定したパスワードを入力します。

3. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「ログアナライザサーバ インストール」を選択してください。

上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

4. 「Systemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバ セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリック

してください。

5. 「必須環境情報」画面が表示されます。

画面に表示される事前準備が実施されている場合は、[OK]ボタンをクリックしてください。

事前準備が実施されていない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして、インストールをいったん中断し、画面に表示される事前

準備を実施してから、再度インストール作業を実施してください。

6. ログアナライザサーバ機能の「インストール先の選択」画面が表示されます。

画面上に表示されている［インストール先ドライブ］の［必要な容量／空き容量］を確認してください。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

なお、ログアナライザサーバのインストールフォルダに空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文字は指定できませ

ん。また、以下のドライブは指定できません。

－ ドライブのルート (C:¥、D:¥等)

－ ネットワークドライブ

－ フォーマット形式がNTFS以外のドライブ

 注意

圧縮や暗号の対象外にしてください
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ログアナライザサーバ機能のインストール先フォルダや下記のデータベース関連ファイルのインストール先フォルダを圧縮また

は暗号化の対象とした場合、プログラム動作に影響がでる可能性がありますので、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

7. データベース関連ファイルの「インストール先の選択」画面が表示されます。（既に使用可能なSymfoware Serverがインストール

されている場合は本設定画面は表示されません。次の手順に進んでください。）

画面上に表示されている［インストール先ドライブ］の［必要な容量／空き容量］を確認してください。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

なお、データベース関連ファイルのインストールフォルダに空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文字は指定でき

ません。また、以下のドライブは指定できません。半角空白も指定できません。

－ ドライブのルート (C:¥、D:¥等)

－ ネットワークドライブ

－ フォーマット形式がNTFS以外のドライブ

8. 「ポート番号の入力」画面が表示されますので、ログアナライザサーバが使用するポート番号を設定して、[次へ]ボタンをクリック

してください。

なお、ポート番号をデフォルト値から変更する場合は、5001から60000までの使用していない番号を入力してください。数値以外

の文字列は指定できません。

－ [通信ポート1]: 目的別集計機能で使用します。初期値は30001です。

－ [通信ポート2]: データベースとの通信に使用します。初期値は30002です。

－ [通信ポート3]: レポート出力ツール、ログアナライザで使用します。初期値は30004です。

9. 「ログアナライザユーザーの登録」画面が表示されますので、データベースの構築やデータ移入などの運用で使用するWindows
アカウントを設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

－ [ユーザー名]: 先頭が英字で始まる18文字以下の半角英数字が入力できます。空白文字は使用できません。なお、指定で

きるユーザー名には以下の条件があります。

- 既存のグループ名と同じユーザー名を指定することはできません。

- コンピュータ名と同じユーザー名を指定することはできません。

－ [パスワード]: 14文字以下の半角英数記号が入力できます。空白文字は使用できません。また、パスワードは省略できませ

ん。

10. 手順9.で、OSに登録されていないユーザー名を指定した場合は、[パスワード確認]画面が表示されますので、パスワードを再度

入力してください。パスワードが正しく入力されると、手順8で指定したユーザーがログアナライザユーザーとしてローカルに作成

されます。

(手順9.で、すでにOSに登録されているユーザーをログアナライザユーザーとして指定した場合は、［パスワード確認］画面は表

示されません）

11. 「ファイルコピーの開始」画面が表示されます。

設定した内容を確認し、インストールを開始する場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。

12. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］
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 注意

Windows Server® 2003 SP1/SP2 、Windows Server® 2003 R2、またはWindows Server® 2008へインストールする場合の注意事項

について

Windows Server® 2003 SP1/SP2 、Windows Server® 2003 R2、Windows Server® 2008の環境で、Windowsファイアウォール機能を有

効にした場合、ログアナライザサーバが使用する通信ポートが使用できなくなるため、Webコンソールまたはレポート出力ツールから接

続できなくなる場合があります。

Windowsファイアウォールの例外に、ログアナライザサーバが使用するポート番号(デフォルトは、30001、30002、30004)を登録してくだ

さい。

ログアナライザサーバのインストールを行った後は、ログアナライザサーバを動作させるためのデータベース環境の作成が必要です。

引き続き、“データベースを構築する”を参照し、データベースの構築作業を実行してください。

2.7.2 データベースを構築する

Systemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバのデータベースを新規に構築する方法について説明します。

 注意

データベースを構築する場合、以下の制限・注意があります

【Systemwalker Desktop Log Analyzer のデータベースはそのまま移行できません】

Systemwalker Desktop Log AnalyzerからSystemwalker Desktop Keeper V14.0.0に移行する場合、データの再移入が必要です。

データベースを構築する前に必ず“第4章 バージョンアップ”を参照してください。

【データベース作成先の圧縮・暗号化について】

データベースを構築するドライブやフォルダは、圧縮や暗号の設定を行わないでください。

【データベース作成時のユーザー（ログアナライザユーザー）について】

データベース環境を構築した時のWindowsログオンユーザー（ログアナライザユーザー）は削除しないでください。データベース環

境を削除、データベース環境の移行および管理情報やログデータのリストアには、データベース環境を構築した時に使用したWindows
ログオンユーザーが必要です。

【イベントビューアの設定について】

事前にイベントビューア（アプリケーションログ）の 大ログサイズ、 大になったときの動作の設定を確認し、新規のイベントログが

問題なく記録されるようにしてください。イベントログが記録されない状態ではデータベースの構築作業が中断する場合があります。

 
データベース構築前の確認事項

ログアナライザサーバでは以下のポートをデータベースアクセス時に使用します。

・ 30003番

・ 30004番

すでに上記ポート番号が使用されている場合は、データベースを構築する前に“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュ

アル”の“ポート番号一覧”を参照し、Systemwalker Desktop Keeperの環境を変更してください。

 
データベース構築時間の目安について

作成するデータベースの容量により、データベース構築に時間がかかります。作成時間の目安は以下のとおりです。

・ データベース容量が約50GBの場合（Xeon 3.16GHz、メモリ4GB、RAID1構成）

測定条件：
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－ クライアント台数: 250台

－ ファイル操作ログ件数: 500件

－ ファイル操作ログ以外の件数: 500件

－ 保存月数: 4ヶ月

DB構築時間：約30分

※ 処理時間例は参考値です。PCのCPU、メモリ、ディスク性能、他のアプリケーションの動作状況などの要因で変化します。

Systemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバのデータベースを構築する手順は、以下のとおりです。

1. ログアナライザユーザー(ログアナライザサーバインストール時に設定したWindowsアカウント)でログオンします。

2. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[ログアナライザ]-[運用環境保守ウィザード]を選択します。

3. 「運用環境保守ウィザードへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

4. 「処理の選択」画面が表示されますので、[実施する処理]を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

項目名 説明

[実施する処理] 実施する処理を選択します。ここでは、“運用環境の構築”を選択してください。
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項目名 説明

・ 運用環境の構築

・ 運用環境の削除

5. 「ログアナライザサーバ認証」画面が表示されます。

［ユーザー名］および［パスワード］を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

項目名 説明

[ユーザー名] ログアナライザサーバインストール時に設定したログアナライザユーザーのユーザー

名を入力します。

[パスワード] ログアナライザサーバインストール時に設定したログアナライザユーザーのパスワー

ドを入力します。

6. 「データベース情報の入力」画面が表示されます。

［データベース格納先］および［データベース見積もり］を設定して、[容量計算]ボタンをクリックしてください。

［容量］に表示された［データベース容量］と［ディスク空き容量］を確認し、［ディスク空き容量］が不足している場合は、［データ

ベース格納先］を変更してください。また、［データベース容量］は必要に応じて加算できます。［データベース容量］に直接設定

しなおしてください。

［データベース格納先］と［データベース見積もり］が確定したら、[次へ]ボタンをクリックしてください。
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項目名 説明

[データベース格納先] データベースの作成先を入力します。初期値は、“C:
¥DTK_LOGANALYZER¥SFWD”です。表示されている作成先か

ら変更する場合は、［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更して

ください。

データベース構築先のフォルダ名として指定できる文字数は、32バ
イトまでです。空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文

字は指定できません。

また、以下を指定することはできません。

・ ドライブのルート（C:¥, D:¥ 等）

・ ネットワークドライブ

・ NTFS以外のドライブ

[データベース見積

もり]
[クライアント台数]
(必須)

このサーバで管理するクライアント台数を1～99999の範囲で入力し

ます。

[ファイル操作ログ件

数] (必須)
ファイル操作のログ件数を1～99999の範囲で入力します。

[ファイル操作ログ以

外の件数](必須)
ファイル操作ログ以外のログ件数を1～99999の範囲で入力します。

[保存月数](必須) 保存月数を1～12の範囲で選択します。

[容量] [データベース容量]

(必須)

［データベース容量の試算］の各項目を設定し、［容量試算］ボタン

をクリックしたときに、試算値が表示されます。

データベース作成先のディスク空き容量が十分にあり、試算値より

大きい容量で作成したい場合は、ディスク空き容量の範囲内で本

項目を再設定してください。

[ディスク空き容量] 作成先ディスクの空き容量が表示されます。

 注意

[保存月数]について

データベース内部では、指定された保存月数×31のログの格納領域に分割します。

例えば、保存月数が3の場合、3×31=93個の格納領域に分割します。
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データ移入コマンドの起動ごとに、格納領域1、格納領域2、格納領域3、・・・のように異なる格納領域に格納していきますが、格

納領域93の次は格納領域1に戻り上書きするため、当該領域の古いデータは削除されます。

また、上書き格納するデータが既存の格納領域で入りきらない場合は、次の格納領域など複数を一度に削除する場合もありま

す。

上記のとおり、[保存月数]に相当する格納領域をサイクリックに使用しますが、操作日時の も古いデータではなく、 も移入し

たのが古いデータが格納領域単位で上書きされることに注意してください。

7. 「設定内容の確認」画面が表示されますので、画面に表示されている内容に誤りがないか確認し、[次へ]ボタンをクリックしてくだ

さい。

「処理の実行」画面が表示され、データベースの作成を開始します。

8. 処理が正常に完了すると、「処理完了」画面が表示されますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

2.7.3 ログアナライザサーバの環境を設定する

ログアナライザサーバをインストールしデータベースの構築完了後、サーバの環境を構築します。サーバの環境設定には、管理サー

バ/統合管理サーバ側での環境構築作業と、ログアナライザサーバ上での環境構築作業が必要です。

環境構築作業の前にそれぞれのサーバ上で、以下の事前準備を行ってください。

 
事前準備１：共有フォルダの作成（ログアナライザサーバでの作業）

管理サーバ/統合管理サーバで収集したログ、および管理者情報の受渡しのため、ログアナライザサーバ上に共有フォルダを作成し

ておく必要があります。

共有フォルダは、フルパスで140バイト以内になるように作成してください。なお、セキュリティの観点から共有フォルダに対しては以下

の設定を行ってください。

・ 接続を許可するユーザー数を管理サーバ/統合管理サーバの台数に設定します。

・ 接続を許可するユーザーには、Administratorsグループに所属するユーザーをフルコントロールで設定します。

・ 共有フォルダのセキュリティ設定へ以下のグループとユーザーをフルコントロールで設定します。

－ 「接続を許可するユーザー」として設定したユーザー

－ Administratorsグループ

－ SYSTEMユーザー

ここで作成した共有フォルダ名は、後述するログアナライザ設定や、データ移入コマンドで使用します。
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・ 「ログアナライザ設定」画面では、共有ネットワークフォルダ名（¥¥IPアドレス¥フォルダパス）形式で指定してください。

・ 「データ移入コマンド」では、共有フォルダのローカルパスを指定してください。

 
事前準備２：ログ一時格納先フォルダの作成（管理サーバ/統合管理サーバでの作業）

管理サーバ/統合管理サーバ上でログ一時格納先フォルダを作成しておく必要があります。

ログ一時格納先フォルダは、140バイト以内のフルパスで作成してください。また、事前準備１で作成した共有フォルダをログ一時格納

先フォルダとして使用することはできません。

ログ一時格納先フォルダに必要なディスク容量見積もりについては、“Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照し

て、“ログ転送実行時に必要な一時ディスク容量見積もり式”を参照してください。

2.7.3.1 管理サーバ/統合管理サーバ上で、ログアナライザ環境を設定する

ログアナライザサーバを管理サーバ/統合管理サーバと関連付け、管理サーバ/統合管理サーバで収集するログおよび管理者情報を

ログアナライザサーバ側に移入するための環境を、管理サーバ/統合管理サーバ側で設定します。

管理サーバ/統合管理サーバ上で行う設定内容は以下のとおりです。

・ ログアナライザサーバ接続環境を設定する

・ 管理者情報をログアナライザサーバに転送する

・ ログアナライザサーバ情報を登録する

 
ログアナライザサーバ接続環境を設定する

管理サーバ/統合管理サーバ上で、以下の設定を行います。

1. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[ログアナライザ設定]を選択します。

→「ログアナライザ設定」画面が表示されます。
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2. 以下の項目を入力し[設定]ボタンをクリックします。

項目名 説明

転送先

（ログアナライザサー

バ）

ログの転送先共有フォルダ ログを送信するログアナライザサーバ上の共有フォルダ名を、「¥¥IP
アドレス¥フォルダパス」の形式で設定します。

ログアナライザサーバが、管理サーバ/統合管理サーバと同一コン

ピュータ上にある場合も、共有フォルダの設定を行い、上記形式

で指定してください。

共有フォルダ接続用

Windowsアカウント

“事前準備１：共有フォルダの作成（ログアナライザサーバでの作

業）”で「接続を許可するユーザー」として設定したアカウント名と

パスワードを設定してください。

パスワードは64バイトまで指定できます。

なお、パスワードが65バイト以上である場合は、64バイト以下のパ

スワードに変更した上で本設定を行ってください。

転送元

（管理サーバ）

ログ一時格納先フォルダ ログを一時的に格納するフォルダ(注1)
140バイトまで指定できます。

データベース情報 管理サーバ/統合管理サーバのデータベース名(注2)、サーバ設

定ツールで設定したアクセス権限が"バックアップ・リストア"のユー

ザーIDとパスワードを設定します。

パスワードは64バイトまで指定できます。

なお、パスワードが65バイト以上である場合は、64バイト以下のパ

スワードに変更した上で本設定を行ってください。

ログ取得期間 データ取得開始日を設定します。

本項目については、導入時に設定する必要はありません。運用環

境を整える段階で、ログの転送スケジュールを決定し、本設定を

行ってください。詳細は、"Systemwalker Desktop Keeper 運用ガ

イド 管理者編"の"管理サーバでログ取得期間を設定する"を参照

してください。

注1) 事前準備２で用意したフォルダを指定してください。

注2) 管理サーバ/統合管理サーバのデータベース名に関しては、"DTKDB"から変更する必要はありません。

 
管理サーバ/統合管理サーバ上で、管理者情報をログアナライザサーバに転送する

データ転送コマンド（TRANS.bat）を使用して、管理サーバ/統合管理サーバで設定した管理者情報を転送します。転送手順は以下の

とおりです。

 注意

Windows Vista®またはWindows Server 2008®での実行について

Windows Vista®またはWindows Server 2008®で本コマンドを実行する場合、管理者として実行したコマンドプロンプト上で本コマンド

を実行してください。

1. 管理サーバ/統合管理サーバに、Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユー

ザーでWindowsにログオンします。

2. コマンドプロンプトで、以下のコマンドを実行しツールが格納されているフォルダへ移動します。

cd "[Systemwalker Desktop Keeperインストールフォルダ]¥LogAnalyzer¥TRANS"

3. 以下のコマンドを実行し、管理者情報をログアナライザサーバに転送します。

cmd /c "TRANS.bat" -u
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コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“TRANS.bat（ログアナライザサーバへの

データ転送）”を参照してください。

 
ログアナライザサーバ情報を登録する

ログアナライザサーバ情報の登録コマンド（RegisterLAInfo.exe）を使用して、管理サーバ/統合管理サーバにログアナライザサーバ情

報を登録します。本手順は2階層システムの管理サーバ、または3階層システムの統合管理サーバ上で実施します。

登録手順は以下のとおりです。

1. 管理サーバ/統合管理サーバに、Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユー

ザーでWindowsにログオンします。

2. ログアナライザサーバ情報ファイルを作成します。

ログアナライザサーバ情報ファイルを作成し、構築したすべてのログアナライザサーバの情報(IPアドレス、ポート番号)を記載し

ます、

ログアナライザサーバ情報ファイルの作成方法については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ログア

ナライザサーバ情報”を参照してください。

3. コマンドプロンプトで、以下のコマンドを実行しツールが格納されているフォルダへ移動します。

cd "[Systemwalker Desktop Keeperインストールフォルダ]¥LogAnalyzer¥TRANS"

4. 以下のコマンドを実行し、ログアナライザ情報を登録します。

RegisterLAInfo.exe  -r  <入力ファイルパス>

入力ファイルパスは、手順2.で作成したログアナライザサーバ情報ファイルの格納先を指定してください。コマンドの詳細につい

ては、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“RegisterLAInfo.exe(ログアナライザサーバ情報の登録)”を参

照してください。

2.7.3.2 ログアナライザサーバ上で、管理者情報を登録する

データ移入コマンド(DttoolEx.exe)を使用して、転送された管理者情報をログアナライザサーバに登録します。登録手順は以下のとお

りです。

1. ログアナライザサーバに、ログアナライザユーザー(ログアナライザサーバインストール時に設定したWindowsアカウント)でログオ

ンします。

2. コマンドプロンプトで、以下のコマンドを実行します。

[ログアナライザサーバインストールフォルダ]¥bin¥dttool¥DttoolEx.exe  -u ［共有フォルダのローカルパス名]

“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“DTTOOLEX.EXE(ログアナライザサーバへのデータ移入・削除)”を
参照してください。

2.8 レポート出力の環境を構築する

Systemwalker Desktop Keeper レポート出力ツールのインストール、および環境構築について説明します。

2.8.1 レポート出力ツールをインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのレポート出力ツールのインストールを、新規にインストールする方法について説明します。

 
インストール前の確認事項

・ “Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照して、“混在運用できない製品”を確認してください。

- 108 -



・ “Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“ポート番号一覧”を参照して、使用するポート番号を確認してください。

レポート出力ツールのインストール手順は、以下のとおりです。なお、動作環境については“Systemwalker Desktop Keeper 解説書”を

参照してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「レポート出力ツール インストール」を選択してください。

上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Systemwalker Desktop Keeper レポート出力ツール セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックし

てください。

4. レポート出力ツール機能の「インストール先の選択」画面が表示されます。

画面上に表示されている［インストール先ドライブ］の［必要な容量／空き容量］を確認してください。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

なお、レポート出力ツールのインストールフォルダに空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文字は指定できません。

また、以下のドライブは指定できません。

－ ドライブのルート (C:¥、D:¥等)

－ ネットワークドライブ

－ フォーマット形式がNTFS以外のドライブ

上書きインストールする場合は、設定の変更はできません([参照]ボタンは無効です)。

5. データベース関連ファイルの「インストール先の選択」画面が表示されます。（既に使用可能なSymfoware Clientがインストール

されている場合は本設定画面は表示されません。次の手順に進んでください。）

画面上に表示されている［インストール先ドライブ］の［必要な容量／空き容量］を確認してください。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

なお、データベース関連ファイルのインストールフォルダに空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文字は指定でき

ません。また、以下のドライブは指定できません。半角空白も指定できません。
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－ ドライブのルート (C:¥、D:¥等)

－ ネットワークドライブ

－ フォーマット形式がNTFS以外のドライブ

6. 「ログアナライザサーバ情報の入力」画面が表示されますので、接続するログアナライザサーバのIPアドレス、通信ポート番号を

設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

[ログアナライザサーバIPアドレス]: 接続するログアナライザサーバのIPアドレスを設定してください。

[通信ポート]: ログアナライザサーバインストール時の「ポート番号の入力」画面で、レポート出力ツールで使用する、「通信ポート

3」で指定した値と同じ値を設定してください。

なお、上書きインストールする場合は、設定の変更はできません。

7. 「ファイルコピーの開始」画面が表示されます。

設定した内容を確認し、インストールを開始する場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。

 注意

データ実行防止に関する画面が表示された場合

「レポート出力ツール」をインストールするOSが、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2/3」の場合、Windowsの
データ実行防止(DEP)機能により、以下の画面が表示されることがあります。

    

この画面が表示された場合、以下の手順で「F3CWDELA.EXE」プログラムをデータ実行防止(DEP)機能の対象から外してくだ

さい。なお、2回目以降は、上記画面は表示されません。

1. [システムのプロパティ]画面の[詳細設定]タブのパフォーマンス欄の[設定]ボタンをクリックして、[パフォーマンスオプショ

ン]画面を表示します。

2. [パフォーマンスオプション]画面の[データ実行防止]タブを選択します。

3. DEPを無効にするプログラム一覧に以下を追加します。

“データベース関連ファイルインストール先”¥ODOS¥bin¥F3CWDELA.exe

8. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

なお、既にSymfoware Server Clientがインストールされている場合は再起動の選択指示はありませんので、そのまま[完了]ボタ

ンをクリックします。
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レポート出力ツールのインストール後は、レポート出力ツールを動作させるための環境設定が必要です。（接続するログアナライザサー

バの情報は、環境設定後に有効になります。）

引き続き、“2.8.2 レポート出力の環境を設定する”を参照し、環境設定を行ってください。

2.8.2 レポート出力の環境を設定する

レポート出力ツールのインストール後、レポート出力ツールを使用するための環境を構築します。レポート出力を行う場合に必要な環

境設定の手順および設定内容について説明します。

設定する項目は以下のとおりです。

サーバ設定

レポートを生成するときに接続するログアナライザサーバを設定します。

バッチユーザー設定

ログアナライザサーバでレポート出力バッチコマンドを実行する管理者のユーザーIDとパスワードを設定します。

トレースレベル

レポート出力ツールが出力するログの詳細レベルを指定します。

 注意

レポート出力ツールのインストール直後は、必ず環境設定が必要です

レポート出力ツールのインストール直後は、［トレースレベル］設定以外はなにも設定されていません。（ログアナライザサーバの情報に

ついては、インストール時の設定だけでは有効になりません）

レポート出力ツールを実行する前に、下記操作手順に従い、必ず［サーバ］設定、［バッチユーザー］設定の順に設定を行ってくださ

い。

操作手順は以下のとおりです。

1. レポート出力ツールをインストールしたPC上で、Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループ

に所属するユーザーでWindowsにログオンします。

 注意

ログオンアカウントを忘れないでください

ここでWindowsにログオンしたユーザー名とパスワードは、レポート出力スケジュールの設定時に、Windowsにログオンするとき

に必要です。メモに残すなどして、忘れないようにしてください。

2. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[ログアナライザ]-[レポート出力環境設定]を選択します。

- 111 -



3. [サーバ]タブを選択し、サーバ情報を設定します。

項目名 説明

[接続先] インストール時に設定した接続するログアナライザサーバのIP
アドレスが表示されます。

必要に応じて変更してください。設定可能な文字数は18バイ

トです。

[ポート番号] インストール時に設定した接続するログアナライザサーバの

ポート番号が表示されます。

必要に応じて変更してください。設定可能な文字数は5バイト

です。

4. [設定]ボタンをクリックします。設定確認画面が表示されますので、続行する場合は[はい]ボタンをクリックしてください。なお、設

定後の値は、次回起動時のデフォルト値となります。

5. サーバの設定が正常に行われると、完了メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

6. [バッチユーザー]タブを選択し、バッチユーザー情報を設定します。

項目名 説明

[管理サーバIPアドレス] バッチユーザーに設定するユーザーが登録されている

Systemwalker Desktop Keeperの統合管理サーバまたは管理

サーバのIPアドレスを指定します。
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項目名 説明

15文字までのIPアドレス形式の文字列を入力します。

一度認証されたIPアドレスは、10件まで記録されます。次回か

らは、ログイン画面で、プルダウンメニューから選択できます。

[ユーザーID] ユーザーIDを指定します。指定できるのは、サーバ設定ツー

ルで設定済みの管理者のユーザーIDです。

[パスワード] [ユーザーID]に入力したユーザーIDのパスワードを指定しま

す。

7. [設定]ボタンをクリックします。設定確認画面が表示されますので、続行する場合は[はい]ボタンをクリックしてください。

8. バッチユーザーの設定が正常に行われると、完了メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

9. [トレースレベル]タブを選択し、ログの詳細レベルを設定します。

項目名 説明

[トレースレベル] ログの詳細レベルを設定します。指定可能な値は以下のとお

りです。

1: 起動/終了およびエラーを出力します。

2: 詳細なトレース情報を出力します。

初期値は1です。

10. [設定]ボタンをクリックします。設定確認画面が表示されますので、続行する場合は[はい]ボタンをクリックします。

11. トレースレベルの設定が正常に行われると、完了メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

12. すべての設定が完了したら、［終了］ボタンをクリックして「環境設定」画面を終了してください。
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第3章 保守

本章では、Systemwalker Desktop Keeperの資産を退避・復元する方法について説明します。

Systemwalker Desktop Keeperの資産は、管理サーバ/統合管理サーバ、およびログアナライザサーバにあります。退避の対象、退避・

復元方法について、管理サーバ/統合管理サーバ、ログアナライザサーバに分けて説明します。なお、管理サーバ/統合管理サーバと

ログアナライザサーバはそれぞれ独立しており、保守作業は個々に実施可能です。

3.1 管理サーバ/統合管理サーバの保守

Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバ/統合管理サーバの保守方法について説明します。

3.1.1 資産の退避対象および退避方法

Systemwalker Desktop Keeper管理サーバ/統合管理サーバの資産を退避・復元する目的には以下の2つがあります。

環境異常時に備えた退避

ハードディスクの故障やファイルの破壊などに備えたデータの退避、およびそれら異常発生時の復元

定常的なログ運用のための退避

データベース領域の枯渇を発生させないために、ログ情報の保存期間を運用により設定し、期間外のログ情報の削除を目的とし

た退避

※ 運用イメージについては、“1.2.6 ログの運用方法を決定する”を参照してください。

退避対象には、設定ファイルなど製品自身の動作に関連する“製品資産”と、ログ情報などの“ユーザー資産”に分類されます。製品

資産とユーザー資産それぞれの退避対象と上記目的に沿った退避対象・退避方法は以下のとおりです。

種別 退避対象 形式 退避方法 環境異常時に

備えた退避

定常的な

ログ退避

製品資産 設定ファイル ファイル 手動退避 ○ －

自己版数管理機能のCT
更新モジュール

ファイル 手動退避 ○ －

ユーザー資産 管理情報 データベース バックアップツール

(GUI/コマンド)
○ ○

ログ情報（コマンドプロン

プト操作ログ以外）

データベース バックアップツール

(GUI/コマンド)
○ ○

ログ情報（コマンドプロン

プト操作ログ）

ファイル バックアップツール

(GUI/コマンド)
○ ○

付帯データ ファイル 手動退避 ○ △

○：退避対象    －：退避不要    △：任意

3.1.1.1 製品資産

製品資産として退避・復元される情報の詳細、および退避方法について説明します。
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設定ファイル

退避・復元の対象となる設定ファイルは、以下のとおりです。なお、OSのインストール先を変更している場合、ファイルの格納されてい

るディレクトリは、下記の表とは異なる場合があります。(下表の場合、CドライブにOSをインストールしている場合のパスで表示していま

す)

No. 退避対象 内容および格納先

1 SWCTVerSettings.ini 自己版数管理機能の設定ファイルです。

統合管理サーバおよび管理サーバに格納されています。

Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥system32」
Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」
Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

2 SWCTVerSettings2.ini 自己版数管理機能の設定ファイルです。

自己版数アップ機能を使用してバージョンアップまたはエディションアップを行って

いる場合にだけ統合管理サーバおよび管理サーバに格納されています。

Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥system32」
Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」
Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

3 SWDB.ini Systemwalker Desktop Keeper  データベース接続の設定ファイルです。

Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows」
Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows」
Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT」

4 SWMailSettings.ini 管理者通知機能（メール通知）の設定ファイルです。

Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows」
Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows」
Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT」

5 SWEventViewer.ini 管理者通知機能（イベントログ）の設定ファイルです。

統合管理サーバまたは管理サーバに格納されています。

Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥system32」
Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」
Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

【退避・復元方法】

退避:

上記の場所に格納されているファイルを退避します。

復元:

退避済みのファイルを上記の場所に格納します。

 
自己版数管理機能のCT更新モジュール

自己版数管理機能のCT更新モジュールは、格納先は以下のとおりです。なお、[CTアップロードモジュール保存先]を初期値から変

更している場合には、変更先を退避してください。

No. 退避対象 格納先

1 UpdateModuleフォルダの

配下すべて

統合管理サーバまたは管理サーバのサーバ設定ツールで指定した、自己版数管理

機能のCTアップロードモジュール保存先フォルダです。

(初期値:C:¥DTK¥UpdateModule)

【退避・復元方法】
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退避:

退避対象のフォルダ配下すべてを退避します。

復元:

退避済みのフォルダ配下すべてを上記の場所に格納します。

3.1.1.2 ユーザー資産

ユーザー資産として退避・復元される情報の詳細、および退避方法について説明します。

 
各管理情報

退避・復元の対象となる管理情報は、以下のとおりです。

No. 退避対象(テーブル名) 内容

1 LEVELOBJECT 階層オブジェクト情報

2 LEVELCOMPOSITION 階層構成

3 PRINTPERMISSION 印刷許可

4 LOGINGUARD ログオン禁止

5 STARTUPGUARD アプリケーション起動禁止

6 MAILATTACHSET メール添付禁止

7 USERINFO ユーザー情報

8 NODEINFO ノード情報

9 PHYSICALNODELIST 物理ノード管理

10 SETTINGS 設定値

11 SETTINGSLOG 設定変更ログ

12 FILEACC_ACQUIREPROCESS ファイル操作ログ登録プロセス

13 FILEACC_ACQUIREEXTENSION ファイル操作ログ登録拡張子

14 USERPOLICYINFO ユーザーポリシー情報

15 LOGONUSER_PRINTPERMISSION ユーザー単位に登録している印刷許可

16 LOGONUSER_STARTUPGUARD ユーザー単位に登録しているアプリケーション起動禁止

17 USERMAILATTACHSET ユーザー単位に登録しているメール添付禁止

18 LOGONUSER_SETTINGSLOG ユーザー単位に登録している設定変更ログ

19 WINDOWTITLELOGFILTER ウィンドウタイトルログのフィルタリング条件

20 LOGONUSER_WINDOWTITLELOGFILTER ユーザー単位に登録しているウィンドウタイトルログのフィルタリン

グ条件

21 WINDOWCAPTUREFILTER 画面キャプチャ条件

22 LOGONUSER_WINDOWCAPTUREFILTER ユーザー単位に登録している画面キャプチャ条件

23 EXCLUSIONCONTROL 排他制御情報

24 DOMAINSETTINGS ドメイン設定情報

25 OBJECT_CONTROL CT部門管理者設定情報

26 LOGONUSER_LEVELCOMPOSITION ユーザー階層構成情報

27 LOGONUSER_CONTROL ユーザー部門管理者設定情報
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No. 退避対象(テーブル名) 内容

28 USBMASTER USB設定情報

29 POLICYTABLE 汎用ポリシー

【退避・復元方法】

退避:

バックアップツール(GUI)またはバックアップコマンドを使用します。詳しくは“3.1.2 ユーザー資産を退避する”を参照してください。

復元:

リストアツールを使用します。詳しくは“3.1.3 ユーザー資産を復元する”を参照してください。

 
ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ以外)

退避・復元の対象となるログ情報は、以下のとおりです。

No. 情報名(テーブル名) 内容

1

COMMONLOG1

共通ログ1

・ アプリケーション起動ログ

・ アプリケーション終了ログ

・ メール送信ログ

・ PrintScreenキー禁止ログ

・ PrintScreenキー操作ログ

2

COMMONLOG2

共通ログ2

・ ウィンドウタイトル取得ログ

・ 印刷禁止ログ

・ コマンドプロンプト操作ログ(インデックス情報のみ)

・ 連携アプリケーションログ

3

COMMONLOG3

共通ログ3

・ メール添付禁止ログ

・ ウィンドウタイトル取得ログ(URL付き)

・ ログオン、ログオフ、PC起動、PC終了、PC休止、PC復帰ログ

・ デバイス構成変更ログ(注)

4 STARTUPGUARDLOG アプリケーション起動禁止ログ

5 LOGINGUARDLOG ログオン禁止ログ

6 PRINTLOG 印刷操作ログ

7 FILEBRINGOUTLOG ファイル持出しログ

8 LOGKEYWORDS ログキーワード検索

9 FILEACCESSLOG ファイル操作ログ

注）デバイス構成変更ログは、V13まではCOMMONLOG1に記録されています。

【退避・復元方法】
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退避:

バックアップツール(GUI)またはバックアップコマンドを使用します。詳しくは“3.1.2 ユーザー資産を退避する”を参照してください。

復元:

リストアツールを使用します。詳しくは“3.1.3 ユーザー資産を復元する”を参照してください。

 
ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ)

コマンドプロンプト操作ログの格納先は以下のとおりです。なお、[コマンドプロンプト・ログ保存先]を初期値から変更している場合に

は、変更先を退避してください。

No. 退避対象 格納先

1 PromptLogフォルダの配下

すべて

統合管理サーバまたは管理サーバのサーバ設定ツールで指定した、コマンドプロン

プト・ログ保存先フォルダです。

(初期値:C:¥DTK¥PromptLog)

【退避・復元方法】

退避:

バックアップツール(GUI)またはバックアップコマンドを使用します。詳しくは“3.1.2 ユーザー資産を退避する”を参照してください。

復元:

リストアツールを使用します。詳しくは“3.1.3 ユーザー資産を復元する”を参照してください。

 
付帯データ

付帯データの格納先は以下のとおりです。なお、[付帯データ保存先]を初期値から変更している場合には、変更先を退避してくださ

い。

No. 退避対象 格納先

1 ScreenCaptureフォルダ配

下すべて

統合管理サーバまたは管理サーバのサーバ設定ツールで指定した、付帯データ保

存先フォルダです。

(初期値:C:¥DTK¥ScreenCapture)

付帯データは、上記保存先フォルダ配下の[日単位のフォルダ]-[CT単位のフォル

ダ]配下に格納されています。

【退避・復元方法】

退避:

退避対象のフォルダ配下すべてを退避します。

付帯データは、運用に応じて個別にバックアップしてください。なお、バックアップツールやバックアップコマンドを使用してログの

削除を実行しても、付帯データは削除されません。

復元:

退避済みのフォルダ配下すべてを上記の場所に格納します。

3.1.2 ユーザー資産を退避する

本製品が提供するユーザー資産のバックアップ機能には以下の2つがあります。

バッグアップツール(GUI)

GUI画面によりバックアップ条件を設定して実行します。スケジュール機能はありません。
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バックアップコマンド

コマンドへのパラメーター指定によりバックアップ条件を設定します。コマンド自身にスケジュール機能はありませんが、スケジュー

ル機能をもったバッチファイルに組み込むことで指定した日時に実行することが可能になります。

バックアップツール(GUI)およびバックアップコマンドは以下の操作を行うことができます。

・ データの退避

ハードディスクの故障やファイルの破壊などに備えることができます。またデータベースの再構築時にも使用します。退避可能な

情報は以下の2つです。

－ 管理情報

－ ログ情報（DB上のログデータおよびコマンドプロンプト操作ログ)

退避可能な情報の詳細については、“3.1.1.2 ユーザー資産”を参照してください。

なお、データの退避の処理時間は退避の対象となるログ件数により概算できます。目安は以下のとおりです。

－ 7,000件/秒 （Xeon、2.0GHz、メモリ2GB、RAID5構成）

※サーバ性能、RAID構成によってはこれ以上時間がかかる場合があります。

・ データの削除

運用時にデータベースに蓄積された不要なデータを削除し、データベースの領域不足を防ぐことができます。

なお、データの削除の処理時間は削除の対象となるログ件数により概算できます。目安は以下のとおりです。

－ 200件/秒 （Xeon、2.0GHz、メモリ2GB、RAID5構成）

※サーバ性能、RAID構成によってはこれ以上時間がかかる場合があります。

・ ログの情報出力(ログビューア形式)

運用時に採取された操作ログや禁止ログをログビューア形式(ログビューアで表示した形式)でCSVファイルとして出力し、参照す

ることができます。ただし、ログビューア形式で取り出した情報はリストアすることはできません。

なお、ログの情報出力の処理時間は退避の対象となるログ件数により概算できます。目安は以下のとおりです。

－ 2,000件/秒 （Xeon、2.0GHz、メモリ2GB、RAID5構成）

※サーバ性能、RAID構成によってはこれ以上時間がかかる場合があります。

バックアップツール(GUI)およびバックアップコマンドは、付帯データを除くユーザー資産データ（管理情報、ログ情報）をバックアップ

するものであり、本製品のプログラムや設定情報のすべてバックアップするものではありません。すべての情報をバックアップするには

別途バックアップソフトウエア等によるバックアップを定期的におこなってください。

3.1.2.1 バックアップツール(GUI)を利用する

バックアップツール(GUI)によって、ユーザー資産をバックアップする方法について説明します。

 注意

バックアップツール(GUI)の使用時に考慮すべきことについて

【出力先のディスク容量について】

退避ファイルの出力先として指定するディスクは、容量に十分余裕のあるディスクを使用してください。多量のデータを処理するこ

とでディスク容量に不足が発生する場合は、退避対象として指定する日付の範囲を狭めるなどの対応を行ってください。

【データベース関連ファイルのインストール先のディスク容量について】

データベース関連ファイルのインストール先の容量に十分余裕があるか確認してください。多量のログデータをバックアップする場

合、データベース関連ファイルのインストール先ドライブに十分な空き領域が必要です。必要なディスク容量については、“Systemwalker
Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照してください。
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【退避・復元は各サーバで行ってください】

3階層のシステム構成の場合、それぞれの管理サーバでデータベースを持っているため、退避、復元は統合管理サーバ、管理サー

バ単位で実施してください。

【データの変換について】

バックアップツールでは、ログ内のデータを変換してCSVファイルに出力する場合があります。変換内容は以下の2点です。

－ TAB、CR、LF  →  半角空白置換

－ "（ダブルクォーテーション）  →  ""（二重にする）

【付帯データの扱いについて】

付帯データ（画面キャプチャデータ、原本保管データ）については、バックアップツール/バックアップコマンドによるバックアップ対

象ではありません。また、ログの削除を実行しても、付帯データは削除されません。

 ポイント

バックアップツール（GUI)へのログオン履歴について

バックアップツール（GUI)へのログオン履歴はイベントログ（アプリケーション）に出力されます。

 
事前準備

復元を前提としたデータ退避を行う場合には、以下の設定情報を控えてください。（画面のビットマップ採取あるいはメモを取るなど）

対象 退避画面

管理コンソール [端末動作設定]

サーバ設定ツール [システム設定]

[ActiveDirectory連携設定] ※Active Directory連携機能利用時

[管理者通知設定]

[管理サーバ設定]

[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]

[端末動作設定]の表示方法は以下のとおりです。

1. [管理コンソール]を起動します。

2. [動作設定]メニューから[端末動作設定]を選択します。

→[端末動作設定]画面が表示されます。

サーバ設定ツールの各画面の表示方法は、“2.2.5 管理サーバ/統合管理サーバの環境を設定する”を参照してください。

 注意

控えた情報は大切に保管してください

上記の設定情報はバックアップツールでは退避できません。復元後、退避時と同じ設定にする場合は、復元後に端末動作設定の再

設定を行う必要がありますので、バックアップデータと共に控えた情報を大切に保管してください。

 
バックアップを実行する

バックアップツールの使用手順は以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。
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2. 統合管理サーバあるいは管理サーバをインストールしたマシンの[スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop
Keeper]-[サーバ]-[バックアップツール]を選択します。

→[Systemwalker Desktop Keeper バックアップツール]画面が表示されます。

3. サーバ設定ツールで登録したログオンID(アクセス権が“バックアップ・リストア”のログオンID)、およびパスワードを入力して、[OK]
ボタンをクリックします。（初期管理者のログオンID、パスワードでもログオンできます）

→[バックアップツール]画面が表示されます。

[バックアップツール]画面のメニューバーについて説明します

メニューバー 機能概要

[ファイル] [終了] バックアップツールを終了します。

[情報]
[テーブル件数確認] ログ情報が格納されているDBのテーブルにおける

レコード数を表示します。

[サービス]

[サービス状況確認] 接続している管理サーバ上の“階層化サービ

ス”、“サーバサービス”の動作状況を表示します。

[サービス起動] 接続している管理サーバ上の“階層化サービ

ス”、“サーバサービス”を起動します。
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メニューバー 機能概要

[サービス停止] 接続している管理サーバ上の“階層化サービ

ス”、“サーバサービス”を停止します。

[設定]

[抽出項目設定] ログビューア形式のバックアップ、ログテーブルの

バックアップ、ログテーブルのレコード削除を行うと

きに、入力した日付をどのデータ項目で抽出・削除

を行うかを指定します。

  ・クライアント発生日時で処理（標準）

  ・サーバ格納日時で処理

[バックアップツールト

レース]
[しない] バックアップツールのトレースを採取しません。

[概要] バックアップツールのトレースを概要モードで採取

します。

[詳細] バックアップツールのトレースを詳細モードで採取

します。

[ヘルプ]
[オンラインヘルプ] オンラインマニュアルを表示します。

[バージョン情報] 著作権情報およびバージョン情報を表示します。

4. バックアップツールで「管理情報」と「ログ情報」をバックアップするには、接続している管理サーバ上の“階層化サービス”、“サー

バサービス”を停止する必要があります。

a. [スタート]メニューから[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。

b. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順

を行ってください。

c. [サービス]メニューの[サービス停止]を選択すると、サービス停止確認の画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックし

ます。

d. 操作結果の状態を表す画面が表示されます。

e. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

5. 初回のバックアップでは、ログ情報のバックアップやログ情報の削除期間を設定する場合のデータ抽出方法を設定します。[設
定]メニューの[抽出項目設定]を選択します。

→[抽出項目設定]画面が表示されます。

この設定はログのバックアップ、ログの削除における日時指定をログがクライアント(CT)で作成された日時で処理するのか、サー

バへ格納された日時で処理するかの選択です。

－ [クライアント発生日時で処理(標準)]：
日時指定をログがクライアント(CT)で作成された日時で処理する場合に選択します。

－ [サーバ格納日時で処理]：
日時指定をログがサーバに格納された日時で処理する場合に選択します。
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6. ログをクライアント(CT)での発生時間で抽出する場合は「クライアント発生日時で処理(標準)」を、サーバへの格納時間で抽出す

る場合には「サーバ格納日時で処理」を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

 注意

抽出項目設定は運用後に変更しないでください

抽出項目設定は、運用開始後に変更しないでください。運用開始後に変更してバックアップを行った場合はバックアップできな

いログデータが発生する場合があります。抽出項目の見直しなど、運用開始後にやむを得ず設定を変更する場合は、前データ

をバックアップした後に変更してください。

7. [バックアップツール]画面において、以下のステップ1～4の情報を入力します。

ステップ1．管理情報を一括でバックアップする

項目名 説明

[管理情報を一括でバックアップする] 管理情報をバックアップする場合はチェックします。

[バックアップファイル格納先フォルダ] バックアップした管理情報を格納するフォルダを選択しま

す。指定方法は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでフォルダ名を入力する

出力する管理情報格納フォルダまでのパスを絶対パス

で入力します。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、出力する管理

情報を格納するフォルダを選択したあとに、[開く]ボタン

をクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で189文字まで入力でき

ます。ただし、以下の記号はフォルダ名として使用できませ

ん。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

バックアップした管理情報は指定したフォルダのサブフォル

ダ名MSyyyymmdd 配下に格納されます。(yyyymmddはバッ

クアップ処理を実行した日)

なお、同じ日に同じフォルダへ2度以上バックアップを実行

した場合はサブフォルダの末尾に(1)という名前が自動的に

付与されます。

2度目  MSyyyymmdd(1)

3度目  MSyyyymmdd(2)

4度目  MSyyyymmdd(3)

(以降、同様に番号が付きます)

ステップ2．ログビューア形式のログ情報をバックアップする

項目名 説明

[ログビューア形式のログ情報をバックアッ

プする]
ログ情報をログビューアで参照した場合と同じ形式でバック

アップする場合にチェックします。

[バックアップ対象期間] バックアップする期間を4つの方法で指定します。

・ 期間指定してログデータをバックアップ
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項目名 説明

－ 年は2000～9999、月は1～12、日は1～31を入力（シ

ステム日付まで指定可）

・ 指定日以前のログデータをバックアップ

－ 年は2000～9999、月は1～12、日は1～31を入力（シ

ステム日付まで指定可）

・ 本日を含め、指定した日数以前のログデータをバックアッ

プ

－ 0～999を入力。

－ 1と指定した場合は昨日までのログデータをバックアッ

プします。0と指定した場合は実行時点までのログ

データをバックアップします。

・ 今月を含め、指定した月数以前のログデータをバックアッ

プ

－ 0～99を入力

－ 1と指定した場合は昨月末までのログデータをバック

アップします。0と指定した場合は実行時点までのロ

グデータをバックアップします。

[バックアップ対象のログ種別] バックアップするログをチェックします。

[バックアップファイル格納先フォルダ] バックアップしたログ情報を格納するフォルダを選択します。

指定方法は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでフォルダ名を入力する

出力するログ格納フォルダまでのパスを絶対パスで入力

します。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、出力するログ

情報を格納するフォルダを選択したあとに、[OK]ボタン

をクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で189文字まで入力でき

ます。ただし、以下の記号はフォルダ名として使用できませ

ん。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

バックアップしたログ情報は指定したフォルダのサブフォルダ名

LVyyyymmdd 配下に格納されます。(yyyymmddはバックアッ

プ処理を実行した日)

なお、同じ日に同じフォルダへ2度以上バックアップを実行し

た場合はサブフォルダの末尾に(1)という名前が自動的に付

与されます。

2度目  LVyyyymmdd(1)

3度目  LVyyyymmdd(2)

4度目  LVyyyymmdd(3)

(以降、同様に番号が付きます)

ステップ3．ログ情報をバックアップする

項目名 説明

[ログ情報をバックアップする] ログ情報をバックアップする場合にチェックします。
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項目名 説明

[バックアップ対象期間] バックアップする期間を4つの方法で指定します。

・ 期間指定してログデータをバックアップ

－ 年は2000～9999、月は1～12、日は1～31を入力（シ

ステム日付まで指定可）

・ 指定日以前のログデータをバックアップ

－ 年は2000～9999、月は1～12、日は1～31を入力（シ

ステム日付まで指定可）

・ 本日を含め、指定した日数以前のログデータをバックアッ

プ

－ 0～999を入力。

－ 1と指定した場合は昨日までのログデータをバックアッ

プします。0と指定した場合は実行時点までのログ

データをバックアップします。

・ 今月を含め、指定した月数以前のログデータをバックアッ

プ

－ 0～99を入力

－ 1と指定した場合は昨月末までのログデータをバック

アップします。0と指定した場合は実行時点までのロ

グデータをバックアップします。

[バックアップファイル格納先フォルダ] バックアップしたログ情報を格納するフォルダを選択します。

指定方法は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでフォルダ名を入力する

出力するログ格納フォルダまでのパスを絶対パスで入力

します。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、出力するログ

情報を格納するフォルダを選択したあとに、[OK]ボタン

をクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で189文字まで入力でき

ます。ただし、以下の記号はフォルダ名として使用できませ

ん。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

バックアップしたログ情報は指定したフォルダのサブフォルダ名

BKyyyymmdd 配下に格納されます。(yyyymmddはバックアッ

プ処理を実行した日)

なお、同じ日に同じフォルダへ2度以上バックアップを実行し

た場合はサブフォルダの末尾に(1)という名前が自動的に付

与されます。

2度目  BKyyyymmdd(1)

3度目  BKyyyymmdd(2)

4度目  BKyyyymmdd(3)

(以降、同様に番号が付きます)
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ステップ4．ログ情報を削除する

項目名 説明

[ログ情報を削除する] ログ情報を削除する場合にチェックします。

[削除対象期間] ログを削除する期間を5つの方法で指定します。

・ ステップ3．の「ログ情報をバックアップする」の対象期間

と同じログデータを削除

・ 期間指定してログデータを削除

－ 年は2000～9999、月は1～12、日は1～31を入力（シ

ステム日付まで指定可）

・ 指定日以前のログデータを削除

－ 年は2000～9999、月は1～12、日は1～31を入力（シ

ステム日付まで指定可）

・ 本日を含め、指定した日数以前のログデータを削除

－ 0～999を入力

－ 1と指定した場合は昨日までのログデータを削除しま

す。0と指定した場合は実行時点までのログデータを

削除します。

・ 今月を含め、指定した月数以前のログデータを削除

－ 0～99を入力

－ 1と指定した場合は昨月末までのログデータを削除し

ます。0と指定した場合は実行時点までのログデータ

を削除します。

8. [バックアップツール]画面において、共通設定項目を入力します。

共通設定．実行ログ出力の指定

項目名 説明

[実行ログファイル] バックアップツールの実行結果を格納するファイルを指定し

ます。指定方法は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでファイル名を入力する

出力する実行結果ファイルまでのパスを絶対パスで入力

します。

・ [参照]ボタンから選択する

[ファイルを開く]画面が表示されるので、出力する実行

ファイルを格納するフォルダ選択し、ファイル名を入力し

たあとに、[開く]ボタンをクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で255文字まで入力でき

ます。ただし、以下の記号はファイル名として使用できませ

ん。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

[ファイルが存在する場合] 実行ログファイルが[実行ログファイル]で指定した場所に存

在する場合の処理を選択します。

・ 追記する

実行ログファイルが[実行ログファイル]で指定した場所に

存在した場合は、前回の実行ログの後に追記します。
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項目名 説明

・ 上書きする

実行ログファイルが[実行ログファイル]で指定した場所に

存在した場合は、前回の実行ログを上書きします。

9. すべての条件を入力したあとに、[実行]ボタンをクリックします。

→実行を確認する画面が表示されます。

 注意

バックアップするログの期間と削除する期間が異なっていた場合

バックアップツールで指定したバックアップするログの期間と削除する期間が違った場合、以下のメッセージが表示されます。処

理を続行すると、バックアップしていない期間を削除してしまう可能性がありますので、設定が正しいか十分に確認してください。

[BKCI-SEL001] ログ情報のバックアップで指定した対象期間と、ログ情報の削除で指定した対象期間が異なります。

対象期間を確認してください。

処理を続行しますか？

10. 実行する場合は[OK]ボタンをクリックしてください。[バックアップ状況]画面が表示され処理が開始されます。

11. バックアップ処理が正常終了すると、完了画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

12. 実施状況に表示されている情報を確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。

13. 停止している管理サーバの“階層化サービス”、“サーバサービス”を起動します。サービスの起動は[サービス]メニューの[サー

ビス起動]を選択すると、サービス起動確認の画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックします。

14. 操作結果の状態を表す画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
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サービス状況を確認する

バックアップツールは接続している管理サーバのSystemwalker Desktop Keeperサービスの終了が必要であるため、サービスの状況を

確認する必要があります。バックアップツールで、管理サーバのSystemwalker Desktop Keeperサービスの状況を確認する方法につい

て説明します。

1. [サービス]メニューの[サービス状況確認]を選択します。

[サービス状況確認]画面が表示されます。以下はサービスが開始されている場合の表示です。

2. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

 
ログ情報のテーブルのレコード件数を確認する

バックアップツールでのログ情報のバックアップ対象テーブルのレコード件数を表示する方法について説明します。

1. [情報]メニューの[テーブル件数確認]を選択します。

→[テーブル件数確認]画面が表示されます。テーブルの内容については、“3.1.1.2 ユーザー資産”の“ログ情報(コマンドプロン

プト操作ログ以外)”を参照してください。

2. 対象期間を入力します。

－ 年は2000～9999の範囲で入力します。

－ 月は1～12の範囲で入力します。

－ 日は1～31の範囲で入力します。

3. [件数確認]ボタンをクリックします

→件数がテーブル毎に表示されます。

4. 確認後、[閉じる]ボタンをクリックします。
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バックアップツールを終了する

1. バックアップツールを終了させるには[ファイル]メニューの[終了]を選択します。

→[終了確認]画面が表示されます。

2. バックアップツール画面で指定した条件を保存するかどうかを選択します。条件を保存して終了する場合は[はい]を、保存せず

終了する場合は[いいえ]をクリックします。終了をキャンセルする場合は[キャンセル]をクリックします。

なお、メニューから指定した設定値（[抽出項目設定]、[デバッグトレースの設定]）は各設定時に保存されます。

3.1.2.2 バックアップコマンドを利用する

Systemwalker Desktop Keeperが提供するバックアップコマンドによって、データベースに蓄積されているデータを操作する方法につい

て説明します。

バックアップコマンドには、スケジューラの機能は含んでいません。スケジューラの機能を使用する場合は、OSに標準で提供されている

「タスク」の機能を使用するか、ARCserveなどのスケジューラ機能ソフトウェアを使用してください。なお、Windows Server® 2008の場

合、管理者権限で実行する必要がありますので、注意してください。

 注意

バックアップコマンド使用時に考慮すべきことについて

【V14.0.0専用のコマンドです】

バックアップコマンドは、V14.0.0専用のコマンドになります。異なるバージョンで構築された環境で使用した場合の動作は保証して

おりません。

【出力先のディスク容量について】

退避ファイルの出力先として指定するディスクは、容量に十分余裕のあるディスクを使用してください。多量のデータを処理するこ

とでディスク容量に不足が発生する場合は、退避対象として指定する日付の範囲を狭めるなどの対応を行ってください。

【データベース関連ファイルのインストール先のディスク容量について】

データベース関連ファイルのインストール先の容量に十分余裕があるか確認してください。多量のログデータをバックアップする場

合、データベース関連ファイルのインストール先ドライブに十分な空き領域が必要です。必要なディスク容量については、“Systemwalker
Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照してください。

【Windows Server® 2008の場合の実行権限について】

Windows Server® 2008の場合、バックアップコマンドを実行する場合は管理者権限が必要です。Administratorsグループに所属

するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオン後、実行してください。

【コマンドプロンプトのコマンド拡張機能を有効にしてください】

バックアップコマンドを実行するためには、コマンドプロンプトのコマンド拡張機能が有効になっている必要があります。

なお、コマンド拡張機能は、初期設定では有効になっています。コマンドプロンプトより「echo %CMDEXTVERSION%」を実行し、

その結果が2以上の場合は有効と確認できます。

【コマンドの対応日付について】

バックアップコマンドが対応している日付は、2001年1月1日より、2034年12月31日までです。これ以外の期間で使用した場合の動

作は保証しません。

【データの変換について】

バックアップコマンドでは、ログ内のデータを変換してCSVファイルに出力する場合があります。変換内容は以下の2点です。
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－ TAB、CR、LF  →  半角空白置換

－ "（ダブルクォーテーション）  →  ""（二重にする）

【付帯データの扱いについて】

付帯データ（画面キャプチャデータ、原本保管データ）についてはバックアップ対象ではありません。付帯データの格納先フォルダ

の構成は、以下のとおりです。運用に応じて個別にバックアップしてください。付帯データの格納先については、“2.2.5.7 保存先

フォルダを設定する”を参照してください。なお、ログの削除コマンド（DTLDELR)を実行しても、付帯データは削除されません。

  ［構成］

      付帯データの格納先フォルダ

        +-日単位のフォルダ

            +-CT単位のフォルダ

  ［例］

 
バックアップコマンドの種類

Systemwalker Desktop Keeperが提供するバックアップコマンドは、10種類あります。各コマンドによって、データベースに蓄積されてい

るデータに対して行える操作が異なります。以下にコマンドの種類と行えることについて示します。なお、バックアップコマンドは以下の

フォルダに格納されています。

バックアップコマンド格納先:

[データベース関連ファイルインストール先]¥BackupCommand
例) C:¥DTKDB¥BackupCommand

No. コマンド名 行える操作

1 DTKMSTB.EXE “3.1.1.2 ユーザー資産”の“各管理情報”に記述されているすべてのテーブル内のデータ

を、テーブルごとにCSVファイルとして退避することができます。

2 DTKLGTB.EXE “3.1.1.2 ユーザー資産”の“ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ以外)”に記述されている

すべてのテーブル内のデータを、テーブルごとにCSVファイルとして退避することができま

す。

3 DTKLG1T.EXE データベースに蓄積されているログの情報を、指定した1種別だけログビューア形式でCSV
ファイルに出力し、参照することができます。

4 DTKLGAT.BAT データベースに蓄積されているログの情報を一括してログビューア形式でCSVファイルに

出力し、参照することができます。

5 DTKDELR.EXE “3.1.1.2 ユーザー資産”の“ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ以外)”に記述されている

すべてのテーブル内のデータを、データベースから削除することができます。

6 DTKBKDL.BAT “3.1.1.2 ユーザー資産”の“ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ以外)”に記述されている

すべてのテーブル内のデータを、テーブルごとにCSVファイルとして退避して、退避した

テーブル内のデータをデータベースから削除することができます。

7 DTKCVDL.BAT “3.1.1.2 ユーザー資産”の“ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ以外)”に記述されている

すべてのテーブル内のデータを、テーブルごとにCSVファイルとして退避、およびデータ

ベースに蓄積されているログの情報を一括してCSVファイルに出力することができます。

そして、退避したテーブル内のデータをデータベースから削除することができます。
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No. コマンド名 行える操作

8 DTKBFDM.EXE 他のバックアップコマンドの内部で使用されているコマンドです。

過去の日付の計算を行います。

9 DTKELSET.BAT 他のバックアップコマンドの内部で使用されているコマンドです。

[ERRORLEVEL]値の再設定を行います。

10 DTKNUMCK.BAT 他のバックアップコマンドの内部で使用されているコマンドです。

バックアップコマンドのパラメーターとして入力された情報が数値かどうかのチェックを行い

ます。

各コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してください。

 
バックアップコマンドを編集する

以下のバックアップコマンドについては、使用する前に編集する必要があります。使用する環境に応じて、編集を行ってください。

・ DTKLGAT.BAT

・ DTKBKDL.BAT

・ DTKCVDL.BAT

DTKLGAT.BAT

「DTKLGAT.BAT」を使用する場合、「DTKLGAT.BAT」をテキストエディタで開いて、以下の太字で下線を引いている箇所を編集

してください。

rem *********************************************************

rem * 動作パラメーター指定ブロック                            *

rem *********************************************************

rem データベース名を記述

set SQLDB=DTKDB

rem データベースへの接続ユーザーIDを記述

set SQLuser=(*1)

rem データベースへの接続ユーザーIDに対応したパスワードを記述

set SQLpsw=(*2)

set startday=%1

set endday=%2

rem 出力ファイルの出力先のドライブ名を記述

set bkdrive=(*3)

rem 出力ファイルの出力先のフォルダ名(途中まで)を記述

set bkdir=(*4)

rem 上記のbkdirフォルダの下に作成するフォルダ名を記述

set csvdir=(*5)

rem 抽出キー(省略時はクライアント日時、「SERVER」指定時はサーバ日時)

set how=(*6)

rem *********************************************************

rem * 終了処理ブロック                                      *

rem *********************************************************
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:allend0

pause(*7)

EXIT /B 0

:allend1

pause(*7)

EXIT /B 1

番号 編集内容 設定例

(*1) サーバ設定ツールで登録したログオンID（アクセス権が“バックアップ・リストア”のログオン

ID）を入力します。

BKUSER

(*2) 上記ログオンIDのパスワードを入力します。 BKPSW

(*3) ファイルを出力するドライブ名を入力します。(指定値の後に「:」が必要) C:

(*4) ファイルを出力する途中までのフォルダ名を入力します。(指定値の前に「¥」が必要) ¥DTKBKUP

(*5) (*4)の配下に作成される、ファイルを出力するフォルダ名を入力します。

%2と記述するとバックアップ期間における終了日のフォルダ(例:バックアップ終了日が2007
年4月20日の場合は「20070420」)が作成されます。

LV%2

(*6) ログの退避/削除対象期間における抽出処理でログのクライアント日時(CTでのログ発生

日時)かサーバ日時(サーバ格納日時)かを指定

・ 指定しない

クライアント日時(CTでのログ発生日時)とする場合

・ SERVER
サーバ日時(サーバ格納日時)とする場合

SERVER

(*7) 「pause」または「rem pause」を入力します。

・ 「pause」を入力した場合

コマンド実行の終了時に一時停止させることができます。停止された状態は、コマン

ドプロンプトの画面で何かキーを押すと解除されます。

・ 「rem pause」を入力した場合

コマンド実行の終了時に一時停止させません。

rem pause

DTKBKDL.BAT

「DTKBKDL.BAT」を使用する場合、「DTKBKDL.BAT」をテキストエディタで開いて、以下の太字で下線を引いている箇所を編集

してください。

rem *********************************************************

rem * 動作パラメーター指定ブロック                            *

rem *********************************************************

rem データベース名を記述

set SQLDB=DTKDB

rem データベースへの接続ユーザーIDを記述

set SQLuser=(*1)

rem データベースへの接続ユーザーIDに対応したパスワードを記述

set SQLpsw=(*2)

rem 出力ファイルの出力先のドライブ名を記述

set bkdrive=(*3)

rem 出力ファイルの出力先のフォルダ名(途中まで)を記述
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set bkdir=(*4)

rem 上記のbkdirフォルダの下に作成するフォルダ名を記述

set logdir=(*5)

em 抽出キー(省略時はクライアント日時、「SERVER」指定時はサーバ日時)

set how=(*6)

rem *********************************************************

rem * 終了処理ブロック                                      *

rem *********************************************************

:allend0

pause(*7)

EXIT /B 0

:allend1

pause(*7)

EXIT /B 1

番号 編集内容 設定例

(*1) サーバ設定ツールで登録したログオンID（アクセス権が“バックアップ・リストア”のログオン

ID）を入力します。

BKUSER

(*2) 上記ログオンIDのパスワードを入力します BKPSW

(*3) ファイルを出力するドライブ名を入力します(指定値の後に「:」が必要) C:

(*4) ファイルを出力する途中までのフォルダ名を入力します(指定値の前に「¥」が必要) ¥DTKBKUP

(*5) (*5)の配下に作成される、ファイルを出力するフォルダ名を入力します。

%2と記述するとバックアップ期間における終了日のフォルダ(例:バックアップ終了日が2007
年4月20日の場合は「20070420」)が作成されます。

BK%2

(*6) ログの退避/削除対象期間における抽出処理でログのクライアント日時(CTでのログ発生

日時)かサーバ日時(サーバ格納日時)かを指定

・ 指定しない

クライアント日時(CTでのログ発生日時)とする場合

・ SERVER
サーバ日時(サーバ格納日時)とする場合

SERVER

(*7) 「pause」または「rem pause」を入力します。

・ 「pause」を入力した場合

コマンド実行の終了時に一時停止させることができます。停止された状態は、コマン

ドプロンプトの画面で何かキーを押すと解除されます。

・ 「rem pause」を入力した場合

コマンド実行の終了時に一時停止させません。

rem pause

DTKCVDL.BAT

「DTKCVDL.BAT」を使用する場合、「DTKCVDL.BAT」をテキストエディタで開いて、以下の太字で下線を引いている箇所を編集

してください。

rem *********************************************************

rem * 動作パラメーター指定ブロック                            *

rem *********************************************************
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rem データベース名を記述

set SQLDB=DTKDB

rem データベースへの接続ユーザーIDを記述

set SQLuser=(*1)

rem データベースへの接続ユーザーIDに対応したパスワードを記述

set SQLpsw=(*2)

rem 処理終了日を設定するための、計測日数を記述

set bkdays=(*3)

set bkMonth=(*3)

set bkdate=(*3)

rem 処理開始日を記述(ここではレコードの先頭より処理を行う設定)

set startday=(*4)

DTKBFDM.EXE %bkdays% %bkMonth% %bkdate%

if errorlevel 20350101 goto errend4

if errorlevel 20010101 goto next1

goto errend4

:next1

set endday=%errorlevel%

rem 出力ファイルの出力先のドライブ名を記述

set bkdrive=(*5)

rem 出力ファイルの出力先のフォルダ名(途中まで)を記述

set bkdir=(*6)

rem 上記のbkdirフォルダの下に作成するフォルダ名を記述(BKはバックアップ形式)

set logdir=(*7)

rem 上記のbkdirフォルダの下に作成するフォルダ名を記述(LVはログビューア形式)

set csvdir=(*8)

rem 抽出キー(省略時はクライアント日時、SERVERはサーバ日時)

set how=(*9)

rem *********************************************************

rem * 終了処理ブロック                                      *

rem *********************************************************

:allend0

pause(*10)

EXIT /B 0

:allend1

pause(*10)

EXIT /B 1

番号 編集内容 設定例

(*1) サーバ設定ツールで登録したログオンID（アクセス権が“バックアップ・リ

ストア”のログオンID）を入力します。

BKUSER

(*2) 上記ログオンIDのパスワードを入力します BKPSW
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番号 編集内容 設定例

(*3) データを退避および削除の終了日を、「DTKCVDL.BAT」が実行される

日から何日前か、または何ヶ月前で入力します。入力する値については、

後述する“退避/削除対象期間”を参考にしてください。

・ set bkdays=
日数または月数を入力します。

日数の場合「0」～「2000」、月数の場合「0」～「120」の数字です。入

力された数字が日数および月数のどちらとして判定するかは、

<bkmonth>の指定により決定されます。

・ set bkMonth=
月数を入力する場合は”MONTH”を入力します。日数で入力する場

合は何も入力しません。

"MONTH"を入力した場合は、bkdaysに月数を設定してください。

・ set bkdate=
月数を入力した場合に「1」～「31」または「99」の数字を入力します。

「1」～「31」の場合は、設定された月のその日を、「99」の場合は、設

定された月の月末日が計算されます。日数で入力する場合は何も入

力しません。

（90日前を指定する場合）

set bkdays=90

set bkMonth=

set bkdate=

（3ヶ月前の１日を指定する場合）

set bkdays=3

set bkMonth=MONTH

set bkdate=1

（3ヶ月前の月末日を指定する場合）

set bkdays=3

set bkMonth=MONTH

set bkdate=99

（90日前を指定する場合）

set bkdays=90
set bkMonth=
set bkdate=

（3ヶ月前の１日を指定する場合）

set bkdays=3
set bkMonth=MONTH
set bkdate=1

（3ヶ月前の月末日を指定する場

合）

set bkdays=3
set bkMonth=MONTH
set bkdate=99

(*4) データの退避および削除の開始日を入力します。入力した開始日から(*4)
で入力した終了日までのデータが退避および削除の対象になります。

値の範囲は、「20010000」～「20349999」、および「00000000」です。ただ

し、(*3)により決定される終了日より、未来の日付を入力すると、エラーに

なります。

「20010000」～「20349999」の下4桁について、西暦にない値を入力した

場合は、以下の日付を指定したことになります。

・ 下4桁に「0000」を指定した場合

指定した年の1月1日が開始日となります。

・ 下4桁に「1232」～「9999」を指定した場合

指定した年の翌年の1月1日が開始日となります。

・ 下2桁に「00」を指定した場合

指定した月の1日が開始日となります。

・ 下2桁に「月末日の翌日」～「99」を指定した場合

指定した月の翌月の1日が開始日となります。

00000000
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番号 編集内容 設定例

なお、「00000000」を入力すると、データベースにデータが蓄積され始め

たときからを指定したことになります。

入力する値については、後述する“退避/削除対象期間”を参考にしてく

ださい。

(*5) ファイルを出力するドライブ名を入力します(指定値の後に「:」が必要) c:

(*6) ファイルを出力する途中までのフォルダ名を入力します(指定値の前に

「¥」が必要)
¥DTKBKUP

(*7) (*7)の配下に作成される、ファイルを出力するフォルダ名を入力します。

%endday%と記述するとバックアップ期間における終了日のフォルダ(例:
バックアップ終了日が2007年4月20日の場合は「20070420」)が作成され

ます。

BK%endday%

(*8) (*7)の配下に作成される、ファイルを出力するフォルダ名を入力します。

%endday%と記述するとバックアップ期間における終了日のフォルダ(例:
バックアップ終了日が2007年4月20日の場合は「20070420」)が作成され

ます。

LV%endday%

(*9) ログの退避/削除対象期間における抽出処理でログのクライアント日時(CT
でのログ発生日時)かサーバ日時(サーバ格納日時)かを指定

・ 指定しない

クライアント日時(CTでのログ発生日時)とする場合

・ SERVER
サーバ日時(サーバ格納日時)とする場合

SERVER

(*10) 「pause」または「rem pause」を入力します。

・ 「pause」を入力した場合

コマンド実行の終了時に一時停止させることができます。停止された

状態は、コマンドプロンプトの画面で何かキーを押すと解除されます。

・ 「rem pause」を入力した場合

コマンド実行の終了時に一時停止させません。

rem pause

退避/削除対象期間

「DTKCVDL.BAT」を使用する場合に、退避/削除対象となる期間を指定する必要があります。対象となる期間の指定に関係する、

上記表の(*3)と(*4)について、以下に図示します。編集内容については、上記表の説明を参照してください。
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事前準備

復元を前提としたデータ退避を行う場合には、以下の設定情報を控えてください。（画面のビットマップ採取あるいはメモを取るなど）

対象 退避画面

管理コンソール [端末動作設定]

サーバ設定ツール [システム設定]

[ActiveDirectory連携設定] ※Active Directory連携機能利用時

[管理者通知設定]

[管理サーバ設定]

[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]

[端末動作設定]の表示方法は以下のとおりです。

1. [管理コンソール]を起動します。

2. [動作設定]メニューから[端末動作設定]を選択します。

→[端末動作設定]画面が表示されます。

サーバ設定ツールの各画面の表示方法は、、“2.2.5 管理サーバ/統合管理サーバの環境を設定する”を参照してください。

 注意

控えた情報は大切に保管してください

上記の設定情報はバックアップツールでは退避できません。復元後、退避時と同じ設定にする場合は、復元後に端末動作設定の再

設定を行う必要がありますので、バックアップデータと共に控えた情報を大切に保管してください。

 
バックアップを実行する

バックアップコマンドの使用方法については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照

してください。
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 注意

実行時には必ずサービス停止をおこなってください

退避・復元を行う前には、サーバサービスおよび階層化サービスを停止する必要があります。停止しなかった場合、退避・復元時に

データの不整合が発生する可能性があります。

バッチファイルを作成してバックアップコマンドを実行する場合は、後述する“スケジュール登録するバッチファイルの作成例”のように、

必ずサーバサービスおよび階層化サービスの停止処理を記述してください。

手作業で実施する場合の停止手順は以下のとおりです。

1. PCに、ローカルコンピュータのAdministratorsグループに所属するユーザーまたは、ドメインのDomain Adminsグループに所属

するユーザーでログオンします。

他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. [スタート]メニューから[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。

3. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順を行っ

てください。

4. Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから[停止]を選択します。なお、停止するまでに

30秒から1分程度かかる場合があります。

－ SWLevelControlService

－ SWServerService

5. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

以下に、バックアップコマンドを使用して、ログ運用の主な事例としてスケジュールを登録してバックアップコマンドを実行する例を２パ

ターン説明します。

 
事例－I：91日以前のログを退避・削除する場合（ログ保存期間：3カ月）

運用条件

－ 運用として、データの保存期間を90日とし、それ以前のデータはデータベース上に残さず、ファイルへデータをバックアップし

ます。

－ 毎日、91日以前のデータを、指定したドライブにバックアップ日の日付が付いたディレクトリ名を作成し、その下にデータをバッ

クアップした出力ファイルを置きます。

－ バックアップ対象は、以下のとおりです。

- 管理情報に記述されているすべてのテーブル(DTKMSTBを利用)

- ログ情報（DB上のログデータおよびコマンドプロンプト操作ログ) に記述されているすべてのテーブル、およびデータベー

スに蓄積されているログの情報(DTKCVDLを利用)

退避可能な情報の詳細については、“3.1.1.2 ユーザー資産”を参照してください。

－ バックアップしたデータ部分はデータベースより削除します。(DTKCVDLにより実施)

－ バックアップの実行は、OS標準実装の「タスク」機能を使用し自動起動します。ただし、データベースのレコード削除も行うた

め、Systemwalker Desktop Keeperのサーバ側の処理との間でデータベースアクセスの競合を発生させないように、Systemwalker
Desktop Keeperのサーバ側サービスを停止してから行います。

－ サーバ側サービスを停止させることから、利用者の少ない夜間の2時より起動することとします。

－ バックアップおよびデータベースのレコード削除にかかる時間は事前に検証を行い、合わせて30分程度で終了する想定として

います。
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運用設定

上記の“運用条件”で説明した運用を行うために、提供するバックアップコマンドの中から、DTKMSTBとDTKCVDLの2つを使用し

ます。

なお、本運用設定により、バックアップ先のドライブおよびフォルダの構成は、以下のようになります。(XXXXXXXXは終了日にな

ります)

－ 管理情報に記述されているすべてのテーブル

→D:¥BACKUP¥XXXXXXXX¥MSXXXXXXXX¥ 配下

－ ログ情報（DB上のログデータおよびコマンドプロンプト操作ログ)に記述されているすべてのテーブル

→D:¥BACKUP¥XXXXXXXX¥BKXXXXXXXX¥ 配下

－ データベースに蓄積されているログの情報

→D:¥BACKUP¥XXXXXXXX¥LVXXXXXXXX¥ 配下

退避可能な情報の詳細については、“3.1.1.2 ユーザー資産”を参照してください。

運用設定の手順は、以下のとおりです。

1. DTKCVDLの内容だけを、以下のように書き換えます。

set  SQLuser=bkuser            ・・・データベースへの接続ユーザーIDを設定

set  SQLpsw=bkpsw              ・・・接続ユーザーIDに対応したパスワードを設定

set  bkdays=90                 ・・・データの保存期間を設定

set  bkdrive=D:                ・・・ログの保存先ドライブを設定

set  bkdir=¥BACKUP¥%endday%    ・・・ログの保存先ディレクトリを設定

pause は rem pause へ変更

2. 「タスク」より起動するバッチファイルをテキストエディタで作成します。

なお、バッチファイルは、後述する“スケジュール登録するバッチファイルの作成例”のように記述します。

3. 作成したバッチファイルを「C:¥DTK¥BackupCommand」に「DailySch.bat」として保存します。

4. 運用設定で決定したログ保存先フォルダを作成します。

運用例では、D:¥BACKUPです。

5. 「タスク」に「XXXXX.bat」のコマンドを登録します。

a. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[タスク]と開き、スケジュールされたタスクの追加をダブルクリックします。

b. タスクウィザードで、実行するプログラムの選択画面にて、[参照]ボタンを押下して「C:¥DTK¥BackupCommand
¥XXXXX.bat」を登録します。

c. 名前を付け、日単位の実行として、毎日2:00に実行として登録します。

d. 実行時のユーザーIDとパスワードを登録するので、Administrator権限のあるユーザーで登録します。

バッチファイルの作成例

運用バッチとタスクに登録する登録バッチの作成例を以下に示します。

なお、このバッチコマンド作成例では、バッチ内で呼び出したNetコマンドの復帰値をバッチコマンドの復帰値とはしないようになっ

ています。Netコマンドの復帰値を利用して、後続の処理を制御する場合は、ご注意ください。

運用バッチ(DailySch.bat)作成例

@ECHO OFF

SETLOCAL

rem ***********************************************************

rem * 設定                                                    *

rem ***********************************************************

rem 出力先のドライブ名を記述

SET BKDRIVE=D:
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rem 出力先のフォルダ名を記述

SET BKFOLDERNAME=¥BACKUP

rem 処理終了日を設定するための、計測日数を記述

SET DELEND=90

rem データベースへの接続ユーザーIDを記述

SET SQLUSER=dtkbkuser

rem データベースへの接続パスワードを記述

SET SQLPASSWORD=dtkpsw

rem バックアップコマンド格納先を記述

SET BACKUPCOMMANDFOLDER=C:¥DTK¥BackupCommand

rem 抽出キー(省略時はクライアント日時、SERVERはサーバ日時)

SET HOW=SERVER

rem ***************************************************************

rem * 処理部                                                      *

rem ***************************************************************

path %BACKUPCOMMANDFOLDER%;%path%

echo バックアップ処理起動(%TIME%)

%BKDRIVE%

CD %BKFOLDERNAME%

rem バックアップ終了日の計算

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKBFDM.EXE %DELEND%

rem 実行日でディレクトリを作成

SET TEMPDATE=%ERRORLEVEL%

MKDIR %TEMPDATE%

rem バックアップ先ディレクトリを作成

SET MSFOLDER=%BKDRIVE%%BKFOLDERNAME%¥%TEMPDATE%¥MS%TEMPDATE%

MKDIR %MSFOLDER%

echo DTKサービス(階層化サービス)を停止します。

net stop SWLevelControlService

if ERRORLEVEL 1 goto recover1

echo DTKサービス(サーバサービス)を停止します。

net stop SWServerService

if ERRORLEVEL 1 goto recover2

rem マスタ系データのバックアップ

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKMSTB.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %MSFOLDER%

if ERRORLEVEL 1 goto recover3

rem ログ系データのバックアップと削除

CALL %BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKCVDL

if ERRORLEVEL 1 goto recover4

echo DTKサービスを起動します。

net start SWLevelControlService

net start SWServerService

echo スケジュールが正常終了しました。(%TIME%)

EXIT /B 0

:recover1

echo 階層化サービス停止がエラーになりました。
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echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス)を起動します。

goto allend1

:recover2

echo サーバサービス停止がエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:recover3

echo 管理情報のバックアップがエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:recover4

echo ログのバックアップと削除がエラーになりました。

echo ログのバックアップ・削除は取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:allend1

echo DTKサービスを起動します。

net start SWLevelControlService

net start SWServerService

echo スケジュールが異常終了しました。(%TIME%)

EXIT /B 1

登録バッチ(XXXXX.bat)作成例

@ECHO OFF

SETLOCAL

rem ***********************************************************

rem * 設定                                                    *

rem ***********************************************************

set BACKUPCOMMANDFOLDER=C:¥DTK¥BackupCommand

rem ***********************************************************

rem * 処理部                                                  *

rem ***********************************************************

rem 実行日の計算

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKBFDM.EXE 0

SET EXECDAY=%ERRORLEVEL%

call DailySch.bat > %EXECDAY%.log

if ERRORLEVEL 1 goto allend1

EXIT /B 0

:allend1

EXIT /B 1

バッチファイルの実行結果ログの例

実行結果ログとは、上記登録バッチ例のDailySch.batの実行結果出力ログ(%EXECDAY%.log)です。

バックアップ処理起動(12:50:27.87)

DTKサービス(階層化サービス)を停止します。

SWLevelControlService サービスを停止中です.

SWLevelControlService サービスは正常に停止されました。

DTKサービス(サーバサービス)を停止します。

SWServerService サービスを停止中です
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SWServerService サービスは正常に停止されました。

2009/06/08 12:50:33  管理情報を一括でバックアップ・開始

2009/06/08 12:50:33  

2009/06/08 12:50:33    データベース      ：  DTKDB

2009/06/08 12:50:33    ディレクトリ      ：  D:¥BACKUP¥20090310¥MS20090310

2009/06/08 12:50:33  

2009/06/08 12:50:33    ○  LEVELOBJECT

2009/06/08 12:50:33        出力ファイル名  ：  D:¥BACKUP¥20090310¥MS20090310¥LEVELOBJECT.csv

2009/06/08 12:50:33        出力件数・・・・・1件

2009/06/08 12:50:33  

2009/06/08 12:50:33    ○  LEVELCOMPOSITION

2009/06/08 12:50:33        出力ファイル名  ：  D:¥BACKUP¥20090310¥MS20090310¥LEVELCOMPOSITION.csv

2009/06/08 12:50:33        出力件数・・・・・0件

2009/06/08 12:50:33  

    ～～（略）～～

2009/06/08 12:50:42    ○  FILEBRINGOUTLOG

2009/06/08 12:50:42        2009/02/01を処理  ・・・  84件削除

2009/06/08 12:50:42        削除件数・・・・・84件

2009/06/08 12:50:42  

2009/06/08 12:50:42    ○  LOGKEYWORDS

2009/06/08 12:50:42        2009/02/01を処理  ・・・  438件削除

2009/06/08 12:50:44        削除件数・・・・・438件

2009/06/08 12:50:44  

2009/06/08 12:50:44    ○  FILEACCESSLOG

2009/06/08 12:50:44        2009/02/01を処理  ・・・  446件削除

2009/06/08 12:50:45        削除件数・・・・・446件

2009/06/08 12:50:45  

2009/06/08 12:50:45  ログ情報を削除・終了

DTKサービスを起動します。

SWLevelControlService サービスを開始します.

SWLevelControlService サービスは正常に開始されました。

SWServerService サービスを開始します..

SWServerService サービスは正常に開始されました。

スケジュールが正常終了しました。(12:50:51.89)

 
事例－II：91日以前のログを削除し、直近1週間のログをバックアップする場合（ログ保存期間：3カ月）

運用条件

－ 運用として、データの保存期間を90日とし、それ以前のデータはデータベース上に残さず、ファイルへデータをバックアップし

ます。

－ 毎日、直近１週間のデータを、指定したドライブにバックアップ開始日の日付が付いたディレクトリ名を作成し、その下にデータ

をバックアップした出力ファイルを置きます。

－ バックアップ対象は、以下のとおりです。

- 管理情報に記述されているすべてのテーブル(DTKMSTBを利用)

- ログ情報（DB上のログデータおよびコマンドプロンプト操作ログ)に記述されているすべてのテーブル、およびデータベー

スに蓄積されているログの情報

退避可能な情報の詳細については、“3.1.1.2 ユーザー資産”を参照してください。

－ 91日以前のデータ部分はデータベースより削除します。

－ バックアップの実行は、OS標準実装の「タスク」機能を使用し自動起動します。ただし、データベースのレコード削除も行うた

め、Systemwalker Desktop Keeperのサーバ側の処理との間でデータベースアクセスの競合を発生させないように、Systemwalker
Desktop Keeperのサーバ側サービスを停止してから行います。
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－ サーバ側サービスを停止させることから、利用者の少ない夜間の2時より起動することとします。

－ バックアップおよびデータベースのレコード削除にかかる時間は事前に検証を行い、合わせて30分程度で終了する想定として

います。

以下のような運用を想定しています。

例では、退避期間を退避実行日付から1週間前までを退避、91日以前を削除する運用とします。

運用設定

上記の“運用条件”で説明した運用を行うために、提供するバックアップコマンドの中から、DTKMSTB、DTKLGTB、DTKLG1T、
DTKDELRを使用します。

なお、本運用設定により、バックアップ先のドライブおよびフォルダの構成は、以下のようになります。(XXXXXXXXはバックアップ

開始日になります)

－ 管理情報に記述されているすべてのテーブル

→D:¥BACKUP¥XXXXXXXX¥MSXXXXXXXX¥ 配下

－ ログ情報（DB上のログデータおよびコマンドプロンプト操作ログ) に記述されているすべてのテーブル

→D:¥BACKUP¥XXXXXXXX¥BKXXXXXXXX¥ 配下

－ データベースに蓄積されているログの情報

→D:¥BACKUP¥XXXXXXXX¥LVXXXXXXXX¥ 配下

退避可能な情報の詳細については、“3.1.1.2 ユーザー資産”を参照してください。

運用設定の手順は、以下のとおりです。

1. 「タスク」より起動するバッチファイルをテキストエディタで作成します。

なお、バッチファイルは、後述する“スケジュール登録するバッチファイルの作成例”のように記述します。

2. 作成したバッチファイルを「C:¥DTK¥BackupCommand」に「DailySch.bat」として保存します。

3. 運用設定で決定したログ保存先フォルダを作成します。

運用例では、D:¥BACKUPです。

4. 「タスク」に「XXXXX.bat」のコマンドを登録します。

a. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[タスク]と開き、スケジュールされたタスクの追加をダブルクリックします。

b. タスクウィザードで、実行するプログラムの選択画面にて、[参照]ボタンを押下して「C:¥DTK¥BackupCommand
¥XXXXX.bat」を登録します。

c. 名前を付け、日単位の実行として、毎日2:00に実行として登録します。

d. 実行時のユーザーIDとパスワードを登録するので、Administrator権限のあるユーザーで登録します。

バッチファイルの作成例

運用バッチとタスクに登録する登録バッチの作成例を以下に示します。
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なお、このバッチコマンド作成例では、バッチ内で呼び出したNetコマンドの復帰値をバッチコマンドの復帰値とはしないようになっ

ています。Netコマンドの復帰値を利用して、後続の処理を制御する場合は、ご注意ください。

運用バッチ(DailySch.bat)作成例

@ECHO OFF

SETLOCAL

echo 設定開始

rem *************************************************************

rem * 設定                                                      *

rem *************************************************************

rem 出力先のドライブ名を記述

SET BKDRIVE=D:

rem 出力先のフォルダ名を記述

SET BKFOLDERNAME=¥BACKUP

rem バックアップを何日前から開始するかを記述

rem 例 7日前を指定する場合

SET BKSTART=7

rem データの削除を何日より前まで行うかを記述

rem 例 90日より前を指定する場合

SET DELEND=90

rem データベースへの接続ユーザーIDを記述

SET SQLUSER=dtkbkuser

rem データベースへの接続パスワードを記述

SET SQLPASSWORD=dtkpsw

rem バックアップコマンド格納先を記述

SET BACKUPCOMMANDFOLDER=C:¥DTK¥BackupCommand

rem 抽出キー(省略時はクライアント日時、SERVERはサーバ日時)

SET HOW=SERVER

rem ***************************************************************

rem * 処理部                                                      *

rem ***************************************************************

path %BACKUPCOMMANDFOLDER%;%path%

echo バックアップ処理起動(%TIME%)

%BKDRIVE%

CD %BKFOLDERNAME%

echo バックアップ開始日計算

rem バックアップ開始日の計算

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKBFDM.EXE %BKSTART%

SET BKSTARTDAY=%ERRORLEVEL%

rem バックアップ終了日の計算

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKBFDM.EXE 0

SET BKENDDAY=%ERRORLEVEL%

rem 削除終了日の計算

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKBFDM.EXE %DELEND%

SET DELENDDAY=%ERRORLEVEL%

rem バックアップ開始日でフォルダ作成(ログデータ)

MKDIR %BKSTARTDAY%

SET BKFOLDER=%BKDRIVE%%BKFOLDERNAME%¥%BKSTARTDAY%¥BK%BKSTARTDAY%

MKDIR %BKFOLDER%
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rem バックアップ開始日でフォルダ作成(参照データ)

SET LVFOLDER=%BKDRIVE%%BKFOLDERNAME%¥%BKSTARTDAY%¥LV%BKSTARTDAY%

MKDIR %LVFOLDER%

rem バックアップ先ディレクトリを作成

SET MSFOLDER=%BKDRIVE%%BKFOLDERNAME%¥%BKSTARTDAY%¥MS%BKSTARTDAY%

MKDIR %MSFOLDER%

echo DTKサービス(階層化サービス)を停止します。

net stop SWLevelControlService

if ERRORLEVEL 1 goto recover1

echo DTKサービス(サーバサービス)を停止します。

net stop SWServerService

if ERRORLEVEL 1 goto recover2

rem マスタ系データのバックアップ

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKMSTB.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %MSFOLDER%

if ERRORLEVEL 1 goto recover3

rem ログ系データのバックアップ

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLGTB.exe DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% %BKFOLDER% %HOW%

if ERRORLEVEL 1 goto recover4

rem ログ系(参照)のバックアップ

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 3 %LVFOLDER%¥アプリケーション

起動禁止ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 9 %LVFOLDER%¥印刷禁止ログ.csv 

%how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 10 %LVFOLDER%¥ログオン禁止ロ

グ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 12 %LVFOLDER%¥PrintScreenキー

禁止ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 1 %LVFOLDER%¥アプリケーション

起動ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 2 %LVFOLDER%¥アプリケーション

終了ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 4 %LVFOLDER%¥ウィンドウタイト

ル取得ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 17 %LVFOLDER%¥ウィンドウタイト

ル取得(URL付き)ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 5 %LVFOLDER%¥メール送信ロ

グ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5
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%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 7 %LVFOLDER%¥デバイス構成変更

ログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 8 %LVFOLDER%¥印刷操作ログ.csv 

%how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 11 %LVFOLDER%¥ファイル持出しロ

グ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 6 %LVFOLDER%¥コマンドプロンプ

トログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 13 %LVFOLDER%¥ファイル操作ロ

グ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 16 %LVFOLDER%¥メール添付禁止ロ

グ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 90 %LVFOLDER%¥連携アプリケー

ションログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKLG1T.EXE DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% %BKSTARTDAY% %BKENDDAY% 14 %LVFOLDER%¥ログオン・ログオ

フログ.csv %how%

if ERRORLEVEL 1 goto recover5

rem ログ系データの削除

C:¥DTK¥BackupCommand¥DTKDELR.exe DTKDB %SQLUSER% %SQLPASSWORD% 00000000 %DELENDDAY% -Y %HOW%

if ERRORLEVEL 100 goto allend0

goto recover6

:recover1

echo 階層化サービス停止がエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス)を起動します。

goto allend1

:recover2

echo サーバサービス停止がエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:recover3

echo 管理情報のバックアップがエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:recover4

echo ログ情報のバックアップがエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:recover5

echo ログ情報(参照)のバックアップがエラーになりました。

echo バックアップは取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:recover6
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echo ログ情報の削除がエラーになりました。

echo ログ情報の削除は取りやめ、DTKサービス(階層化サービス、サーバサービス)を起動します。

goto allend1

:allend0

echo DTKサービスを起動します。

net start SWLevelControlService

net start SWServerService

echo スケジュールが正常終了しました。(%TIME%)

EXIT /B 0

:allend1

echo DTKサービスを起動します。

net start SWLevelControlService

net start SWServerService

echo スケジュールが異常終了しました。(%TIME%)

EXIT /B

登録バッチ(XXXXX.bat)作成例

@ECHO OFF

SETLOCAL

rem ***********************************************************

rem * 設定                                                    *

rem ***********************************************************

set BACKUPCOMMANDFOLDER=C:¥DTK¥BackupCommand

rem ***********************************************************

rem * 処理部                                                  *

rem ***********************************************************

rem 実行日の計算

%BACKUPCOMMANDFOLDER%¥DTKBFDM.EXE 0

SET EXECDAY=%ERRORLEVEL%

call DailySch.bat > %EXECDAY%.log

if ERRORLEVEL 1 goto allend1

EXIT /B 0

:allend1

EXIT /B 1

バッチファイルの実行結果ログの例

実行結果ログとは、上記登録バッチ例のDailySch.batの実行結果出力ログ(%EXECDAY%.log)です。

設定開始

バックアップ処理起動(13:52:01.43)

バックアップ開始日計算

DTKサービス(階層化サービス)を停止します。

SWLevelControlService サービスを停止中です.

SWLevelControlService サービスは正常に停止されました。

DTKサービス(サーバサービス)を停止します。

SWServerService サービスを停止中です.

SWServerService サービスは正常に停止されました。

2009/06/08 13:52:06  管理情報を一括でバックアップ・開始

2009/06/08 13:52:06  

2009/06/08 13:52:06    データベース      ：  DTKDB
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2009/06/08 13:52:06    ディレクトリ      ：  D:¥BACKUP¥20090601¥MS20090601

2009/06/08 13:52:06  

2009/06/08 13:52:07    ○  LEVELOBJECT

2009/06/08 13:52:07        出力ファイル名  ：  D:¥BACKUP¥20090601¥MS20090601¥LEVELOBJECT.csv

2009/06/08 13:52:07        出力件数・・・・・2件

2009/06/08 13:52:07  

2009/06/08 13:52:07    ○  LEVELCOMPOSITION

2009/06/08 13:52:07        出力ファイル名  ：  D:¥BACKUP¥20090601¥MS20090601¥LEVELCOMPOSITION.csv

2009/06/08 13:52:07        出力件数・・・・・1件

2009/06/08 13:52:07  

    ～～（略）～～

2009/06/08 13:52:16    ○  LOGKEYWORDS

2009/06/08 13:52:16        2009/02/01を処理  ・・・  223件削除

2009/06/08 13:52:17        削除件数・・・・・223件

2009/06/08 13:52:17  

2009/06/08 13:52:17    ○  FILEACCESSLOG

2009/06/08 13:52:17        2009/02/01を処理  ・・・  446件削除

2009/06/08 13:52:18        削除件数・・・・・446件

2009/06/08 13:52:18  

2009/06/08 13:52:18  ログ情報を削除・終了

DTKサービスを起動します。

SWLevelControlService サービスを開始します

SWLevelControlService サービスは正常に開始されました。

SWServerService サービスを開始します..

SWServerService サービスは正常に開始されました。

スケジュールが正常終了しました。(13:52:24.92)

3.1.3 ユーザー資産を復元する

本製品が提供するリストア機能には、以下のツールがあります。

リストアツール

GUI画面によりリストア条件を設定して実行します。

リストアツールは、以下の2つの機能でバックアップしたデータを復元することができます。

・ バッグアップツール

・ バックアップコマンド

リストアツールでは以下のデータを復元することが出来ます。

・ 管理情報

・ ログ情報（DB上のログデータおよびコマンドプロンプト操作ログ)

復元可能な情報の詳細については、“3.1.1.2 ユーザー資産”を参照してください。

なお、リストアの処理時間はリストアの対象となるログ件数により概算できます。目安は以下のとおりです。

・ 5,000件/秒 （Xeon、2.0GHz、メモリ2GB、RAID5構成）

※サーバ性能、RAID構成によってはこれ以上時間がかかる場合があります。

3.1.3.1 リストアツールを利用する

Systemwalker Desktop Keeperが提供するリストアツールによって、データベースからバックアップしたデータをリストアする方法につい

て説明します。
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 注意

ツール使用時に考慮すべきことについて

【運用中のサーバにはリストアしないでください】

運用中の統合管理サーバまたは管理サーバには、「管理情報」を復元しないでください。「管理情報」が上書きされてしまい、「管

理情報」と「ログ情報」に不整合が発生してしまいます。

【管理コンソールの端末動作設定およびサーバ設定ツールの各設定は個別に復元が必要です】

これらの設定情報はバックアップツール（GUI）やバックアップコマンドでは退避されていません。リストアツールでデータベースを復

元後に、情報の再設定をしてください。

【管理情報をリストアすると以前の情報は削除されます】

管理情報をリストアすると以前の管理情報はすべて上書きされます。差分反映ではありませんので注意してください。

【リストア処理に時間がかかる場合があります】

ログ情報がすでに存在している環境に、ログ情報を追加してリストアする場合は、リストア後にインデック情報の再作成の処理が実

行されますので、リストア時間が長くなります。(ログがない状態と比較して、約3倍程度、リストア時間が長くなります。）

 ポイント

ログオン情報の履歴について

ログオン情報はイベントログ(アプリケーション)に出力されます。

 
リストアを実行する

リストアツールの使用手順は以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. 統合管理サーバあるいは管理サーバをインストールしたマシンの[スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop
Keeper]-[サーバ]-[リストアツール]を選択します。

→[Systemwalker Desktop Keeper リストアツール]画面が表示されます。

3. サーバ設定ツールで登録したログオンID(アクセス権が“バックアップ・リストア”のログオンID)でログオンします。（初期管理者の

ログオンID、パスワードでもログオンできます）

4. [OK]ボタンをクリックします。

→[リストアツール]画面が表示されます。

- 149 -



[リストアツール]画面のメニューバーについて説明します

メニューバー 機能概要

[ファイル] [終了] リストアツールを終了します。

[サービス]

[サービス状況確認] 接続している管理サーバ上の“階層化サービス”、“サーバ

サービス”の動作状況を表示します。

[サービス起動] 接続している管理サーバ上の“階層化サービス”、“サーバ

サービス”を起動します。

[サービス停止] 接続している管理サーバ上の“階層化サービス”、“サーバ

サービス”を停止します。

[設定]

[リストアツールト

レース]
[しない] リストアツールのトレースを採取しません。

[概要] リストアツールのトレースを概要モードで採取します。

[詳細] リストアツールのトレースを詳細モードで採取します。

[ヘルプ]
[オンラインヘルプ] オンラインマニュアルを表示します。

[バージョン情報] 著作権情報およびバージョン情報を表示します。

5. リストアツールで「管理情報」、「ログ情報」をリストアするには接続している管理サーバ上の“階層化サービス”、“サーバサービ

ス”を停止する必要があります。サービスの停止は[サービス]メニューの[サービス停止]を選択すると、サービス停止確認の画面

が表示されますので[OK]ボタンをクリックします。

6. 操作結果の状態を表す画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

7. [リストアツール]画面において、以下のステップ1,2の情報、共通設定、および作業フォルダ情報を入力します。

ステップ1．管理情報をリストアする

項目名 説明

[管理情報をリストアする] 管理情報をリストアする場合はチェックします。

[リストアファイル参照フォルダ] リストアするファイルが存在するフォルダを指定します。

(LEVELOBJECT.csvファイルやLEVELCOMPOSITION.csvファイルを

含む管理情報をバックアップしたフォルダを指定してください)

指定方法は、以下のとおりです。
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項目名 説明

・ 絶対パスでフォルダ名を入力する

リストアする管理情報格納フォルダまでのパスを絶対パスで入力し

ます。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、リストアする管理情報が存

在するフォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で189文字まで入力できます。ただ

し、以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

ステップ2．ログ情報をリストアする

項目名 説明

[ログ情報をリストアする] ログ情報をリストアする場合にチェックします。

[リストアファイル参照フォルダ] リストアするファイルが存在するフォルダを指定します。

(COMMONLOG1.csvファイルやLOGKEWORDS.csvファイルを含むロ

グ情報をバックアップしたフォルダを指定してください)

指定方法は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでフォルダ名を入力する

リストアするログ情報格納フォルダまでのパスを絶対パスで入力しま

す。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、リストアするログ情報が存

在するフォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で189文字まで入力できます。ただ

し、以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

共通設定．実行ログ出力の指定

項目名 説明

[実行ログファイル] リストアツールの実行結果を格納するファイルを指定します。指定方法

は、以下のとおりです。

・ 絶対パスでファイル名を入力する

出力する実行結果ファイルまでのパスを絶対パスで入力します。

・ [参照]ボタンから選択する

[ファイルを開く]画面が表示されるので、出力する実行ファイルを格

納するフォルダ選択し、ファイル名を入力したあとに、[開く]ボタンを

クリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で255文字まで入力できます。ただ

し、以下の記号はファイル名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

[ファイルが存在する場合] 実行ログファイルが[実行ログファイル]で指定した場所に存在する場合

の処理を選択します。

・ 追記する

実行ログファイルが[実行ログファイル]で指定した場所に存在した場

合は、前回の実行ログの後に追記します。
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項目名 説明

・ 上書きする

実行ログファイルが[実行ログファイル]で指定した場所に存在した場

合は、前回の実行ログを上書きします。

作業用フォルダの指定

項目名 説明

[作業用フォルダ] 作業用ファイルを格納するフォルダを指定します。この作業フォルダに

はリストアするデータファイルの合計と同じサイズの作業用ファイルが作

成されますので、作業用フォルダには十分な空き容量のあるディスクを

指定してください。なお、実行後、作業用ファイルは削除されます。

・ 絶対パスでフォルダ名を入力する

作業用フォルダまでのパスを絶対パスで入力します。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、作業用フォルダを選択し

たあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できる絶対パスの長さは、半角で189文字まで入力できます。ただ

し、以下の記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

8. すべての条件を入力したあとに、[実行]ボタンをクリックします。

→実行を確認する画面が表示されます。

9. 実行する場合は[OK]ボタンをクリックしてください。[リストア状況]画面が表示され処理が開始されます。

10. リスト処理が正常終了すると、完了画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
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11. 実施状況に表示されている情報を確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。

12. バックアップ実行時に控えておいたサーバ設定ツールの以下の設定情報を、再設定します。

－ [システム設定]

－ [ActiveDirectory連携設定] ※Active Directory連携機能利用時

－ [管理者通知設定]

－ [管理サーバ設定]

－ [トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]

サーバ設定ツールの各画面の表示方法は、“2.2.5 管理サーバ/統合管理サーバの環境を設定する”を参照してください。

13. 停止している管理サーバの“階層化サービス”、“サーバサービス”を起動します。サービスの起動は[サービス]メニューの[サー

ビス起動]を選択すると、サービス起動確認の画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックします。

14. 操作結果の状態を表す画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

15. バックアップ実行時に控えておいた管理コンソールの[端末動作設定]画面の設定情報を、再設定します。

[端末動作設定]の表示方法は以下のとおりです。

a. [管理コンソール]を起動します。

b. [動作設定]メニューから[端末動作設定]を選択します。

→[端末動作設定]画面が表示されます。

 
サービス状況を確認する

リストアツールは接続している管理サーバのSystemwalker Desktop Keeperサービスの終了が必要であるため、サービスの状況を確認

する必要があります。リストアツールにて、管理サーバのSystemwalker Desktop Keeperサービスの状況を確認する方法について説明

します。

1. [サービス]メニューの[サービス状況確認]を選択します。

[サービス状況確認]画面が表示されます。以下はサービスが開始されている場合の表示です。
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2. 確認後、[OK]ボタンをクリックします。

 
リストアツールを終了する

リストアツールを終了させる方法について説明します。

1. リストアツールを終了させるには[ファイル]メニューの[終了]を選択します。

→終了確認画面が表示されます。

2. リストアツール画面で指定した条件を保存するかどうかを選択します。条件を保存して終了する場合は[はい]を、保存せず終了

する場合は[いいえ]をクリックします。終了をキャンセルする場合は[キャンセル]をクリックします。

なお、メニューから指定した設定値([デバッグトレースの設定])は各設定時に保存されます。

3.2 ログアナライザサーバの保守

Systemwalker Desktop Keeperのログアナライザサーバの保守方法について説明します。

3.2.1 概要および退避対象資産

Systemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバの資産を退避・復元する内容について説明します。

ログアナライザサーバの退避対象には、設定情報、集計結果情報、ログ情報といった“ユーザー資産”があります。ユーザー資産の退

避対象と退避対象・退避方法は以下のとおりです。

ユーザー資産

設定情報 集計結果情報 ログ情報

バックアップ方法 バックアップコマンド なし データ転送コマンド

バックアップ契機 設定変更時 なし データ転送時

バックアップ手順 手動 なし 自動

バックアップファイル 設定情報退避CSV なし ログ情報退避CSV

リストア方法 バックアップコマンド データ移入コマンドによる

再移入

データ移入コマンドによる

再移入
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ログアナライザサーバの保守の概要

ログアナライザサーバにおけるユーザー資産には、“設定情報”、“集計結果情報”、および“ログ情報”があります。設定情報はバック

アップコマンドを使用して退避・復元を行います。

ログ情報はデータ転送コマンドが出力するデータがそのまま退避データとなります。

集計結果情報は、ログ情報退避CSVをログアナライザサーバに再移入することにより集計が行われ復元されます。

設定情報退避CSVおよびログ情報退避CSVはバックアップデータです。フォルダ構成を維持した状態で外部媒体などに大切に保管

してください。

バックアップコマンドが退避する設定情報のテーブルとファイル名は以下の通りです。

種類 テーブル 使用目的 ファイル名

設定情報 SETTING_INF 設定情報 SETTING_INF.csv

REMOVEPC 除外条件設定 REMOVEPC.csv

KEYWORD_INF 絞込条件設定 KEYWORD_INF.csv

GROUPMASTER グループ情報 GROUPMASTER.csv

USERMASTER ユーザー情報 USERMASTER.csv

SVMASTER 管理サーバ情報 SVMASTER.csv

PCMASTER 端末情報 PCMASTER.csv

PCMASTER_SV 端末情報2 PCMASTER_SV.csv

GROUPMASTER_SV グループ情報2 GROUPMASTER_SV.csv

ALARMPRINTMASTER 印刷上限情報 ALARMPRINTMASTER.csv

COMPOSITIONMASTER 構成情報 COMPOSITIONMASTER.csv

SVNODEMASTER サーバノード情報 SVNODEMASTER.csv

USERSECTIONMASTER 部門管理情報 USERSECTIONMASTER.csv

 注意

・ 設定変更時は、バックアップと同時に必ず再集計を行ってください。設定変更時に再集計を行わないと、リストア後の集計結果が

正しく一致しない場合があります。

・ ログ保存期間は一年を推奨します。ログ保存期間が一年未満の場合、再集計実施時にログ保存期間より古い集計結果は消去さ

れます。
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3.2.2 資産を退避する

ユーザー資産である、設定情報、集計結果情報、ログ情報のうち、ログ情報はデータ転送コマンドの出力結果がそのまま退避データ

となります。集計結果情報は退避する必要はありません。ここでは、設定情報を退避するためのバックアップコマンドを使用します。

3.2.2.1 バックアップコマンドを使用する

Systemwalker Desktop Keeperログアナライザが提供するバックアップコマンドによって、データベースに蓄積されているデータを操作

する方法について説明します。

バックアップコマンドには、スケジューラの機能は含んでいません。スケジューラの機能を使用する場合は、OSに標準で提供されている

「タスク」の機能を使用するか、ARCserveなどのスケジューラ機能ソフトウェアを使用してください。なお、Windows Server® 2008の場

合、管理者権限で実行する必要がありますので、注意してください。

 注意

バックアップコマンド使用時に考慮すべきことについて

【V14.0.0専用のコマンドです】

バックアップコマンドは、V14.0.0専用のコマンドになります。異なるバージョンで構築された環境で使用した場合の動作は保証して

おりません。

【出力先のディスク容量について】

退避ファイルの出力先として指定するディスクは、容量に十分余裕のあるディスクを使用してください。

【Windows Server® 2008の場合の実行権限について】

Windows Server® 2008の場合、バックアップコマンドを実行する場合は管理者権限が必要です。Administratorsグループに所属

するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオン後、実行してください。

【コマンドプロンプトのコマンド拡張機能を有効にしてください】

バックアップコマンドを実行するためには、コマンドプロンプトのコマンド拡張機能が有効になっている必要があります。

なお、コマンド拡張機能は、初期設定では有効になっています。コマンドプロンプトより「echo %CMDEXTVERSION%」を実行し、

その結果が2以上の場合は有効と確認できます。

【バックアップのタイミング】

原則として設定変更後に速やかにバックアップを行ってください。バックアップ前に消失したデータについては退避・復元できませ

ん。

バックアップコマンド格納先:

[ログアナライザサーバインストールフォルダ]¥bin¥SWDTLAENV
例) C:¥Program Files¥Fujitsu¥Systemwalker Desktop Keeper¥LogAnalyzer¥Server¥bin¥SWDTLAENV

コマンド名 行える操作

LADBBKR
S.BAT

“3.2.1 概要および退避対象資産”の“設定情報”に記述されているすべてのテーブルを、テーブルごとに

CSVファイルとして退避することができます。

コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してください。

 
バックアップを実行する

バックアップコマンドの使用方法については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照

してください。

 注意

実行時にはログアナライザを使用しないでください
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退避・復元を行う前には、Webコンソール、レポート出力ツール、データ移入コマンド、ユーザー管理コマンドなどログアナライザの機

能を使用しないでください。

3.2.3 資産を復元する

3.2.3.1 リストア手順

リストアする際の手順の流れを以下に説明します。

 
リストア作業の流れ

1. ログアナライザユーザー(ログアナライザサーバインストール時に設定したWindowsアカウント)でログオンします。

2. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[ログアナライザ]-[運用環境保守ウィザード]を起動して、デー

タベースを再構築します。

3. 設定情報退避CSVをログアナライザ設定情報退避・復元コマンド(LADBBKRS.bat)を使用してデータベースにリストアします。

コマンドの詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“LADBBKRS.bat(ログアナライザ設定情報退避・

復元)”を参照してください。

例：

LADBBKRS.bat -rs -d c:¥backup

4. 外部媒体等に保管しているログ情報退避CSVを、フォルダ構成を維持した状態で共有フォルダ(下記手順5.でログアナライザ

サーバへのデータ移入・削除コマンドの-fで指定するフォルダ)にコピーします。

5. コピーしたフォルダ配下に存在する、以下のファイル名を変更します。

－ 変更前のファイル名：conv_end

－ 変更後のファイル名：trans_end

上記ファイルは、期間フォルダ(例:20080421_20080421)ごとに存在します。

フォルダ数が多い場合は、以下のようにバッチ処理で変更すると便利です。

【バッチファイルの例】

ECHO OFF

IF %1.==. GOTO NOPARAM

FOR /R %1 /D %%f IN (*) DO (

  IF EXIST %%f¥conv_end (

    move %%f¥conv_end %%f¥trans_end

  )

)

GOTO END

:NOPARAM

- 157 -



ECHO フォルダパスを指定してください。

:END

ECHO ON

例：退避データを保管してあるパス z:¥DTKDATAを、共有フォルダのパス c:¥DTKDATAに複写し、その後、作成したバッチコ

マンドを実行します。

例：

conv.bat c:¥DTKDATA

6. ログ情報退避CSVをログアナライザサーバへのデータ移入・削除コマンド(DTTOOLEX.EXE)を使用して再移入します。

なお、再移入処理は処理時間が大きくかかります。

参考情報：ログ数約1.8億件のデータで約24時間

コマンドの詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“DTTOOLEX.EXE(ログアナライザサーバへの

データ移入・削除)”を参照してください。

例：

dttoolEx.exe -f c:¥DTKDATA

7. 設定情報退避CSVを再度リストアコマンドを使用してデータベースに復元します。

例：

LADBBKRS.bat -rs -d c:¥backup

8. 運用を再開します(データ転送コマンドとデータ移入コマンドの運用)。

 注意

リストアコマンドは2度実行します

手順7.の設定情報の再リストアを行わないと、ユーザーIDが削除される、設定内容が 新の状態でないなど、正しく復元されない場合

があります。

3.2.3.2 リストアコマンドを使用する

Systemwalker Desktop Keeperログアナライザが提供するリストアコマンドによって、退避したデータをデータベースへ復元する操作の

方法について説明します。なおリストアコマンドはバックアップコマンドと同一です。

 注意

リストアコマンド使用時に考慮すべきことについて

【V14.0.0専用のコマンドです】

リストアコマンドは、V14.0.0専用のコマンドになります。異なるバージョンで構築された環境で使用した場合の動作は保証しており

ません。

【Windows Server® 2008の場合の実行権限について】

Windows Server® 2008の場合、リストアコマンドを実行する場合は管理者権限が必要です。Administratorsグループに所属する

ユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオン後、実行してください。
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【コマンドプロンプトのコマンド拡張機能を有効にしてください】

リストアコマンドを実行するためには、コマンドプロンプトのコマンド拡張機能が有効になっている必要があります。

なお、コマンド拡張機能は、初期設定では有効になっています。コマンドプロンプトより「echo %CMDEXTVERSION%」を実行し、

その結果が2以上の場合は有効と確認できます。

リストアコマンド格納先:

[ログアナライザサーバインストールフォルダ]¥bin¥SWDTLAENV
例) C:¥Program Files¥Fujitsu¥Systemwalker Desktop Keeper¥LogAnalyzer¥Server¥bin¥SWDTLAENV

コマンド名 行える操作

LADBBKR
S.BAT

“3.2.1 概要および退避対象資産”の“設定情報”に記述されているすべてのテーブルを、テーブルごとに

CSVファイルとして復元することができます。

コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してください。

 
リストアを実行する

リストアコマンドの使用方法については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してく

ださい。

 注意

実行時にはログアナライザを使用しないでください

退避・復元を行う前には、Webコンソール、レポート出力ツール、データ移入コマンド、ユーザー管理コマンドなどログアナライザの機

能を使用しないでください。
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第4章 バージョンアップ

本章では、Systemwalker Desktop Keeperのバージョンアップの方法について説明します。

4.1 異なるバージョン間の注意事項

異なるバージョン間の動作状況について説明します。

 
統合管理サーバと管理サーバ間

統合管理サーバと管理サーバと間で異なるバージョンを使用した場合、正常に動作できません。必ず同一バージョンにしてください。

 
管理サーバ/統合管理サーバとログアナライザサーバ間

管理サーバ/統合管理サーバとログアナライザサーバで異なるバージョンを使用した場合、正常に動作できません。必ず同一バージョ

ンにしてください。

 
管理サーバ/統合管理サーバと管理コンソール間

管理サーバ/統合管理サーバと管理コンソール間で異なるバージョンを使用した場合、正常に動作できません。必ず同一バージョンに

してください。

 
管理サーバ・統合管理サーバとクライアント(CT)間

管理サーバ/統合管理サーバとクライアント(CT)間で異なるバージョンを使用した場合、下表の動作となります。

CTバージョンは、管理コンソールのCTバージョンで確認することができます。CTバージョンと製品のバージョン/エディションとの対応

は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“CTバージョン”を参照してください。

なお、CTバージョンをクライアント(CT)側で確認する場合は、以下のコマンドを実行してください。

fsw11ej7.exe <Password> /D /C

コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してください。

  クライアント(CT)

V12.0L
10

V12.0L20 V13.0.0
V13.2.0
V13.2.1

V13.3.0
V14.0.0

BE BE SE BE SE BE SE BE SE

管理サーバ

統合管理サー

バ

BEV12.0L10 ○ × × × × × × × × ×

BEV12.0L20 ○ ○ × × × × × × × ×

SEV12.0L20 ○ ○ ○ × × × × × × ×

BEV13.0.0 ○ ○ × ○ × × × × × ×

SEV13.0.0 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

BEV13.2.0 ○ ○ × ○ × ○ × × × ×

SEV13.2.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

SEV13.2.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

BEV13.3.0 ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ×

SEV13.3.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

V14.0.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○:正常に動作します。

×:正常に動作しません。

V14.0.0の管理コンソールで設定したポリシーは、CT側のバージョン、エディションにより機能が制限されます。CTのバージョン、エディ

ションによる機能ごとの動作の可否は以下のとおりです。

V4.0.0サポート機能

クライアント(CT)

V12.0L10 V12.0L20 V13.0.0
V13.2.0
V13.2.1

V13.3.0
V14.0.0

BE BE SE BE SE BE SE BE SE

コマンドプロンプト操作ログの採取 △（注） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ファイル操作ログ(ローカルドライブ)
の採取

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ユーザーポリシーの適用 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

連携アプリケーションログの採取 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ウィンドウタイトル取得ログのURL情
報の採取

× × ○ × ○ × ○ × ○ ○

ファイル操作ログ(ネットワークドライ

ブ)の採取
× × ○ × ○ × ○ × ○ ○

メール添付禁止ポリシーの適用 × × ○ × ○ × ○ × ○ ○

その他設定ポリシーの適用(時間指

定送信機能除く)
× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ログオン/ログオフログの採取 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ログフィルタ機能 × × × × ○ × ○ × ○ ○

画面キャプチャの採取(および端末

動作設定での画面キャプチャ条件設

定)
× × × × ○ × ○ × ○ ○

持出しユーティリティからCD-R/RW
への書き込み

× × × × ○ × ○ × ○ ○

持出しユーティリティからDVD-R/RW
への書き込み(OS:Vistaのみ）

× × × × × × × × ○ ○

PrintScreenキー操作ログの採取 × × × × × ○ ○ ○ ○ ○

原本保管機能 × × × × × × ○ × ○ ○

その他設定ポリシーの適用(時間指

定送信機能)
× × × × × × × ○ ○ ○

ファイル操作ログ取得除外フォルダ

の適用
× × × × × × × ○ ○ ○

ファイル持出し禁止ポリシーにおけ

る以下の設定

・ 復号時のパスワードの試行回数

設定

・ 復号可能期限設定

・ 暗号化ファイルの拡張子設定

・ 期間・時間指定

× × × × × × × ○ ○ ○

持出しユーティリティでの持出し可能

条件の設定
× × × × × × × ○ ○ ○
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V4.0.0サポート機能

クライアント(CT)

V12.0L10 V12.0L20 V13.0.0
V13.2.0
V13.2.1

V13.3.0
V14.0.0

BE BE SE BE SE BE SE BE SE

持出しユーティリティでの持出し先

USBデバイス情報の取得
× × × × × ○ ○ ○ ○ ○

PC起動ログ/PC終了ログ/PC休止ロ

グ/PC復帰ログの採取
× × × × × × ○ × ○ ○

○:正常に動作します。

×:正常に動作しません。

注）CTバージョンが「1.0.0.7」以降の場合は採取できます。

 注意

バージョンアップ時のデータベース容量の増加について

V13.0.0以降ではデータベースの変更に伴い、データベース容量が増加します。（算出条件で変動しますが、約1.5倍程度増加） この

ため、V12からの移行時にはデータベースの作成サイズに注意してください。

バージョンアップ後に必要なデータベースの容量については、“Systemwalker Desktop Keeper 解説書”の“動作環境”を参照してくだ

さい。

 
ログアナライザサーバとレポート出力ツール間

ログアナライザサーバとレポート出力ツールで異なるバージョンを使用した場合、正常に動作できません。必ず同一バージョンにしてく

ださい。

4.2 バージョンアップの流れ

旧版のSystemwalker Desktop KeeperからV14.0.0にバージョンアップする流れについて、以下の2パターンで説明します。

・ V12からのバージョンアップの場合

・ V13からのバージョンアップの場合

また、Systemwalker Desktop Log AnalyzerからSystemwalker Desktop Keeperに移行する流れについても説明します。Systemwalker
Desktop Log AnalyzerからSystemwalker Desktop Keeperに移行する場合は、移行の実施前に、管理サーバ/統合管理サーバのバー

ジョンアップを完了させてください。

・ Systemwalker Desktop Log Analyzerからの移行

Systemwalker Desktop Keeper V14.0.0を新規インストールする場合は、“第2章 導入”を参照してください。

 注意

安全のため、バージョンアップ作業前に、バックアップを行ってください

バージョンアップを行うと、製品資産やユーザー資産が保持されているデータベースを更新します。このため、予期せぬトラブルに備

え、バージョンアップ作業前に、すべての環境をバックアップすることをお勧めします。

バックアップについては、“第3章 保守”を参照してください。
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 注意

バージョンアップできないOSについて

クライアント(CT)では、以下のOSからバージョンアップはできません。

・ Windows® 98

・ Windows® ME

・ Windows NT®

Windows® 98およびWindows® MEはV13.0.0からログビューアおよびクライアント(CT)が動作しません。

Windows NT®はV13.3.0からクライアント(CT)が動作しません。

 注意

バージョンアップ後のバックアップ作業について

・ バージョンアップ後は旧版のバックアップコマンドは使用できません。すべてV14.0.0のバックアップコマンドを使用してください。

・ V12からバックアップコマンド名が変更されていますので、以下の条件をすべて満たす場合は、スケジューラの内容を変更してくだ

さい。変更後は、正しくバックアップコマンドが呼び出されるか、動作確認を実施してください。

バックアップコマンド名の変更内容については、“4.10 非互換項目一覧”の“バックアップコマンド”を参照してください。

－ V12からバージョンアップした場合

－ スケジューラの機能を使用してバックアップコマンドを起動していた場合

 
V12からのバージョンアップの場合

V12.0L10、V12.0L20からのバージョンアップの流れは以下のとおりです。
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V13からのバージョンアップの場合

V13.0.0、V13.2.0、V13.2.1、V13.3.0からのバージョンアップの流れは以下のとおりです。

 ポイント

データ移行が可能かを事前に確認できます

V13からのバージョンアップの場合、バージョンアップ前にデータベースの移行に必要なデータベース領域の空き容量があるかを確認

することができます。

確認手順は以下のとおりです。

1. V13の管理サーバ/統合管理サーバに、製品CDをセットします。

2. コマンドプロンプトを起動し、カレントドライブを製品CDをセットしたドライブに変更してください。
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3. 以下のコマンドを実行してください。

D:¥>Win32¥DTKServer¥DBTool¥SWDTK_DBCV.exe  14.0  /CK

Dドライブに製品CDをセットした場合

コマンドの実行結果として、移行が可能かどうか、また現在の使用状況と移行に必要な空き容量が表示されます。

なお、本コマンド(SWDTK_DBCV.exe)は、任意のフォルダにコピーしてご使用になることも可能です。コマンドの詳細について

は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してください。

 
Systemwalker Desktop Log Analyzerからの移行

バージョンアップは、現在の環境をすべて削除してから、新規に環境を構築しなおします。

バージョンアップ作業の流れを以下に示します。
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4.3 管理サーバ/統合管理サーバをバージョンアップする

管理サーバ・統合管理サーバをバージョンアップする方法について説明します。

 注意

バージョンアップ前に考慮すべき内容について

【管理サーバ/統合管理サーバの停止が必要です】

バージョンアップを行う場合、管理サーバや統合管理サーバの運用を停止させる必要があります。そのため、業務に支障のないよ

うに、利用者の少ない時間帯に行ってください。

【ファイアウォールの例外ポートの追加が必要な場合があります】

管理サーバの通信ポートを変更する場合は、ファイアウォールの許可ポートに、変更後のポート番号を追加してください。

【データ移行の時間を考慮してください】

バージョンアップの場合、データの移行が必要です。データベースの容量によっては作業に時間がかかります。

【上書きインストールに時間がかかる場合があります】

付帯データやコマンドプロンプトログが多数存在する環境で管理サーバ/統合管理サーバの上書きインストールを実行した場合、

付帯データやコマンドプロンプトログのアクセス権の確認/変更処理のため実行時間が長くなります。(上書インストール時間の目

安：付帯データやコマンドプロンプトログの数が10万ファイルで約30分）

【初期管理者の定義について】

Systemwalker Desktop Keeper V12で作成した初期管理者(secureadmin)とSystemwalker Desktop KeeperV13以降の初期管理者

(SecureAdmin)とは、使用できる内容が異なります。

V13以降の初期管理者(SecureAdmin)は、サーバ設定ツール、バックアップツール、およびリストアツールを起動できますが、管理

コンソール、ログビューアの起動はできません。

ただし、V12からバージョンアップした場合、旧版の初期管理者(secureadmin)はそのまま移行されるため、管理コンソール、ログ

ビューアも継続して使用することができ、かつV14.0.0の初期管理者として動作することができます。その場合の初期管理者

(secureadmin)のパスワードは、それぞれの画面のログイン画面において、以下のように指定してください。
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－ サーバ設定ツール、バックアップツール、リストアツール

V12から移行した初期管理者ユーザー(SecureAdmin)で起動する場合、パスワードは、下記の手順の“管理サーバ/統合管理

サーバを上書きインストールする”で設定する初期管理者パスワードを指定してください。

－ 管理コンソール、ログビューア

V12から移行した初期管理者ユーザー(SecureAdmin)で起動する場合、V12で設定したパスワードを指定してください。

管理サーバ/統合管理サーバのバージョンアップの手順は、以下のとおりです。“4.2 バージョンアップの流れ”に沿って下記の手順を

実行してください。

なお、IISがインストールされていない場合、管理サーバ/統合管理サーバをバージョンアップする前にIISのインストールが必要です。IIS
のインストールについては、“2.2.1 IISのインストールと設定”を参照してください。

 
管理サーバ/統合管理サーバにログオンする

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

V13からのバージョンアップの場合、データベースの移行作業のため、必ずデータベースを構築したときのWindowsログオンID
でログオンしてください。別のログオンIDでログオンした場合、管理サーバ/統合管理サーバの上書きインストール時にエラーと

なります。

 
階層化サービス、サーバサービスを停止する

1. [スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。

2. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順を行っ

てください。

3. Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから[停止]を選択します。なお、停止するまでに

30秒から1分程度かかる場合があります。

－ SWLevelControlService

－ SWServerService

4. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

 
IISのインストールおよび設定を行う

IISのインストールおよび設定方法は、新規インストール時の“2.2.1 IISのインストールと設定”と同様の手順ですので、そちらを参照し

てください。

 
管理情報、ログ情報をバックアップする
(V12からのバージョンアップの場合)

バージョンアップ前の環境で、Systemwalker Desktop Keeperのバックアップコマンドを使用して管理情報、ログ情報(コマンドプロンプト

操作ログ以外)をバックアップします。コマンドプロンプト操作ログについては、手作業にてバックアップします。

また、バックアップコマンドインストールフォルダ内のバッチファイルを直接利用してバックアップ運用を行っている場合は、バージョン

アップによりバッチファイルも上書きされるため、バッチファイル自体の退避も必要です。

バージョンアップ前にバッチファイルを退避し、バージョンアップ後に新しいバッチファイルに設定内容を反映してください。ただし、

フォーマットが変更されていますので、そのまま置き替えによる復元は行わないでください。

 注意

バックアップ作業の注意点について
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【管理情報のバックアップは必須です】

必ず、管理情報のバックアップを実施してください。実施しなかった場合、システムを復元できません。ログ情報を移行しない場合

は、ログ情報のバックアップは必要ありません。

【管理情報とログ情報は同時にバックアップしてください】

管理情報とログ情報は同じタイミングでバックアップしてください。違うタイミングでバックアップしたデータの場合、データ移行が正

常に行われません。

【データベースのバックアップは移行するログ情報全てが対象です】

ログ情報は全期間のデータがバックアップ対象となるように注意してください。

【V12バックアップコマンドの制限があります】

Ｖ12のバックアップコマンドでは、コマンドプロンプト操作ログはバックアップされません。

1. コマンドプロンプト操作ログをバックアップします。

V12のPromptLogフォルダのファイルすべてを、任意のバックアップフォルダに退避します。退避したファイルは、本バージョン

アップ作業の中でリストアする必要はありませんが、ログ情報を復元する場合には必要になります。

V12のPromptLogフォルダは、"管理サーバ・統合管理サーバのインストール"実行時に、"ログファイルの格納先"として指定した

フォルダです。(例: C:¥DTK¥PromptLog )

2. コマンドプロンプト操作ログ以外を、バックアップコマンドを使用してバックアップします。

管理サーバまたは統合管理サーバの管理情報、ログ情報をバックアップします。バックアップは各バージョンのバックアップコマ

ンドを使用します。バックアップコマンドによるバックアップ方法は各バージョンのマニュアルを参照してください。

なお、BEV12.0L10の場合は、Systemwalker技術情報サイトに公開しているバックアップコマンドを使用してください。Systemwalker
技術情報サイトへのアクセス方法は、インストール媒体添付のソフトウェア説明書を参照してください。

3. バックアップコマンドの実行結果確認

実行結果を確認し、正常にバックアップされていることを確認します。

4. バックアップ用のバッチファイルを退避します。ただし、バッチファイルを使用していない場合、またはバッチファイルをSystemwalker
Desktop Keeperのインストール先以外のユーザー任意のフォルダに移動させてご利用になっている場合は不要です。

退避する必要がある場合は、バックアップ用のバッチファイルのインストール先について各バージョンのマニュアルを参照してく

ださい。

 注意

バックアップ用のバッチファイルの退避はV13からのバージョンアップの時にも必要です

上記のバックアップ用のバッチファイルの退避手順については、V13からのバージョンアップの時にも必要な手順となります。上記の退

避が必要となる条件および手順4．を確認してください。

 
管理サーバ/統合管理サーバを上書きインストールする

 注意

管理サーバ、統合管理サーバのバージョンアップ順序について

3階層の場合、統合管理サーバからバージョンアップを行ってください。そのあと、管理サーバでバージョンアップを行ってください。

また、バージョンアップ中の不整合が発生しないよう、すべての管理サーバや統合管理サーバでのバージョンアップが完了するまで、

統合管理サーバから配下の管理サーバの情報を参照しないでください。

管理サーバ/統合管理サーバの上書きインストール手順は、以下のとおりです。
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1. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「管理サーバ インストール」を選択してください。

上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

2. 「Systemwalker Desktop Keeper サーバ セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

3. V12からのバージョンアップの場合、サーバ機能の「インストール先の選択」画面が表示されます。(V13からのバージョンアップ

の場合は表示されません。次の手順に進みます。)

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

4. V12からのバージョンアップの場合、データベース関連ファイルの「インストール先の選択」画面が表示されます。(V13からのバー

ジョンアップの場合は表示されません。次の手順に進みます。)

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックすると、上書きインストール処理が開始されます。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックすると、上書きインストール処理が開始されます。

なお、データベース関連ファイルのインストールフォルダに空白、ひらがな、カタカナ、漢字などのマルチバイト文字は指定でき

ません。また、以下のドライブは指定できません。

－ ドライブのルート (C:¥、D:¥等)

－ ネットワークドライブ

－ フォーマット形式がNTFS以外のドライブ

すでにSymfowareデータベースシステムがインストール済みの場合は、バンドルされているSymfoware Serverはインストールされ

ません。データベース関連ファイルのインストール先を指定しても、Symfowareデータベースシステムのインストール先は変わり

ません。

5. 「IISホームディレクトリ設定」画面が表示されます。

表示されているインストール先から変更しない場合は、［次へ］ボタンをクリックしてください。

表示されているインストール先から変更する場合は、変更したいフォルダの［参照］ボタンをクリックし、フォルダを変更したあと、

［次へ］ボタンをクリックしてください。

6. 管理サーバ/統合管理サーバ上に、旧版のログビューアがインストールされている場合、以下のメッセージがでてログビューアの

アンインストール処理が実行されます。メッセージ画面で［OK］ボタンをクリックすると、インストール処理の前に旧版ログビューア

のアンインストールが開始されます。

旧版ログビューアがインストールされていない場合は、インストール処理が続行されます。

- 169 -



V13.3.0以前のログビューアがインストールされています。

V14.0.0以降、ログビューア機能は管理サーバに含まれるため、ログビューアのアンインストールを行います。

 注意

ここでは再起動はおこなわないでください

ログビューアのアンインストール完了時、再起動を指示される場合がありますが、再起動せずにそのまま管理サーバのインストー

ルを続行してください。

なお、誤って再起動を実行した場合は、管理サーバの上書きインストールが中断していますので、再度上書きインストールを実

行する必要があります。その場合はログビューアのアンインストールは完了しているため、上記メッセージは表示されません。

7. 管理サーバ/統合管理サーバ上にSystemwalker Desktop Log Analyzerのログ連携アダプタがインストールされている場合、以下

のメッセージがでてログ連携アダプタのアンインストール処理が実行されます。メッセージ画面で［OK］ボタンをクリックすると、イ

ンストール処理の前にログ連携アダプタのアンインストールが開始されます。なお、Systemwalker Desktop Log Analyzerでのロ

グ連携アダプタの設定値は引き継がれます。

ログ連携アダプタがインストールされていない場合は、インストール処理が続行されます。

V13.3.0以前のSystemwalker Desktop Log Analyzer ログ連携アダプタがインストールされています。

V14.0.0以降、ログ連携アダプタ機能はSystemwalker Desktop Keeper 管理サーバに含まれるため、ログ連携アダプタのアンイン

ストールを行います。

 注意

ここでは再起動はおこなわないでください

ログ連携アダプタのアンインストール完了時、再起動を指示される場合がありますが、再起動せずにそのまま管理サーバのイン

ストールを続行してください。

なお、誤って再起動を実行した場合は、管理サーバの上書きインストールが中断していますので、再度上書きインストールを実

行する必要があります。その場合はログ連携アダプタのアンインストールは完了しているため、上記メッセージは表示されませ

ん。

8. インストール処理の完了の直前に、以下のメッセージがでる場合がありますが、［いいえ］をクリックしてください。

 注意

ここでは再起動はおこなわないでください

本メッセージが表示された場合、再起動せずにそのまま管理サーバのインストールを続行してください。

なお、誤って再起動を実行した場合は、管理サーバの上書きインストールが中断していますので、再度上書きインストールを実

行する必要があります。

9. 処理が正常に完了すると、「アップデート完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］
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なお、既にSymfoware Serverがインストールされている場合は再起動の選択指示はありませんので、そのまま[完了]ボタンをク

リックした後、手動でシステムを再起動してください。この場合、処理の完了直後はスタートメニューに旧版のメニューが残ります

が、旧版のアンインストールは正常に終わっており、ログオフまたは再起動を行ったタイミングで旧版メニューは削除されます。

バージョンアップ時にイベントログに、以下のエラーが表示されることがありますが、問題ありません。

[種類]エラー

[ソース]SWDTK
[イベントID]3014
[説明]現在のバージョンのデータベースの構造ではありません。データベース環境を確認してください。

 
データベースを構築する
(V12からのバージョンアップの場合)

データベースの構築方法は、“2.2.3 データベースを構築する”と同様の手順ですので、そちらを参照してください。

 
管理情報、ログ情報をリストアする
(V12からのバージョンアップの場合)

管理サーバ（統合管理サーバ）を上書きインストールする直前にバックアップしておいた旧バージョンの管理情報、ログ情報(コマンド

プロンプト操作ログ以外)をSystemwalker Desktop Keeperのリストアツールを使用してリストアします。

また、コマンドプロンプト操作ログについては、手作業にてリストアします。

1. V14.0.0のリストアツールで管理情報、ログ情報(コマンドプロンプト操作ログ以外)をリストアします。

リストアを行うと、自動的にデータの移行とV14.0.0で新規に作成された情報の追加を行います。リストアツールの使用方法につ

いては、“3.1.3 ユーザー資産を復元する”を参照してください。

 
移行コマンドを実行する
(V13からのバージョンアップの場合)

以下の手順で移行作業を行ってください。

1. V13の旧版からのデータの変換を行います。手順は以下のとおりです。

a. データベースの状態を確認し、移行可能かどうかを判断します。

[データベース関連ファイルのインストールフォルダ]¥DBEnv¥SWDTK_DBCV.EXE  14.0  /CK

※“データベース関連ファイルのインストールフォルダ”の初期値は“C:¥DTKDB”です。

b. コマンドの実行結果を確認し、移行可能かどうかを結果メッセージから判断します。

c. データベースの移行コマンドを実行します。

[データベース関連ファイルのインストールフォルダ]¥DBEnv¥SWDTK_DBCV.EXE  14.0  /GO

※“データベース関連ファイルのインストールフォルダ”の初期値は“C:¥DTKDB”です。

2. ユーザーポリシーの一元管理を行う場合、以下のコマンドを実行します。

各管理サーバ及び、統合管理サーバで実行します。

 注意

旧版(V13用)コマンドで取り出したデータはV14.0.0では取り込めません

V14.0.0のユーザー定義の移行コマンドは、旧版(V13用)コマンドで作成したデータファイルを取り込めません。必ず、V14.0.0用
のユーザー定義の移行コマンドを使用してください。

管理サーバでの手順：

a. 「管理者のユーザー情報定義」の出力

[データベース関連ファイルのインストールフォルダ]¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /UI  ［ファイル名］
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例） デフォルトのインストール先で、ファイル名を「C:¥temp¥userinfo.dat」にした場合の使用例

C:¥DTKDB¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /UI  C:¥temp¥userinfo.dat

b. 「ユーザー情報、ユーザーポリシーの定義」の出力

[データベース関連ファイルのインストールフォルダ]¥DBEnv¥ DTKTBLCV.EXE 14.0 /UP  ［ファイル名］

例） デフォルトのインストール先で、ファイル名を「C:¥temp¥userpolicy.dat」にした場合の使用例

C:¥DTKDB¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /UP C:¥temp¥userpolicy.dat

統合管理サーバでの手順：

a. 「管理者のユーザー情報定義」の取り込み

以下のコマンドを各管理サーバ分実行します。

[データベース関連ファイルのインストールフォルダ]¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /IN  ［ファイル名］

例） デフォルトのインストール先で、「C:¥temp¥userinfo.dat」を取り込む場合の使用例

C:¥DTKDB¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /IN  C:¥temp¥userinfo.dat

b. 「ユーザー情報、ユーザーポリシーの定義」の取り込み

以下のコマンドを各管理サーバ分実行します。

[データベース関連ファイルのインストールフォルダ]¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /IN  ［ファイル名］

例） デフォルトのインストール先で、「C:¥temp¥userpolicy.dat」を取り込む場合の使用例

C:¥DTKDB¥DBEnv¥DTKTBLCV.EXE 14.0 /IN C:¥temp¥userpolicy.dat

上記コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“コマンドリファレンス”を参照してください。

 
IISの設定を行う

IISの設定方法は、新規インストール時の“2.2.4 IISの設定”と同様の手順ですので、そちらを参照してください。

 
サーバの環境を設定する

V14.0.0にバージョンアップした場合、前バージョンでの設定値は有効になっています。

ただし、V13.0.0以前からのバージョンアップの場合は、サーバ設定ツールの[管理者情報設定]画面で設定したユーザー情報の詳細

権限がすべて権限がある状態で移行されます。変更する必要がある場合は、移行後に変更してください。

また、V14.0.0で追加された「管理者情報設定」画面の[USBデバイス登録/更新/削除]については、全管理者に対し権限が与えられて

いませんので、必要に応じて移行後に権限を付与してください。

その他、サーバ環境の変更がある場合はサーバ設定を行ってください。サーバ設定の方法は、初期導入時の“2.2.5 管理サーバ/統合

管理サーバの環境を設定する”と同様の手順ですので、そちらを参照してください。

4.4 管理コンソールをバージョンアップする

管理コンソールをバージョンアップする方法について説明します。

管理コンソールを上書きインストールしてください。手順は以下のとおりです。“4.2 バージョンアップの流れ”に沿って下記の手順を実

行してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「管理コンソール インストール」を選択してください。
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上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Systemwalker Desktop Keeper 管理コンソール セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてく

ださい。

4. 「サーバ情報の入力」画面が表示されますので、接続するサーバ情報を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

接続するサーバの設定手順は以下のとおりです。

a. 接続するサーバ情報は、以下の情報を設定して、[追加]ボタンをクリックします。

 注意

接続する(統合)管理サーバの設定を確認してください

接続する(統合)管理サーバの情報と管理コンソールでの設定を同じ設定にしてください。確認方法は以下のとおりです。

1. 接続する(統合)管理サーバ上で、[スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[サー

バ設定ツール]を起動してください。

2. [管理サーバ設定]ボタンをクリックします。

3. 以下の項目を確認します。

－[サーバ設定]の[サーバIPアドレス]の設定値

－[ポート番号設定]の[管理コンソール＜----＞階層化サービス]の設定値

- [接続する(統合)管理サーバのIPアドレス]: 接続する(統合)管理サーバのIPアドレスを入力します。

- [使用するポート番号]: 管理コンソールと階層化サービス間を通信するためのポート番号を入力します。

追加すると設定した情報が、［追加］ボタンの下に表示されます。

b. 接続するサーバが複数ある場合は、手順a.の操作をサーバ数分行います。

なお、［↑］ボタンまたは［↓］ボタンで通常接続するサーバが上に表示されるよう調整できます。

5. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。

インストールを開始する場合は、［インストール］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を確認もしくは変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。

6. 処理が正常に完了すると、「アップデート完了」画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください。

なお、インストール終了後にPCの再起動を要求されたときは、再起動を行ってください。
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4.5 ログビューアをアンインストールする

旧バージョンのログビューアをアンインストールする方法について説明します。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Systemwalker Desktop Keeper ログビューア”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

4. アンインストールが実行されます。

4.6 端末初期設定・端末動作設定を行う

各環境をバージョンアップした後に端末初期設定、および端末動作設定を行う方法について説明します。

手順は以下のとおりです。“4.2 バージョンアップの流れ”に沿って下記の手順を実行してください。

 
階層化サービスを開始する

停止していた階層化サービスを開始します。

 注意

階層化サービス開始時の注意事項について

・ 3階層の場合、不整合が発生しないよう統合管理サーバでの端末初期設定・端末動作設定がすべて完了するまで、下位管理サー

バの階層化サービスを開始しないでください。

・ 下位管理サーバの階層化サービスを起動した場合、データ一元管理の設定を行っていると、管理サーバ間でデータ同期処理が

開始します。そのため、複数台の管理サーバを起動する場合は少し時間をあけながら起動してください。また、データ同期処理中

は管理コンソール、ログビューアは使用できません。

1. Windowsのサービス画面を表示し、階層化サービス(SWLevelControlService)を選択して、[操作]メニューから[開始]を選択しま

す。

 
端末初期設定を設定する

管理コンソール画面から[端末初期設定]画面を開きます。

1. 「管理コンソール」画面を起動します。

2. [動作設定]メニューから[端末初期設定]を選択します。

→[端末初期設定]画面が表示されます。

以降、[端末初期設定]画面において、下記設定を行ってください。

【BEV12.0L10からのバージョンアップの場合】

操作ログの送信方法の設定

クライアント(CT)の操作ログの送信方法を設定します。

- [その他設定]タブを選択して、クライアント(CT)の操作ログの送信方法を設定します。初期状態では[操作ログ発生時点で

即時に送信する]および[蓄積した操作ログは、接続後、一定件数ごとにまとめて送信する]が選択されています。

クライアント(CT)からファイル操作ログを採取するとき

クライアント(CT)からファイル操作ログを採取するときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)からファイル操作ログを採取

しない場合は、次の手順に進みます。

1. [各種ログスイッチ]タブを選択して、[ファイル操作ログ]で[する]を選択します。初期状態では[しない]が選択されていま

す。
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2. [ファイル操作プロセス]タブを選択して、ファイル操作ログを取得するプロセスを登録します。初期状態では、

explorer.exe、cmd.exe、fsw00ej2.exe、xcopy.exe、およびDllhost.exeが登録されています。

3. [ファイル操作拡張子]タブを選択して、取得するファイルの拡張子を登録します。

クライアント(CT)に対してメール添付禁止を行うとき

クライアント(CT)に対してメール添付禁止を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対してメール添付禁止を行

わない場合は、次の手順に進みます。

- [メール添付禁止]タブを選択して、禁止方法を設定します。初期状態では、メール添付禁止は行われません。

クライアント(CT)に対して画面キャプチャを採取するとき

クライアント(CT)に対して画面キャプチャの採取指定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対して画面キャ

プチャの採取指定を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [画面キャプチャ条件]タブを選択して、画面キャプチャ条件を設定します。初期状態では、画面キャプチャの採取は行われ

ません。

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー操作ログで画面キャプチャを採取するとき

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー操作ログでの画面キャプチャの採取指定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント

(CT)に対してPrintScreenキー操作ログでの画面キャプチャの採取を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [各種ログスイッチ]タブを選択して、”PrintScreenキー操作ログ”の個所で画面キャプチャの設定をします。初期状態では、

PrintScreenキー操作ログでの画面キャプチャの採取はしません。

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー禁止時に画面キャプチャを採取するとき

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー禁止時に画面キャプチャの採取指定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント

(CT)に対してPrintScreenキー禁止時に画面キャプチャの採取を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [印刷禁止]タブを選択して、”PrintScreenキー無効化”の個所で画面キャプチャの設定をします。初期状態では、PrintScreen
キー禁止時の画面キャプチャの採取はしません。

クライアント(CT)に対して原本保管の設定を行うとき

クライアント(CT)に対して原本保管の設定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対して原本保管の設定を行

わない場合は、次の手順に進みます。

- [各種ログスイッチ]タブを選択して、”ファイル持出しログ”の個所で原本保管の設定をします。初期状態では、原本保管は

行いません。

クライアント(CT)に対してログフィルタ条件を設定するとき

クライアント(CT)に対してログフィルタ条件の設定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対してログフィルタ条

件の設定を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [ログフィルタ条件]タブを選択して、ログフィルタ条件を設定します。初期状態では、ログフィルタ条件は設定されていませ

ん。

【BEV12.0L10以外からのバージョンアップの場合】

操作ログの送信方法の設定

クライアント(CT)の操作ログの送信方法を設定します。

- [その他設定]タブを選択して、クライアント(CT)の操作ログの送信方法を設定します。初期状態では[操作ログ発生時点で

即時に送信する]および[蓄積した操作ログは、接続後、一定件数ごとにまとめて送信する]が選択されています。

クライアント(CT)に対してメール添付禁止を行うとき

クライアント(CT)に対してメール添付禁止を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対してメール添付禁止を行

わない場合は、次の手順に進みます。

- [メール添付禁止]タブを選択して、禁止方法を設定します。初期状態では、メール添付禁止は行われません。

クライアント(CT)に対して画面キャプチャを採取するとき

クライアント(CT)に対して画面キャプチャの採取指定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対して画面キャ

プチャの採取指定を行わない場合は、次の手順に進みます。
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- [画面キャプチャ条件]タブを選択して、画面キャプチャ条件を設定します。初期状態では、画面キャプチャの採取は行われ

ません。

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー操作ログで画面キャプチャを採取するとき

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー操作ログでの画面キャプチャの採取指定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント

(CT)に対してPrintScreenキー操作ログでの画面キャプチャの採取を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [各種ログスイッチ]タブを選択して、”PrintScreenキー操作ログ”の個所で画面キャプチャの設定をします。初期状態では、

PrintScreenキー操作ログでの画面キャプチャの採取はしません。

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー禁止時に画面キャプチャを採取するとき

クライアント(CT)に対してPrintScreenキー禁止時に画面キャプチャの採取指定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント

(CT)に対してPrintScreenキー禁止時に画面キャプチャの採取を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [印刷禁止]タブを選択して、”PrintScreenキー無効化”の個所で画面キャプチャの設定をします。初期状態では、PrintScreen
キー禁止時の画面キャプチャの採取はしません。

クライアント(CT)に対して原本保管の設定を行うとき

クライアント(CT)に対して原本保管の設定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対して原本保管の設定を行

わない場合は、次の手順に進みます。

- [各種ログスイッチ]タブを選択して、”ファイル持出しログ”の個所で原本保管の設定をします。初期状態では、原本保管は

行いません。

クライアント(CT)に対してログフィルタ条件を設定するとき

クライアント(CT)に対してログフィルタ条件の設定を行うときは、以下の手順を行います。クライアント(CT)に対してログフィルタ条

件の設定を行わない場合は、次の手順に進みます。

- [ログフィルタ条件]タブを選択して、ログフィルタ条件を設定します。初期状態では、ログフィルタ条件は設定されていませ

ん。

上記の端末初期設定の設定内容の詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper 運用ガイド 管理者編”の“端末初期設定をおこ

なう”を参照してください。

また、上記の設定で追加されたポリシーの端末初期設定は設定されますが、既存のCTポリシーやユーザーポリシーへの反映は行わ

れません。追加されたポリシーのCTポリシーやユーザーポリシーへの反映は別途行ってください。CTポリシーやユーザーポリシーの

反映方法については、“Systemwalker Desktop Keeper 運用ガイド 管理者編”の“CTポリシー/ユーザーポリシーを変更する”を参照し

てください。

 
端末動作設定を設定する

管理コンソールの[端末動作設定]画面の初期値を変更するとき

管理コンソールの[端末動作設定]画面の初期値を変更するときは、以下の手順を行います。

1. [管理コンソール]画面を起動します。

2. [動作設定]メニューから[端末動作設定]を選択します。

→[端末動作設定]画面が表示されます。

3. [端末動作設定]の値を設定します。

管理コンソールの[端末動作設定]画面の初期値の変更を行わない場合は、次の手順に進みます。

 
サーバサービスを開始する

停止していたサーバサービスを開始します。

 注意

統合管理サーバの設定完了後にサービスを開始してください
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3階層の場合、不整合が発生しないよう統合管理サーバで“2.2.5 管理サーバ/統合管理サーバの環境を設定する”と端末初期設定・

端末動作設定がすべて完了するまで、サーバサービスを開始しないでください。

1. Windowsのサービス画面を表示し、サーバサービス(SWServerService)を選択して、[操作]メニューから[開始]を選択します。

4.7 CTをバージョンアップする

クライアント(CT)をバージョンアップする方法について説明します。

 注意

クライアント(CT)のバージョンアップは、 後に行ってください

クライアント(CT)のバージョンアップは、“4.2 バージョンアップの流れ”に沿ってクライアント(CT)以外のバージョンアップを完了してから

行ってください。

 注意

V13.2.1以前の環境からバージョンアップする場合、ネットワークが切断されます

V13.2.1以前の環境からクライアント(CT)のバージョンアップを行うと、インストール中にネットワークが切断されます。エクスプローラなど

でネットワークフォルダを開いている場合は、閉じてからインストールを行ってください。

クライアント(CT)をバージョンアップする方法には、以下の3つがあります。それぞれの方法で、クライアント(CT)を上書きインストールし

てください。

・ ウィザード形式のバージョンアップ

・ サイレントバージョンアップ

・ 自己版数管理機能によるバージョンアップ

4.7.1 ウィザード形式でバージョンアップする

ウィザード形式でのクライアント(CT)のバージョンアップ手順は、以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「CT(クライアント)インストール」を選択してください。
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上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Systemwalker Desktop Keeper クライアント セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてくださ

い。

4. 「印刷監視方式の設定」画面が表示されますので、印刷監視方式について、以下のどちらかを選択して、[次へ]ボタンをクリック

してください。

－ [この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]：
1台のクライアント(CT)ごとに印刷操作ログを採取する場合に選択します。この場合、印刷操作ログはクライアント(CT)1台ご

とに採取されます。

－ [ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]： 
プリンタサーバと同じ統合管理サーバまたは管理サーバ配下にあるクライアント(CT)での印刷操作が、プリンタサーバをとお
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して行われる場合に選択します。プリンタサーバにもクライアント(CT)をインストールする必要があります。この場合、プリンタ

サーバではないクライアント(CT)から印刷操作ログは採取されません。印刷操作ログは、プリンタサーバから採取されます。

 注意

印刷監視方式の注意点について

【統合管理サーバと管理サーバで統一してください】

統合管理サーバまたは管理サーバ配下のクライアント(CT)では、上記選択を統一してください。統一されていない場合は、

印刷操作ログが採取されないときがあります。

【プリンタサーバをサーバ系OS以外にした場合の設定について】

サーバ系のOS(Windows® 2000 Server, Windows Server® 2003，Windows Server® 2008)以外を、プリンタサーバにしてい

る時は、［この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]と設定して運用した場合、プリンタサーバに10
台以上接続して印刷することができなくなります。この場合は[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]と設定してくださ

い。

 ポイント

プリンタサーバにユーザーIDを登録する

プリンタサーバに[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]を選択してクライアント(CT)がインストールされている場合、印刷が

行われたクライアント(CT)で使用中のユーザーIDをプリンタサーバにも登録しておく必要があります。登録されていない場合は、

印刷ログのユーザーIDが以下のように出力されることがあります。

－ 印刷が行われたクライアント(CT)で使用中のユーザーIDにユーザー権限しか設定されていない場合、ログの[ユーザーID]が
[Guest]として採取されるときがあります。

－ 印刷時にプリンタサーバに対してログオン要求があり、Administratorにてログオンした場合、ログの[ユーザーID]が
[Administrator]として採取されるときがあります。

5. 「メール制御方式の設定」画面が表示されますので、メール添付禁止の方式を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

－ [メール送信監視用ポート番号]: ポート監視方式選択時に、クライアント(CT)とSMTPサーバ間の通信で使用するポート番号

を入力します。

－ [ポート監視方式（推奨）]:メール添付禁止用ドライバによる禁止機能を使用する場合に選択します。通常は、この設定にして

ください。

V13.0.0以前からのバージョンアップ時において、V13.0.0以前と同じ禁止動作を設定しない場合は、ポート監視方式での

メール添付禁止を選択してください。

- [メール添付禁止用ポート番号]: ポート監視方式選択時に、メール添付禁止処理で内部的に使用するポート番号を入

力します。Base Editionの場合は指定できません。

- 179 -



- [メール添付禁止用ポート番号2]: ポート監視方式選択時に、メール添付禁止処理で内部的に使用するポート番号を入

力します。Base Editionの場合は指定できません。

－ [V12.0L20～V13.0.0互換方式]:V13.0.0以前の方式による禁止機能を使用する場合に選択します。V13.0.0以前からのバー

ジョンアップで、同じ禁止動作とする必要がある場合にのみ指定します。Base Editionの場合は指定できません。

 注意

メール添付禁止の方式設定時の注意点について

【Windows Vista®またはWindows Server 2008®の場合】

Windows Vista®またはWindows Server 2008®の場合、メール添付禁止の方式は、ポート監視方式しか選択できません。

【未使用ポートか確認してください】

メール添付禁止用ポートは、必ず他の処理や通信等で使用していないポートを指定してください。

【再起動が必要です】

以下のバージョンからV14.0.0にバージョンアップ、エディションアップした場合、「メール送信ログ取得機能」、「メール添付禁

止機能」はインストール完了後、再起動するまで動作しません。

- BEV12.0L10

- BEV12.0L20

- SEV12.0L20

- BEV13.0.0 /SEV13.0.0

6. 「ファイル持出しユーティリティアイコンの作成設定」画面が表示されますので、ファイル持出しユーティリティのアイコンの作成の

有無を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

－ [[デスクトップ]に作成する]: デスクトップにファイル持出しユーティリティアイコンを作成する場合に選択してください。

－ [[送る]メニューに作成する]: [送る]メニューにファイル持出しユーティリティアイコンを作成する場合に選択してください。
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7. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックしてくださ

い。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

4.7.2 サイレントバージョンアップを実施する

準備したインストール設定ファイルを使用して、バージョンアップする方法について説明します。

なお、Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能を利用して、クライアント(CT)を一括してバージョンアップすることができま

す。Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信方法については、”Systemwalker Desktop Patrolのソフトウェア配信機能を使用し

た導入”を参照してください。

サイレントバージョンアップ手順は、“2.5.1.2 サイレントインストールを実施する”と同様の手順で行いますので、そちらを参照してくださ

い。

4.7.3 自己版数管理機能を使用してバージョンアップする

Systemwalker Desktop Keeperの機能である自己版数管理機能によるバージョンアップの方法について説明します。

 注意

自己版数管理機能を使用する前の注意点について

【ファイアウォールを一時的に無効にしてください】

自己版数管理機能によるバージョンアップを実行する場合、Windowsファイアウォール機能を有効にしていると、クライアントにバー

ジョンアップを確認する画面が表示されないことがあります。この場合、一時的にクライアント端末の Windowsファイアウォール機能

を無効にして、Windowsを再起動することで、バージョンアップを確認する画面が表示されます。バージョンアップ完了後、Windows
ファイアウォール機能を有効にしてください。

【同時にダウンロードできる端末数について】

自己版数管理機能で、同時に適用できる端末数の初期値は5となっています。この端末数を変更する場合は、サーバ設定ツールの

「トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定」画面の[同時ダウンロード数( 大)]で変更してください。なおこの設定値を超える端末

は次回起動時に再度、自己版数管理機能が実行されます。

 注意

管理(統合管理)サーバにクライアント(CT)を導入している場合の注意点について
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管理(統合管理)サーバにクライアント(CT)を導入している場合に、クライアント(CT)の自己版数管理機能によるバージョンアップを設定

した場合は、通常の自己版数管理機能どおり自己版数アップを行うかどうかの要求があります。自己版数アップを行うと、サーバの再

起動が必要なため、他のクライアント(CT)の接続状態など、運用状態を考慮し、適用するかどうか判断してください。

 ポイント

IPアドレス指定により、指定クライアント(CT)に対して自己版数アップを実施することができます

全クライアント(CT)一斉の自己版数アップを行わずに、指定したクライアント(CT)に対してだけ自己版数アップを実施することができま

す。

例えば、以下のような場合に使用してください。

・ バージョンアップを全体展開する前に特定の部門だけでテストしたいとき

・ 部門や事業所など、組織のまとまりごとに展開していきたいとき

・ 負荷分散のため、一定のクライアント(CT)台数ごとに展開したいとき

この機能は、「自己版数アップ可能CT設定ファイル(SWCTVerUpIP.txt)」を作成することで実施できます。

設定方法は以下のとおりです。この手順は、後述のバージョンアップの手順を実施する前に行ってください。

1. 「 SWCTVerUpIP_sample.txt 」 を 「 SWCTVerUpIP.txt 」 と い う 名 前 で コ ピ ー （ ま た は 、 変 名 ） し て く だ さ い 。

「SWCTVerUpIP_sample.txt」は以下のフォルダに格納されています。

Windows Server® 2008以外の場合:

[OSインストールドライブ]¥Document and Settings¥All Users¥Application Data¥Fujitsu¥Systemwalker Desktop Keeper

Windows Server® 2008の場合:

[OSインストールドライブ]¥ProgramData¥Fujitsu¥Systemwalker Desktop Keeper

2. 「SWCTVerUpIP.txt」をメモ帳などのテキストエディタで開いてください。

3. 自己版数アップ可能CTのIPアドレスを記述します。

4. 「SWCTVerUpIP.txt」を保存します。（上記フォルダから移動しないでください。）

なお、ファイルの詳細、IPアドレスの指定方法は、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”の“自己版数アップ可能

CT設定ファイル”を参照してください。

自己版数管理機能によるバージョンアップ手順は、以下のとおりです。なお、以下の手順で示しているファイルの格納先は、OSのイン

ストール先を変更している場合異なります。

 
サーバの設定

クライアント(CT)が配下にある管理サーバおよび、統合管理サーバで以下の設定を行います。

【BEV12.0L10からのバージョンアップの場合】

 注意

BEV12.0L10からのバージョンアップ動作について

－ BEV12.0L10からのバージョンアップの場合では、2回の版数アップが必要となります。

「版数アップ→CT再起動→版数アップ→CT再起動」の一連の操作を実施しなければ、禁止やログ採取の機能が正常に動作

しません。
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－ BEV12.0L10からのバージョンアップの場合では、自己版数管理機能によるバージョンアップの方法で印刷の監視方式を選択

することはできません。[この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]を選択したバージョンアップと同

様になります。

1. 統合管理サーバおよび管理サーバで、[スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。

2. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順を

行ってください。

3. 統合管理サーバおよび管理サーバで、Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから

[停止]を選択します。なお、停止するまでに30秒から1分程度かかる場合があります。

- SWLevelControlService

- SWServerService

4. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

5. 統合管理サーバおよび管理サーバで、「SWCTVerSettings.ini」ファイルの[DistModuleDir]に記述されている場所に、セット

アップディスクの「win32¥DTKUpdate¥Ver1.0.0.99」フォルダ配下のすべてのモジュールを格納します。同名ファイルがある

場合は上書きしてください。

なお、「SWCTVerSettings.ini」ファイルは、以下に格納されています。

- Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥System32」

- Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」

- Windows Server® 2003、2003 R2 ,2008のx64 Editionの場合:「C:¥Windows¥SYSWOW64」

- Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

6. すべてのファイルについて、ファイルのプロパティを開き[読み取り専用]チェックボックスのチェックを外して、[OK]ボタンをク

リックします。

7. 統 合 管 理 サ ー バ お よ び 管 理 サ ー バ で 、 セ ッ ト ア ッ プ デ ィ ス ク の 「 win32¥DTKUpdate 」 フ ォ ル ダ 配 下 の

「SWCTVerSettings2.ini」ファイルを、以下に格納します。

- Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥System32」

- Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」

- Windows Server® 2003、2003 R2 ,2008のx64 Editionの場合:「C:¥Windows¥SYSWOW64」

- Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

8. 「SWCTVerSettings2.ini」ファイルについて、ファイルのプロパティを開き[読み取り専用]チェックボックスのチェックを外して、

[OK]ボタンをクリックします。

9. 統合管理サーバおよび管理サーバで、手順5)で確認した[DistModuleDir]に記述されている場所に、セットアップディスクの

「win32¥DTKUpdate」フォルダ配下の以下のフォルダを格納します。

- 「Ver3.1.0.1」

10. 統合管理サーバおよび管理サーバにある「SWCTVerSettings.ini」ファイルを任意の名前に変更します。

なお、「SWCTVerSettings.ini」ファイルは、以下に格納されています。

- Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥System32」

- Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」

- Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

11. 統合管理サーバおよび管理サーバで、セットアップディスクの「win32¥DTKUpdate」フォルダ配下の「SWCTVerSettings.ini」
ファイルを、以下に格納します。

- Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥System32」

- Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」

- Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」
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12. 「SWCTVerSettings.ini」ファイルについて、ファイルのプロパティを開き[読み取り専用]チェックボックスのチェックを外して、[OK]
ボタンをクリックします。

13. 手順10)で任意の名前に変更した「SWCTVerSettings.ini」ファイルの[DistModuleDir]に記述されている値を、手順11)で格納

した「SWCTVerSettings.ini」ファイルの[DistModuleDir]に記述します。

14. サーバ設定ツールでCT自己版数アップ設定を行います。

サーバ設定ツールのメニューから[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]ボタンをクリックします。

→[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]画面が表示されます。

15. [CT自己版数アップ設定]に表示されている[管理サーバ設定]、および[クライアント動作設定]を行います。

（[トレース設定]および[フォルダ設定]については、ここでは設定の必要はありません。それぞれの設定内容については、リ

ファレンスマニュアルの"調査用の情報を採取する"と、本マニュアルの"2.2.5.7 保存先フォルダを設定する"を参照してくださ

い。）

［管理サーバ設定］

項目名 説明

[バージョン] CT自己版数アップ用iniファイル(SWCTVerSettings2.ini)が存在した場合に、CT
自己版数アップ用iniファイルに指定しているバージョンを表示します。CT自己版

数アップ用iniファイルがない場合は表示しません。

[CTアップロード

モジュール保存

先]

クライアント(CT)の自己版数アップ用モジュールを格納する保存先フォルダを指

定します。指定方法は、以下のとおりです。

・ フルパスでフォルダ名を入力する

自己版数アップ用モジュールを格納する保存先フォルダまでのパスをフルパ

スで入力します。
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・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、自己版数アップ用モジュールを格

納する保存先フォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できるフルパスの長さは、半角で96文字まで入力できます。ただし、以下の

記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

[同時ダウンロー

ド数( 大)]
クライアント(CT)の自己版数アップの多重度を設定します。設定できる値は0から25
で0を指定すると自己版数アップ処理が行われません。

CT自己版数アップ用iniファイルがない場合は表示および設定できません。

［クライアント動作設定］

項目名 説明

［自己版数アップ

確認画面を表示

する］

クライアント（CT）にて自己版数アップの実施を利用者に確認させるかどうかの設

定です。

ただし、V13.2.1以前からの自己版数アップの場合は、［自己版数アップ確認画面

を表示する]のチェックのオン、オフにかかわらず、自己版数アップ確認画面が表

示されます。（エディションアップや同じバージョンで実行する場合はチェックが有

効になります）

チェックボタンがONの場合、クライアント（CT）端末起動後しばらくすると以下の

メッセージが表示され、自己版数アップを行うかどうかを利用者が選択することが

できます (V13.2.1までの動作です)。
チェックボタンがOFFの場合、確認画面は表示されず、バックグラウンドで自己版

数アップ用インストーラがダウンロードされ、実行されます。

----------------------------------------------------------------------

S101-ASK002 最新のモジュールが提供されています。最新版に更新する場合は、

「はい」を押してください。更新しない場合は「いいえ」を押してください。

「はい」を選択し更新が完了するとOSの再起動が必要となりますので、アプリ

ケーションを終了させておいてください。

----------------------------------------------------------------------

「はい」を選択した場合、自己版数アップが実行されます。「いいえ」を選択した場

合、自己版数アップは実行されません。

［自己版数アップ

中に発生したエ

ラーを表示する］

クライアント（CT）にて自己版数アップ実施中にエラーが発生した場合にエラー画

面を表示するかどうかの設定です。

チェックボタンがONの場合、自己版数アップによるインストール中にエラーが発

生すると、以下のエラーメッセージを表示し、そこで処理が止まります。利用者が

手動でエラー画面を消さない限り自己版数アップが終了しません(V13.2.1までの

動作です)。
チェックボタンがOFFの場合、エラー画面は表示されず、そのまま自己版数アップ

がエラー終了します。各クライアント（CT）にて自己版数アップが適用されたかど

うかを確認するには管理コンソールにて該当クライアント（CT）のCTバージョンを

確認してください。

----------------------------------------------------------------------

[I401-ERR011] Systemwalker Desktop Keeper クライアントのインストールに

失敗しました。

インストールログファイル内のエラー内容を確認してください。

インストールログファイル:[インストールログファイル名]。

インストールを中止します。

----------------------------------------------------------------------

［再起動確認画

面を表示する］

クライアント（CT）にて自己版数アップ実施後の再起動画面を表示するかどうかの

設定です。この項目は「強制再起動する」のチェックボタンがOFFの場合のみ有
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効となります。「強制再起動する」のチェックボタンがONの場合は本ボタンはグ

レーアウトされます。

チェックボタンがONの場合、自己版数アップによるインストール完了後、再起動

画面が表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」または「いいえ、後でコンピュータを

再起動します。」のどちらかを選択してください。

チェックボタンがOFFの場合、自己版数アップによるインストール完了後、何も表

示されずに自己版数アップが終了します。終了後再起動するかどうかは、次項目の

「強制再起動する」の設定により動作が変わります。

なお再起動する前までは自己版数アップを適用する前の版のクライアント（CT）が
動作します。

［強制再起動す

る］

クライアント（CT）にて自己版数アップ実施後強制的に再起動するかどうかの設定

です。この項目は「再起動確認画面を表示する」のチェックボタンがOFFの場合の

み有効となります。「再起動確認画面を表示する」のチェックボタンがONの場合

は本ボタンはグレーアウトされます。

チェックボタンがONの場合、自己版数アップによるインストール完了後、自動的

に再起動が実行されます。ファイルなどを開いていた場合、内容が保存されずに

終了してしまうため、内容が失われてしまう可能性があります。

チェックボタンがOFFの場合、自己版数アップによるインストールが完了するとそ

こで処理が終了します。「再起動確認画面を表示する」のチェックボタンがOFFの
場合は再起動確認画面は表示されず、自動的に再起動もしません。ユーザーに

よる手動の再起動が必要となります。

16. サーバ設定ツールでCTサイレントインストールファイルの作成を行います。設定の方法は“インストール設定ファイルを作成

する”を参照してください。

なお自己版数管理機能を使用してのバージョンアップ時には、CTサイレントインストールファイル作成時に指定した[印刷の

監視方式]、[メール添付禁止機能]、および[インストール後のOS再起動指定]の設定のみ参照します。他の項目は参照しま

せん。

17. 手順16)で作成したCTサイレントインストールファイルを、手順5)で確認した[DistModuleDir]に記述されている場所の以下の

フォルダに格納します。

- 「Ver3.1.0.1」

18. 統合管理サーバおよび管理サーバで、Windowsのサービス画面を表示し、停止した各サービス(「SWLevelControlService」
および「SWServerService」)を選択して、[操作]メニューから[開始]を選択します。

【BEV12.0L10以外からのバージョンアップの場合】

1. 統合管理サーバおよび管理サーバで、[スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。

2. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順を

行ってください。

3. 統合管理サーバおよび管理サーバで、Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから

[停止]を選択します。なお、停止するまでに30秒から1分程度かかる場合があります。

- SWLevelControlService

- SWServerService

4. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

5. 統 合 管 理 サ ー バ お よ び 管 理 サ ー バ で 、 セ ッ ト ア ッ プ デ ィ ス ク の 「 win32¥DTKUpdate 」 フ ォ ル ダ 配 下 の

「SWCTVerSettings2.ini」ファイルを、以下に格納します。

- Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥System32」

- Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」
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- Windows Server® 2003、2003 R2 ,2008のx64 Editionの場合:「C:¥Windows¥SYSWOW64」

- Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

6. 「SWCTVerSettings2.ini」ファイルについて、ファイルのプロパティを開き[読み取り専用]チェックボックスのチェックを外して、

[OK]ボタンをクリックします。

7. 統合管理サーバおよび管理サーバで、「SWCTVerSettings.ini」ファイルの[DistModuleDir]に記述されている場所に、セット

アップディスクの「win32¥DTKUpdate」フォルダ配下の以下のフォルダを格納します。

- 「Ver3.1.0.1」

なお、「SWCTVerSettings.ini」ファイルは、以下に格納されています。

- Windows Server® 2008の場合:「C:¥Windows¥System32」

- Windows Server® 2003の場合:「C:¥Windows¥system32」

- Windows Server® 2003、2003 R2 ,2008のx64 Editionの場合:「C:¥Windows¥SYSWOW64」

- Windows® 2000 Serverの場合:「C:¥WINNT¥system32」

8. サーバ設定ツールでCT自己版数アップ設定を行います。

サーバ設定ツールのメニューから[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]ボタンをクリックします。

→[トレース/フォルダ/CT自己版数アップ設定]画面が表示されます。

9. [CT自己版数アップ設定]に表示されている“管理サーバ設定”、および“クライアント動作設定”を行います。

（[トレース設定]および[フォルダ設定]については、ここでは設定の必要はありません。それぞれの設定内容については、リ
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ファレンスマニュアルの"調査用の情報を採取する"と、本マニュアルの"2.2.5.7 保存先フォルダを設定する"を参照してくださ

い。）

［管理サーバ設定］

項目名 説明

[バージョン] CT自己版数アップ用iniファイル(SWCTVerSettings2.ini)が存在した場合に、CT
自己版数アップ用iniファイルに指定しているバージョンを表示します。CT自己版

数アップ用iniファイルがない場合は表示しません。

[CTアップロード

モジュール保存

先]

クライアント(CT)の自己版数アップ用モジュールを格納する保存先フォルダを指

定します。指定方法は、以下のとおりです。

・ フルパスでフォルダ名を入力する

自己版数アップ用モジュールを格納する保存先フォルダまでのパスをフルパ

スで入力します。

・ [参照]ボタンから選択する

[フォルダの参照]画面が表示されるので、自己版数アップ用モジュールを格

納する保存先フォルダを選択したあとに、[OK]ボタンをクリックします。

指定できるフルパスの長さは、半角で96文字まで入力できます。ただし、以下の

記号はフォルダ名として使用できません。

使用できない記号:「¥」「/」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」

[同時ダウンロー

ド数( 大)]
クライアント(CT)の自己版数アップの多重度を設定します。設定できる値は0から25
で0を指定すると自己版数アップ処理が行われません。

CT自己版数アップ用iniファイルがない場合は表示および設定できません。

［クライアント動作設定］

項目名 説明

［自己版数アップ

確認画面を表示

する］

クライアント（CT）にて自己版数アップの実施を利用者に確認させるかどうかの設

定です。

ただし、V13.2.1以前からの自己版数アップの場合は、［自己版数アップ確認画面

を表示する]のチェックのオン、オフにかかわらず、自己版数アップ確認画面が表

示されます。（エディションアップや同じバージョンで実行する場合はチェックが有

効になります）

チェックボタンがONの場合、クライアント（CT）端末起動後しばらくすると以下の

メッセージが表示され、自己版数アップを行うかどうかを利用者が選択することが

できます (V13.2.1までの動作です)。
チェックボタンがOFFの場合、確認画面は表示されず、バックグラウンドで自己版

数アップ用インストーラがダウンロードされ、実行されます。

----------------------------------------------------------------------

S101-ASK002 最新のモジュールが提供されています。最新版に更新する場合は、

「はい」を押してください。更新しない場合は「いいえ」を押してください。

「はい」を選択し更新が完了するとOSの再起動が必要となりますので、アプリ

ケーションを終了させておいてください。

----------------------------------------------------------------------

「はい」を選択した場合、自己版数アップが実行されます。「いいえ」を選択した場

合、自己版数アップは実行されません。

［自己版数アップ

中に発生したエ

ラーを表示する］

クライアント（CT）にて自己版数アップ実施中にエラーが発生した場合にエラー画

面を表示するかどうかの設定です。

チェックボタンがONの場合、自己版数アップによるインストール中にエラーが発

生すると、以下のエラーメッセージを表示し、そこで処理が止まります。利用者が

手動でエラー画面を消さない限り自己版数アップが終了しません(V13.2.1までの

動作です)。

- 188 -



チェックボタンがOFFの場合、エラー画面は表示されず、そのまま自己版数アップ

がエラー終了します。各クライアント（CT）にて自己版数アップが適用されたかど

うかを確認するには管理コンソールにて該当クライアント（CT）のCTバージョンを

確認してください。

----------------------------------------------------------------------

[I401-ERR011] Systemwalker Desktop Keeper クライアントのインストールに

失敗しました。

インストールログファイル内のエラー内容を確認してください。

インストールログファイル:[インストールログファイル名]。

インストールを中止します。

----------------------------------------------------------------------

［再起動確認画

面を表示する］

クライアント（CT）にて自己版数アップ実施後の再起動画面を表示するかどうかの

設定です。この項目は「強制再起動する」のチェックボタンがOFFの場合のみ有

効となります。「強制再起動する」のチェックボタンがONの場合は本ボタンはグ

レーアウトされます。

チェックボタンがONの場合、自己版数アップによるインストール完了後、再起動

画面が表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」または「いいえ、後でコンピュータを

再起動します。」のどちらかを選択してください。

チェックボタンがOFFの場合、自己版数アップによるインストール完了後、何も表

示されずに自己版数アップが終了します。終了後再起動するかどうかは、次項目の

「強制再起動する」の設定により動作が変わります。

なお再起動する前までは自己版数アップを適用する前の版のクライアント（CT）が
動作します。

［強制再起動す

る］

クライアント（CT）にて自己版数アップ実施後強制的に再起動するかどうかの設定

です。この項目は「再起動確認画面を表示する」のチェックボタンがOFFの場合の

み有効となります。「再起動確認画面を表示する」のチェックボタンがONの場合

は本ボタンはグレーアウトされます。

チェックボタンがONの場合、自己版数アップによるインストール完了後、自動的

に再起動が実行されます。ファイルなどを開いていた場合、内容が保存されずに

終了してしまうため、内容が失われてしまう可能性があります。

チェックボタンがOFFの場合、自己版数アップによるインストールが完了するとそ

こで処理が終了します。「再起動確認画面を表示する」のチェックボタンがOFFの
場合は再起動確認画面は表示されず、自動的に再起動もしません。ユーザーに

よる手動の再起動が必要となります。

 注意

Windows Vista®またはWindows Server 2008®の場合、再起動確認画面が表示されない場合があります

動作OSがWindows Vista®またはWindows Server 2008®で、V13.2.0/V13.2.1のクライアント(CT)がインストールされている環

境の自己版数アップを実施する場合、「再起動確認画面を表示する」をチェックしていた場合でも再起動の確認画面が表示

されないことがあります。再起動確認画面は表示されませんが、インストール処理は完了していますので、そのPCが再起動

されたタイミングで版数アップが有効になります。なお、V13.3.0のCTの場合は本現象は発生しません。

10. サーバ設定ツールでCTサイレントインストールファイルの作成を行います。設定の方法は“インストール設定ファイルを作成

する”を参照してください。

なお自己版数管理機能を使用してのバージョンアップ時には、CTサイレントインストールファイル作成時に指定した[印刷の

監視方式]、[メール添付禁止機能]、および[インストール後のOS再起動指定]の設定のみ参照します。他の項目は参照しま

せん。

11. 手順10)で作成したCTサイレントインストールファイルを、手順7)で確認した[DistModuleDir]に記述されている場所の以下の

フォルダに格納します。

- 「Ver3.1.0.1」
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12. 統合管理サーバおよび管理サーバで、Windowsのサービス画面を表示し、停止した各サービス(「SWLevelControlService」
および「SWServerService」)を選択して、[操作]メニューから[開始]を選択します。

 
クライアント(CT)の操作

【BEV12.0L10からのバージョンアップの場合】

1. バージョンアップするクライアント(CT)を起動して、ログオンします。

→CTバージョンによって、以下の画面が表示されます。なお、すでに起動されているクライアント(CT)では、次回起動時に以

下の画面が表示されます。

CTバージョンが「1.0.0.1」の場合

[S101-ASK001] 最新のモジュールが提供されています。

最新版に更新する場合は、「はい」 を押してください。

更新しない場合は「いいえ」を押してください。

CTバージョンが「1.0.0.7」の場合

[S101-ASK001] 最新のモジュールが提供されています。

最新版に更新する場合は、「はい」を押してください。

更新しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」

を選択し更新が完了すると自動的に再起動しますので、

アプリケーションを終了させておいてください。

 ポイント

CTバージョンの確認方法について

CTバージョンは、各クライアント(CT)で以下のコマンドを実行することで確認することができます。

fsw11ej7.exe <Password> /D /C

コマンドの詳細については、“Systemwalker Desktop Keeper リファレンスマニュアル”を参照してください。

2. [はい]ボタンをクリックします。

→クライアント(CT)が再起動されます。

3. 再度、クライアント(CT)にログオンします。

→以下のメッセージが表示されます。

[S101-ASK002] 最新のモジュールが提供されています。

最新版に更新する場合は、「はい」 を押してください。

更新しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」

を選択し更新が完了するとOSの再起動が必要となります

ので、アプリケーションを終了させておいてください。

 注意

［はい］を選択してください

上記のメッセージ画面では、必ず[はい]ボタンをクリックしてください。[いいえ]ボタンをクリックした場合は、禁止やログ採取の

機能が正常に動作しません。

4. [はい]ボタンをクリックすると、「アップデート完了」画面が表示されます。

 注意

再起動を行わないと、禁止やログ採取が正常に動作できません
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以下の画面では、必ず再起動してください。再起動を行わない場合は、禁止やログ採取の機能が正常に動作しません。

5. [完了]ボタンをクリックします。

→クライアント(CT)が再起動されます。

【BEV12.0L10以外からのバージョンアップの場合】

1. バージョンアップするクライアント(CT)を起動して、ログオンします。

→以下のメッセージが表示されます。

[S101-ASK002] 最新のモジュールが提供されています。

最新版に更新する場合は、「はい」 を押してください。

更新しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」

を選択し更新が完了するとOSの再起動が必要となります

ので、アプリケーションを終了させておいてください。

 注意

［はい］を選択してください

上記のメッセージ画面では、必ず[はい]ボタンをクリックしてください。[いいえ]ボタンをクリックした場合は、禁止やログ採取の

機能が正常に動作しません。

2. [はい]ボタンをクリックすると、「アップデート完了」画面が表示されます。

 注意

再起動を行わないと、禁止やログ採取が正常に動作できません

以下の画面では、必ず再起動してください。再起動を行わない場合は、禁止やログ採取の機能が正常に動作しません。

- 191 -



3. [完了]ボタンをクリックします。

→クライアント(CT)が再起動されます。

4.8 Citrix XenApp監視機能をバージョンアップする

Citrix XenApp監視機能をバージョンアップする方法について説明します。

Citrix XenApp監視機能を上書きインストールしてください。手順は以下のとおりです。“4.2 バージョンアップの流れ”に沿って下記の

手順を実行してください。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットすると、以下の画面が表示されます。

「Citrix XenApp監視 インストール」を選択してください。

上記のインストーラ画面が起動しない場合は、CD-ROMドライブの「swsetup.exe」を起動してください。

3. 「Citrix XenApp監視 セットアップへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

4. 「印刷監視方式の設定」画面が表示されますので、[この端末で設定されている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]を選

択選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

 注意

プリンタサーバをサーバ系OS以外にした場合の設定について
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サーバ系のOS(Windows® 2000 Server, Windows Server® 2003)以外を、プリンタサーバにしている場合は、［この端末で設定さ

れている全てのプリンタでの印刷を監視する(推奨)]を設定して運用したとき、プリンタサーバに10台以上接続して印刷すること

ができなくなります。この場合は[ローカルプリンタでの印刷のみを監視する]を設定してください。[ローカルプリンタでの印刷の

みを監視する]を設定する場合は、“2.5.1.1 ウィザード形式でインストールする”の手順10.を参照してください。

5. 「インストール準備の完了」画面が表示されます。

インストールを開始する場合は、［インストール］ボタンをクリックしてください。インストール処理が開始されます。

設定した内容を確認もしくは変更したい場合は、［戻る］ボタンをクリックし、再度設定をやりなおしてください。

6. 処理が正常に完了すると、「インストール完了」画面が表示されます。

プログラムを使用するには、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

4.9 Systemwalker Desktop Log Analyzerから移行する

Systemwalker Desktop Log AnalyzerからSystemwalker Desktop Keeperに移行する場合の方法について説明します。

4.9.1 Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバからログアナライザサー
バに移行する

Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバからSystemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバへ移行するには、現在の環

境を全て削除した上で、新規にログアナライザサーバを構築します。

またログデータについては、Syetemwalker Desktop Keeper管理サーバ/統合管理サーバからデータを再移入することによりログアナラ

イザサーバに格納します。

移行手順は以下のとおりです。なお、ログアナライザサーバの移行手順の実施前に、管理サーバ/統合管理サーバのバージョンアップ

が完了していることを確認してください。

 
Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバをアンインストールする

移行前に、Systemwalker Desktop Log Analyzer 管理サーバ環境を削除しておく必要があります。

Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバのアンインストール方法については、Systemwalker Desktop Log Analyzerのマニュア

ルを参照してください。

 注意

NAVIDICフォルダとNAVISVフォルダを削除してください

Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバおよび同梱しているInterstage Navigator Serverのアンインストール後に以下のフォル

ダが残っている場合は、手動で削除を行ってください。削除を行わない場合、ログアナライザサーバが正しくインストールされない場合

があります。

・ [Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバインストールフォルダ]¥NAVIDIC

・ [Systemwalker Desktop Log Analyzer管理サーバインストールフォルダ]¥NAVISV

 
ログアナライザサーバをインストールする

新規にSystemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバを構築します。構築方法は、“2.7 ログアナライザサーバを構築する”を参

照してください。
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ログアナライザサーバの運用環境を整える

ログアナライザサーバの運用環境を設定します。設定方法については、"Systemwalker Desktop Keeper 運用ガイド 管理者編"の"ログ

の転送をスケジュールする"および"集計条件/レポート出力条件を設定する"を参照してください。

4.9.2 レポート出力ツールを移行する

Systemwalker Desktop Log Analyzer レポート出力ツールの環境上で、Systemwalker Desktop Keeper レポート出力ツールを上書きイ

ンストールしてください。上書きインストール方法は、“2.8.1 レポート出力ツールをインストールする”を参照してください。

4.10 非互換項目一覧

本節では、Systemwalker Desktop Keeperをバージョンアップするときの非互換項目について説明します。

4.10.1 用語

以下の用語が変更になります。

 
V14.0.0以降で変更された用語

V14.0.0以降で変更になった用語を下表に示します。

V13.3.0以前の用語 V14.0.0以降の用語

抑止 禁止

アダプタ アダプター

ウィルス ウイルス

パラメータ、パラメタ パラメーター

ユーザ ユーザー

4.10.2 インストーラ

インストーラが以下のとおり変更になります。

V13.2.1以前から移行する場合の非互換

管理サーバとログビューアのインストールが変更になります。

管理サーバインストール

データベース関連ファイルのインストール先の初期値が変更になります。

旧版では、初期値フォルダが他のフォルダ（原本保管ファイル格納フォルダ等）と同じでしたが、今版よりデータベース関連ファ

イル単独のフォルダが初期値となります。

V13.2.1以前 V13.3.0以降

初期値のインストール先：C:¥DTK 初期値のインストール先：C:¥DTKDB

ただし、管理サーバが既にインストールされている環境では、データベース関連ファイルのインストール先は、変更できません。

ログビューアインストール

連携アプリケーションログが常に検索可能に変更されます。このためログビューアインストール時に「連携アプリケーションログの

表示・検索機能選択」画面がなくなります。
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V12から移行する場合の非互換

クライアント(CT)のインストールが変更になります。

クライアント(CT)へのサイレントインストール

サイレントインストール時のパラメータが変更になりす。

変更後のパラメータは、“2.5.1.2 サイレントインストールを実施する”および“5.2.2 サイレントアンインストールを実施する”を参照

してください。

4.10.3 管理サーバ
 

ログ情報テーブル

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

デバイス構成変更ログの格納先テーブルの内容が変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0

COMMONLOG1(共通ログ１） COMMONLOG3(共通ログ３）

 
設定変更ログ

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

DTKSTCV.EXE（設定変更ログの出力）コマンドで出力される内容が変更になります。

－ ログビューア操作時に出力されていた下記情報は、Webコンソールでの操作時には出力されなくなります。

- 操作コンピュータ名

- 操作ログオンユーザー名

- 操作ログオンドメイン名

－ パスワード変更エラーのログで、パスワードの未入力が原因のエラーは記録されなくなります。

－ CSVファイル出力項目の[操作分類]のうち、以下の内容が変更になります。

- “2111:ログ詳細キャプチャ画像保存”、“2112:ログビューアトレース変更時”は出力されなくなります。

- “2104:コマンドプロンプトログ検索”は、“2103:ログ検索”の記録に含まれます。

 
データベース(DBMS)

データベース(DBMS)が以下のとおり変更になります。

V12から移行する場合の非互換

DBMS(データベース管理システム)として、Microsoft® SQL Server 2000 から独自のDBMS (製品に内蔵)に変更となります。

使用するDBMSの変更に伴い、ログビューアの検索結果に変更があります。

－ ひらがなとカタカナは、検索結果で別文字扱いとなります。(V12では同じ文字扱い)

－ 全角、半角の英字は、検索結果で別文字扱いとなります。(V12では同じ文字扱い)

 
サーバ設定ツール

サーバ設定ツールが以下のとおり変更になります。

V13.2.1以前から移行する場合の非互換

「管理サーバ設定」画面
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－ サーバIPアドレスが表示だけとなり、管理サーバ設定画面での設定が不要になります。

－ サーバIPアドレスの設定は、「サーバ情報設定」画面で行います。

－ ［通信設定］の［サーバ間通信タイムアウト値］の入力単位が「ミリ秒」から「秒」に変更になります。

－ この変更により、入力値が「1～999」秒となるため、入力値の上限が「999999ミリ秒」から「999000ミリ秒」になります。

－ 「通信設定」フレームで設定する以下の項目がなくなります。

- サーバ間通信リトライ回数

内部的に「1」に固定します。

- CT－サーバ間通信リトライ回数

内部的に「3」に固定します。

- 同時ＣＴ 大接続数

内部的に「180」に固定します。

V12から移行する場合の非互換

「管理者通知設定」画面

イベントログの表示項目とメールで管理者に通知する項目を統一しました。

 
Active Directory連携コマンド

V13.2.1以前から移行する場合の非互換

OU名、ユーザー名(UserPrincipalName)にUNICODE固有文字が含まれている場合、以下のように、動作が変更になります。

V13.2.1以前 V13.3.0

UNICODE固有文字を半角の「?」記号に変換して、

Systemwalker Desktop Keeperのグループ、ユー

ザー情報として取り込みます。

UNICODE固有文字を含むOU名、ユーザー名

(UserPrincipalName)は取り込みません。

V13.2.0からV13.3.0に移行した場合、 初のActive Directory連携コマンドの実施により、すでに取り込まれているUNICODE固有

文字を含むOU名およびユーザー名は、Systemwalker Desktop Keeperから削除されます。

ただし、Active Directoryのユーザー情報のうち、Systemwalker Desktop Keeperに取り込んでいる「使用者名(日本語名など)」、「従
業員番号」、「役職名」、「部署名」、「部署コード」は、UNICODE固有文字を含んでいても、「?」記号に置換して取り込みます。

 
バックアップコマンド

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

CSVファイルの内容

出力した操作ログのCSVファイルの内容が変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0

「備考」欄は空欄です。 デバイス構成変更ログの「備考」欄に以下の値が設定されます。

・ 「ボリューム」

・ 「デバイス名(OSのハードウェアの安全な取り外し画面で表示される

ハードウェアデバイスの名称と似た情報)」

・ 「内部シリアル番号」

・ 「サーバ名・共有名」
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V12から移行する場合の非互換

コマンド名称

下記コマンドについて、V12L10 BE ～ V12L20 SE とはコマンド名称が変更となっています。V13.0.0以降では、コマンド名は同

じです。

  
V12L10 BE V12L20 BE V12L20 SE V13.0 BE/SE

V13.2
BE/SE

V13.2
BE/SE

V14g

管理情報の

退避

DTKMSTB1.
BAT

DTKMSTB3.
AT

DTKMSTB4.
BAT

DTKMSTB.E
XE

← ← ←

ログ情報の

退避

DTKLGTB1.
BAT

DTKLGTB3.
AT

DTKLGTB4.
BAT

DTKLGTB.E
XE

← ← ←

参照ログの

個別出力

DTKLG1T1.
BAT

DTKLG1T3.
AT

DTKLG1T4.
BAT

DTKLG1T.E
XE

← ← ←

ログ削除
DTKDELR1.
BAT

DTKDELR3.
BAT

DTKDELR4.
BAT

DTKDELR.E
XE

← ← ←

参照ログの

一括出力

DTKLGAT1.
BAT

DTKLGAT3.
BAT

DTKLGAT4.
BAT

DTKLGAT.B
AT

← ← ←

ログ情報の

退避/削除

DTKBKDL1.
BAT

DTKBKDL3.
BAT

DTKBKDL4.
BAT

DTKBKDL.B
AT

← ← ←

ログ情報の

退避/参照ロ

グの一括出

力/削除

DTKCVDL1.
BAT

DTKCVDL3.
BAT

DTKCVDL4.
BAT

DTKCVDL.B
AT

← ← ←

過去の日付

計算

DTKBFDAY.
BAT

← ←
DTKBFDM.
EXE

← ← ←

エラーレベル

を任意の値

に修正

DTKELSET.
BAT

← ← ← ← ← ←

数値チェック
DTKNUMC
K.BAT

← ← ← ← ← ←

CSVデータの区切り文字

バックアップしたCSVデータが、タブ区切りからカンマ区切りとなりました。

出力した操作ログのCSVファイル

－ ドライブ種別

取り外し可能なハードディスクデバイス判定の変更に伴い、「ファイル持出しログ」、「デバイス構成変更ログ」および「ファイル操

作ログ」のドライブ種別が変更になります。

－ ログ一覧の項目追加

ログビューアのログ一覧の項目に、[付帯]を追加しました。この項目により、付帯データの有無を確認できます。なお、項目の

追加に伴い、ログ一覧のCSV出力結果が変更になります。

 
運用環境保守ウィザード(環境構築・削除)

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

ツールの名称が「Desktop Keeper DB環境構築・削除ツール」から「運用環境保守ウィザード(環境構築・削除)」に変更になります。

これにあわせて、ショートカットの名前やメッセージも変更になります。
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運用環境保守ウィザード(情報表示・再構築)

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

ツールの名称が「Desktop Keeper DB情報表示・再構築ツール」から「運用環境保守ウィザード(情報表示・再構築)」に変更になりま

す。

これにあわせて、ショートカットの名前やメッセージも変更になります。

4.10.4 管理コンソール

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

「端末初期設定」画面（[ファイル持出し抑止]タブ）

- 持出しユーティリティの起動制御が変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0

管理コンソールの「ファイル持出し抑止」のポ

リシーを「抑止しない」にした場合、持出しユー

ティリティの起動が行えないように制御されて

いました。

「ファイル持出し抑止」のポリシーを「抑止しな

い」にした場合でも、持出しユーティリティの起

動の設定が行えます。よって【「ファイル持出

し抑止」のポリシー＝「抑止しない」、持出し

ユーティリティの起動＝ＯＮ】という設定が可

能になり、書き込み抑止していない場合でも

持出しユーティリティの起動が可能になりま

す。

- 持出し抑止表記が変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0

ファイル持出し抑止

      する    しない

ファイルアクセス制御

      する    しない

「CTグループ部門管理者設定」画面

- "部門管理者一覧"と"選択済部門管理者一覧"のレイアウトが上下反対になります。

- ボタンの名称が変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0

[追加]ボタン [選択]ボタン

[削除]ボタン [選択解除]ボタン

V13.2.1以前から移行する場合の非互換

「通信設定」画面

通信設定画面がなくなります。

本画面で設定していた[サーバ間通信タイムアウト値]については、サーバ設定ツールの「管理サーバ設定」画面で設定できま

す。それ以外の項目については、固定値となるため設定できなくなります。上記のサーバ設定ツールの非互換項目を参照くだ

さい。
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「端末初期設定」画面（[ファイル持出し抑止]タブ）

- ファイル持出し抑止の指定方法が変更になります。

V13.2.1以前 V13.3.0以降

[ファイル持出し抑止]

・ [する(持出し不可)]

・ [する(暗号化持出し可)]

・ [する(通常持出し可)]

・ [しない]

[ファイル持出し抑止]

・ [する]

・ [しない]

[ファイル持出しユーティリティを使用しての持出し]

・ 不可

・ 可

－ 暗号化持出しのみ可

上記の変更により、V13.2.1以前からバージョンアップする場合は以下の対応になるよう設定してください。

V13.2.1以前 V13.3.0

ファイル持出し抑

止

ファイル持出しユーティリ

ティを使用しての持出し
暗号化持出しのみ可

する（持出し不可） する 不可 －

する（暗号化持出し可） する 可 ON

する（通常持出し可） する 可 OFF

しない しない － －

－：設定できません。

- 以下の項目はファイル持出しユーティリティ機能に関する設定のため、[ファイル持出し抑止タブ]から[持出しユーティリティ

機能設定]画面へ移動しました。

- フォーマット機能を起動させない

- リムーバルのみ持出し先として表示

- パスワード文字数設定（ 小文字数・ 大文字数）

「端末初期設定」画面（[その他設定]タブ）

操作ログ送信の送信方法の指定方法が変更になります。

V13.2.1以前 V13.3.0以降

[操作ログ送信の送信方法]

・ [ネットワーク接続時は、操作ログ発生時点

で即時に送信する。

ネットワーク非接続時に蓄積した操作ログ

も、接続直後に即時に送信する。]

・ [ネットワーク接続時は、操作ログ発生時点

で即時に送信する。

ネットワーク非接続時に蓄積した操作ログ

は、一定件数ごとにまとめて送信する。]

・ [ネットワーク接続時は、操作ログを一定時

間まとめてから送信する。

ネットワーク非接続時に蓄積した操作ログ

も、一定件数ごとにまとめて送信する。]

[操作ログ送信の送信方法]

・ [操作ログ発生時点で即時に送信する]

－ [CTに蓄積されたログの扱い]
・[蓄積した操作ログは、接続直後に即

時に送信する]
・[蓄積した操作ログは、接続後、一定

件数ごとにまとめて送信する]

・ [操作ログを一定時間まとめてから送信す

る]

・ [全てのログを指定時間に送信する]

－ [送信を開始する時間]
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上記の変更により、V13.2.1以前からバージョンアップする場合は以下の対応になるよう設定してください。

V13.2.1以前 V13.3.0

  ａ．
[操作ログ発生時点で即時に送信す

る]

[CTに蓄積されたログの扱い]

・ [蓄積した操作ログは、接続直後に

即時に送信する]

  ｂ．
[操作ログ発生時点で即時に送信す

る]

[CTに蓄積されたログの扱い]

・ [蓄積した操作ログは、接続後、一

定件数ごとにまとめて送信する]

  ｃ． [操作ログを一定時間まとめてから送信する]

  新規 [全てのログを指定時間に送信する]

a. [ネットワーク接続時は、操作ログ発生時点で即時に送信する。

ネットワーク非接続時に蓄積した操作ログも、接続直後に即時に送信する。]

b. [ネットワーク接続時は、操作ログ発生時点で即時に送信する。

ネットワーク非接続時に蓄積した操作ログは、一定件数ごとにまとめて送信する。]

c. [ネットワーク接続時は、操作ログを一定時間まとめてから送信する。

ネットワーク非接続時に蓄積した操作ログも、一定件数ごとにまとめて送信する。]

V12から移行する場合の非互換

構成情報変更時のポリシー配付動作

構成情報が変更される操作(CTグループの作成/移動/削除、CTの移動/削除)を実行した直後は、ポリシーの配付操作を実行

できなくなります。(ポリシー配付に関するメニューがグレー表示となります)

V13以降では、[ツリー設定]メニューから[構成反映]操作を実行することで、ポリシー配付が実行できるようになります。

本操作に関する詳細は、Systemwalker Desktop Keeper 運用ガイド 管理者編の“管理コンソールで作成する”を参照してくださ

い。

その他の変更内容

- サブネットマスクの表示方法を変更しました。

- 「 新表示」メニューの名称を機能毎にわかるようにしました。

- サービス名の一覧表示をサービス名でソートして表示するようにしました。

- 初回起動時、ルートを選択済みとしました。

4.10.5 ログビューア

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

Webコンソールに変更になったため、インストールが不要になりました。

V13.2.1以前から移行する場合の非互換

検索条件

検索条件［適用ポリシー］の検索条件が変更になります。

V13.2.1以前 V13.3.0

・ [全て]
検索対象は、すべてのクライアント(CT)です。

・ [条件とする]
検索条件とする場合に選択します。選択した

場合は以下の項目が選択可能になります。
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V13.2.1以前 V13.3.0

・ [CT]
検索対象は、CTポリシーが適用されているク

ライアント(CT)です。

・ [グループ]
検索対象は、CTグループポリシーが適用され

ているクライアント(CT)です。

－ [CT]
検索対象は、CTポリシーが適用されてい

るクライアント(CT)です。

－ [グループ]
検索対象は、CTグループポリシーが適用

されているクライアント(CT)です。

備考

ログビューア形式でバックアップした場合、備考の項目内容が変更になります。

連携アプリケーションログの表示

ログ種別選択プルダウン中に連携アプリケーションログを表示しない設定がなくなります。

これにより、バージョンアップ時に、前設定が連携アプリケーションログを表示しない設定になっていても、必ず表示されるように

なります。

V13.0.0以前から移行する場合の非互換

以下の用語が変更になりました。

V13.0.0以前 V13.2.0以降

画像 付帯

V12から移行する場合の非互換

操作ログ

- ドライブ種別

取り外し可能なハードディスクデバイス判定の変更に伴い、「ファイル持出しログ」、「デバイス構成変更ログ」および「ファイ

ル操作ログ」のドライブ種別が変更になります。

- ログ一覧の項目追加

ログビューアのログ一覧の項目に、[付帯]を追加しました。この項目により、付帯データの有無を確認できます。なお、項目

の追加に伴い、ログ一覧のCSV出力結果が変更になります。

4.10.6 クライアント(CT)
 

ポリシー適用

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

ポリシー適用の動作が変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0以降

Windows Vista、Windows 2008においてドメイン参

加状態でコンピュータを使用している場合、ローカ

ルログオンを行うとドメイングループにユーザーポリ

シーがあれば、それを適用していました。

同条件で、ドメイングループのユーザーポリシーは

参照せず、Localグループのユーザーポリシーのみ

を参照します。(従来OS(Windows 2000系OS、
Windows XP、Windows Server 2003)のユーザーポ

リシーと同じ考え方）
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PC休止ログ、PC復帰ログ

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

PC休止ログ、PC復帰ログのユーザーIDが変更になります。

V13.3.0以前 V14.0.0以降

コンソールにログオンしていたアクティブなユーザー

IDでログ記録を行っていました。

（コンソールにログオンユーザーがいない場合

は、"SYSTEM"固定）。

常に"SYSTME"の固定ユーザーIDで記録します。

 
持出しユーティリティ

V12から移行する場合の非互換

－ クライアントの持出しユーティリティは、同時に複数起動できないようになりました。

－ 持出しユーティリティで、「フォルダ指定」を行った時の、持出しログで、ファイル名のフルパスを出力するようになりました。

－ 管理コンソールにおいて、持出し先の選択ダイアログで[リムーバブルのみ持出し先として表示]にチェックが入っていた場合、

USB、IEEE1394、PCMCIA接続など取り外し可能なハードディスクも表示対象となります。

 
操作ログや出力したCSVファイルに関する非互換

V12から移行する場合の非互換

ドライブ種別

取り外し可能なハードディスクデバイス判定の変更に伴い、「ファイル持出しログ」、「デバイス構成変更ログ」および「ファイル操

作ログ」のドライブ種別が変わります。

ログ一覧の項目追加

ログビューアのログ一覧の項目に、[付帯]を追加しました。この項目により、付帯データの有無を確認できます。なお、項目の追

加に伴い、ログ一覧のCSV出力結果が変更になります。

4.10.7 ポート番号

ポート番号の初期値が以下のとおり変更になります。

V13.3.0以前から移行する場合の非互換

V13.3.0以前 V14.0.0以降

[管理コンソール←→階層化サービス] 10004 10015

[ログビューア←→階層化サービス] 10002 10022

[階層化サービス→サーバサービス] 10006 10017
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第5章 アンインストール

本章では、Systemwalker Desktop Keeperのアンインストール方法について説明します。

5.1 アンインストールの手順

Systemwalker Desktop Keeperのアンインストールの手順について説明します。

 
管理/統合管理サーバにクライアント(CT)を導入している場合

管理サーバ/統合管理サーバにクライアント(CT)を導入している場合に、管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールし、再度イン

ストールする場合は、以下の順序で行ってください。この順序で行わない場合は、管理サーバ/統合管理サーバが再度インストールで

きません。

1. クライアント(CT)のアンインストール

2. 管理サーバ/統合管理サーバのアンインストール
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3. 管理サーバ/統合管理サーバのインストール

4. クライアント(CT)のインストール

5.2 CTをアンインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を、アンインストールする方法について説明します。

Citrix XenApp クライアントにSystemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)をインストールしている場合も同様の手順でアンインス

トールしてください。

クライアント(CT)のアンインストール方法には、以下の2種類があります。

・ ウィザード形式のアンインストール

・ サイレントアンインストール

5.2.1 ウィザード形式でアンインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を、ウィザード形式でアンインストールする方法について説明します。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Systemwalker Desktop Keeper クライアント”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

4. 削除確認画面で[はい]をクリックすると、以下のパスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力し、［次へ］ボタンを

クリックしてください。

5. アンインストール処理が開始されます。正常に完了すると、「アンインストール完了」画面が表示されます。

完了後、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］
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－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

 注意

Windows Vista® またはWindows Server 2008®以降の場合、再起動時にエラーメッセージが出力される場合があります

Windows Vista® またはWindows Server 2008®以降では、アンインストール後の再起動時に、以下のメッセージが出力される場

合があります。アンインストールは正常に行われていますので、操作を続行して下さい。

「Sysmtewalker Desktop Keeper クライアントのアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンインストールされている

可能性があります。

[プログラムと機能]の一覧から Sysmtewalker Desktop Keeper クライアントを削除しますか？」

なお、管理コンソール、ログビューアのアンインストール時にも同様のメッセージが表示される場合があります。

5.2.2 サイレントアンインストールを実施する

Systemwalker Desktop Keeperのクライアント(CT)を、サイレントでアンインストールする方法について説明します。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. Systemwalker Desktop KeeperのCD-ROMをPCにセットします。

3. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。またはコマンドプロンプトを起動します。

4. Setup.exeコマンドを実行します。Setup.exeコマンドは、セットアップディスクの「win32¥DTKClient」フォルダにあります。インストー

ル時に使用したものを再使用します。

記述形式

絶対パスを指定してSetup.exe /Silent "Password:クライアント(CT)インストール時に設定したパスワード,Reboot:フラグ"

－ オプションに指定できるキーは[Password]と[Reboot]です。

－ 「［キー］:［値］,「［キー］:［値］」でそれぞれの項目間に空白は入りません。

－ オプションは、大文字/小文字は区別しません。

－ オプションが指定されていない場合、エラーメッセージを表示しアンインストールを終了します。

キーの意味は以下のとおりです。

－ [Password]:クライアント(CT)インストール時に設定したパスワード

－ [Reboot]:アンインストール実行後の処理を指定するフラグ

- 0:再起動しません
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- 1:ダイアログを表示します(再起動するかどうかを選択します)

- 2:強制的に再起動します

指定例

以下の状況を仮定します。

－ Dドライブにセットアップディスクがセットされている

－ Setup.exeコマンドがD:¥win32¥DTKClient配下にある

－ クライアント状態表示・変更ユーティリティのパスワードはadminである

－ アンインストール後は強制的に再起動する

D:¥win32¥DTKClient¥Setup.exe /Silent "Password:admin,Reboot:2"

5. ダイアログが表示された場合は、再起動するかしないかを選択します。

5.3 Citrix XenApp監視機能をアンインストールする

Systemwalker Desktop KeeperのCitrix XenApp監視機能を、アンインストールする方法について説明します。

Citrix XenApp監視機能のアンインストールの手順は以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Systemwalker Desktop Keeper - Citrix XenApp監視”を選択し、 [削除]ボタンをクリックします。

4. 削除確認画面で[はい]をクリックすると、パスワード入力画面が表示されますので、インストール時に設定したパスワードを入力

し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

5. アンインストール処理が開始されます。正常に完了すると、「アンインストール完了」画面が表示されます。

完了後、システムを再起動する必要があります。以下のどちらかを選択し、［完了］ボタンをクリックします。

－ ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］

－ ［いいえ、後でコンピュータを再起動します。］

5.4 管理コンソールをアンインストールする

Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソールを、アンインストールする方法について説明します。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Systemwalker Desktop Keeper 管理コンソール”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

4. アンインストール処理が開始されます。

5.5 ログアナライザサーバをアンインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのログアナライザサーバをアンインストールする方法について説明します。
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ログアナライザサーバのデータベースを削除する

Systemwalker Desktop Keeperのログアナライザサーバをアンインストールする前に、データベースを削除します。データベースの削除

手順は以下のとおりです。

1. ログアナライザユーザー(ログアナライザサーバインストール時に設定したWindowsアカウント)でWindowsにログオンします。

2. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[ログアナライザ]-[運用環境保守ウィザード]を選択します。

3. 「運用環境保守ウィザードへようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

4. 「処理の選択」画面が表示されますので、“実施する処理”を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

項目名 説明

[実施する処理] 実施する処理を選択します。ここでは、“運用環境の削除”を選択してください。

・ 運用環境の構築

・ 運用環境の削除
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5. 「設定内容の確認」画面が表示されますので、画面に表示されている内容に誤りがないか確認し、[次へ]ボタンをクリックしてくだ

さい。

6. 実行確認画面が表示されますので、続行する場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。

「処理の実行」画面が表示され、データベースの削除を開始します。

7. 処理が正常に完了すると、「処理完了」画面が表示されますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

 
ログアナライザサーバをアンインストールする

続いて、ログアナライザサーバをアンインストールします。ログアナライザサーバのアンインストール手順は、以下のとおりです。

1. ログアナライザサーバインストール時にログオンしていたWindowsアカウントでログオンします。

ログアナライザサーバインストール時にログオンしていたWindowsアカウント以外でログオンした場合、以下の手順で[プログラム

の追加と削除]または[アプリケーションの追加と削除]に表示されません。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Systemwalker Desktop Keeper ログアナライザサーバ”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

なお、ログアナライザサーバをアンインストールしても、一部の分析機能のモジュールとデータベース管理システム(DBMS)はアンイン

ストールされません。引き続き、以下のアンインストールを実行してください。

 
分析機能モジュールをアンインストールする

分析機能モジュール(Interstage Navigator Server)のアンインストール手順は、以下のとおりです。

1. ログアナライザサーバインストール時にログオンしていたWindowsアカウントでログオンします。

ログアナライザサーバインストール時にログオンしていたWindowsアカウント以外でログオンした場合、以下の手順で[プログラム

の追加と削除]または[アプリケーションの追加と削除]に表示されません。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Interstage Navigator Server Standard Edition”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

4. システム環境変数Pathから、"[ログアナライザサーバインストールフォルダ]¥NAVISV¥bin"を手動で削除してください。

5. 以下の分析機能モジュール関連フォルダを削除します。

－ [ログアナライザサーバインストールフォルダ]¥NAVIDIC

－ [ログアナライザサーバインストールフォルダ]¥NAVISV
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データベース管理システム(DBMS)をアンインストールする

 注意

同じPC上に管理サーバもインストールされている場合はDBMSをアンインストールしないでください

ログアナライザサーバと管理サーバが同じPC上にインストールされている場合、ログアナライザサーバのアンインストールのタイミング

ではデータベース管理システム(DBMS)をアンインストールしないでください。

管理サーバのアンインストール前にデータベース管理システム(DBMS)をアンインストールした場合、管理サーバが動作できなくなりま

す。

データベース管理システム(DBMS)をアンインストールする場合は、他のアプリケーションが使用していないことを確認してください。他

のアプリケーションが使用している場合はアンインストールしないでください。

データベース管理システム(DBMS)のアンインストール手順は、以下のとおりです。

1. ログアナライザユーザー(ログアナライザサーバインストール時に設定したWindowsアカウント)でログオンします。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Symfoware Client”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 注意

Symfowareクライアントアンインストール時のメッセージについて

Symfowareクライアントのアンインストール時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、そのまま[OK]ボタンをクリックし

て進めてください。

    

4. “Symfoware Server Enterprise Edition”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 
インストールフォルダを削除する

ログアナライザサーバ、分析機能モジュール、データベース管理システム(DBMS)をアンインストールした後、ログアナライザサーバの

インストールフォルダが残ります。ログアナライザサーバインストールフォルダを手動で削除してください。

 注意

データベース管理システムをアンインストールしていない場合は削除しないでください
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他のアプリケーションがデータベース管理システムを使用している場合など、ログアナライザサーバのインストールフォルダの下に

Systemwalker Desktop Keeperデータベース管理システムが残っている状態の場合は、絶対にログアナライザサーバのインストールフォ

ルダを削除しないでください。削除した場合には、データベース管理システムが動作できなくなります。

 注意

アンインストール後のログアナライザユーザーについて

インストール時に新規作成したログアナライザユーザーは、ログアナライザサーバをアンインストールしても削除されません。ログアナラ

イザユーザーを使用していないことを確認後、削除してください。

ログアナライザサーバを再インストールする場合は、上記の手順実施後、必ずシステムの再起動を行ってから、再インストールを行っ

てください。

5.6 管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールする

Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールする方法について説明します。

 注意

管理(統合管理)サーバにクライアント(CT)を導入している場合

管理(統合管理)サーバにクライアント(CT)を導入している場合は、アンインストールの順序に注意が必要です。

詳細については、“管理サーバ/統合管理サーバにクライアント(CT)をインストールする場合”を参照してください。

 
管理サーバ/統合管理サーバのデータベースを削除する

Systemwalker Desktop Keeperの管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールする前に、データベースを削除します。データベース

の削除手順は以下のとおりです。

1. 管理サーバ/統合管理サーバのデータベース構築時のユーザーでWindowsにログオンします。他のアプリケーションを使用して

いる場合は、終了してください。

2. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

3. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[サーバ]-[運用環境保守ウィザード（環境構築・削除）]を選

択します。
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4. 「運用環境保守ウィザード（環境構築・削除）へようこそ」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

5. 「処理の選択」画面が表示されますので、“実施する処理”を設定して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

項目名 説明

[実施する処理] 実施する処理を選択します。ここでは、“運用環境の削除”を選択してください。

・ 運用環境の構築

・ 運用環境の削除
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6. 「設定内容の確認」画面が表示されますので、画面に表示されている内容に誤りがないか確認し、[次へ]ボタンをクリックしてくだ

さい。

7. 実行確認画面が表示されますので、続行する場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。

「処理の実行」画面が表示され、データベースの削除を開始します。

8. 処理が正常に完了すると、「処理完了」画面が表示されますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

 注意

データベース領域が削除されなかった場合について

「運用環境保守ウィザード（環境構築・削除）」を使用して運用環境を削除しても、データベースの状態によっては、データベース領域

が削除されない場合があります。その場合は、以下のフォルダを削除してください。

・ <データベース格納先>¥RDB

 
管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールする

続いて、管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールします。管理サーバ/統合管理サーバのアンインストール手順は、以下のとお

りです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. 階層化サービスおよびサーバサービスを停止します。

a. [スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。

b. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にしたあと、1分程度待ってから次の手順

を行ってください。

c. Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから[停止]を選択します。なお、停止す

るまでに30秒から1分程度かかる場合があります。

- SWLevelControlService

- SWServerService

d. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。

3. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

4. “Systemwalker Desktop Keeper サーバ”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。
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なお、管理サーバ/統合管理サーバをアンインストールしても、データベース管理システム(DBMS)はアンインストールされません。引き

続き、以下のアンインストールを実行してください。

 
データベース管理システム(DBMS)をアンインストールする

データベース管理システム(DBMS)をアンインストールする場合は、他のアプリケーションが使用していないことを確認してください。他

のアプリケーションが使用している場合はアンインストールしないでください。

DBMS(Symfoware Server)のアンインストール手順は、以下のとおりです。

1. ログアナライザユーザー(管理サーバインストール時に設定したWindowsアカウント)でログオンします。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Symfoware Client”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 注意

Symfowareクライアントアンインストール時のメッセージについて

Symfowareクライアントのアンインストール時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、そのまま[OK]ボタンをクリックし

て進めてください。

    

4. “Symfoware Server Enterprise Edition”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 
インストールフォルダを削除する

管理サーバ/統合管理サーバ、データベース管理システム(DBMS)のアンインストール後、管理サーバ/統合管理サーバのインストール

フォルダが残ります。管理サーバ/統合管理サーバインストールフォルダを手動で削除してください。

 注意

データベース管理システムをアンインストールしていない場合は削除しないでください

他のアプリケーションがデータベース管理システムを使用している場合など、管理サーバ/統合管理サーバのインストールフォルダの下に

Systemwalker Desktop Keeperデータベース管理システムが残っている状態の場合は、絶対にSystemwalker Desktop Keeperのインス

トールフォルダを削除しないでください。削除した場合には、データベース管理システムが動作できなくなります。
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5.7 レポート出力ツールをアンインストールする

Systemwalker Desktop Keeperのレポート出力ツールをアンインストールする方法について説明します。

 
レポート出力ツールをアンインストールする

レポート出力ツールをアンインストールする手順は以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。他のアプリケーションを使用している場合は、終了してください。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Systemwalker Desktop Keeper レポート出力ツール”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

4. アンインストール処理が開始されます。

 
データベース管理システム(DBMS)をアンインストールする

データベース管理システム(DBMS)をアンインストールする場合は、他のアプリケーションが使用していないことを確認してください。他

のアプリケーションが使用している場合はアンインストールしないでください。

データベース管理システム(DBMS)のアンインストール手順は、以下のとおりです。

1. Administratorsグループに所属するユーザー、またはDomain Adminsグループに所属するユーザーでWindowsにログオンしま

す。

2. [コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] または、[アプリケーションの追加と削除]を起動します。

3. “Symfoware Client”を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 注意

Symfowareクライアントアンインストール時のメッセージについて

Symfowareクライアントのアンインストール時に以下のメッセージが表示される場合がありますが、そのまま[OK]ボタンをクリックし

て進めてください。

    

 
インストールフォルダを削除する

レポート出力ツールおよびデータベース管理システム(DBMS)をアンインストールした後、レポート出力ツールのログが残ります。必要

に応じて、手動で削除してください。

・ Windows Vista® の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Fujitsu¥Systemwalker Desktop Keeper¥LogAnalyzer
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環境変数%ALLUSERPROFILE%  は、通常以下のフォルダになります。

    C:¥ProgramData

・ Windows® 2000、Windows® XP の場合

%ALLUSERSPROFILE%¥Application Data¥Fujitsu¥Systemwalker Desktop Keeper¥LogAnalyzer

環境変数%ALLUSERPROFILE%  は、通常以下のフォルダになります。

    C:¥Documents and Settings¥All Users

 注意

データベース管理システムをアンインストールしていない場合は削除しないでください

他のアプリケーションがデータベース管理システムを使用している場合など、ログアナライザサーバのインストールフォルダの下に

Systemwalker Desktop Keeperデータベース管理システムが残っている状態の場合は、絶対にログアナライザサーバのインストールフォ

ルダを削除しないでください。削除した場合には、データベース管理システムが動作できなくなります。
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