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Reflection for Secure IT... 
...サポートサービスの付いた Secure Shell 

Reflection for Secure IT は、セキュリティ対策に真剣に

取り組まれようとするお客様にお勧めの製品です。セ

キュアでない Telnet や FTP を、信頼できる暗号化され

た通信手段 Secure Shell (SSH) に置き替えることによっ

て、管理者は安全が保証されないネットワーク経由の

環境でも、 TCP/IP 上のアプリケーションを安全な転

送トンネルを介して通信させたり、重要なデータを安

全にファイル転送したり、リモートサーバを遠隔から

安全に保守することができます。 

なぜ Secure Shell なのか 
Secure Shell (SSH) プロトコルは、転送中のデータを盗聴、

改ざん、なりすましの不正行為から保護するために、

セキュリティ要素技術を用いて、内部動作仕様を規定

しています。具体的には、次の保護手段にて実現して

います。今日、このような保護手段の重要性は高まる

一方です。 

• サーバ認証により、クライアントはなりすまし行

為に欺かれることなく目的のサーバに接続します。 
• ユーザ認証により、許可されたクライアントユー

ザのみがサーバに接続できます。 
• データの暗号化により、転送中データやパスワー

ド等の制御情報が盗聴されるのを防ぎます。接続

のたびにクライアントとサーバが共通の鍵を生成

し、この共通鍵でのみ受信データの復号化が可能

になります。 
• データの完全性保証検査により、転送中のデータ

の改ざんを検知し保護します。 

なぜ Reflection for Secure IT なのか 
高信頼なセキュリティシステムを構築するには、製品

自体が高品質で、かつそれを正しく導入/運用すること

が肝要です。Attachmate 社 の Reflection for Secure IT は、

製品とサポートの両面からその期待に応える製品です。 

• 高品質なソフトウェア製品 

最新技術を用いたソフトウェア開発環境で設計さ

れた Reflection for Secure IT は、安定性と脆弱性排

除を極めた製品です。 

• 多様なプラットフォームに対応 

Reflection for Secure IT クライアントおよびサーバ

には Windows 版と 各種 UNIX に対応し、32 ビッ

トと 64 ビットのハードウェア環境で動作します。 

• 迅速な技術サポート 

当社の技術サポートスタッフは、お客様の質問や

問題に対して親密に接し、社内開発チームと連携

しながら、迅速かつ適切に対応します。 

• セキュリティアップデート 

当社のセキュリティスペシャリストは、潜在的な

セキュリティの脆弱性に対する注意を怠りません。

新たな脆弱性を発見した場合は、常に最新情報を

お知らせし、お客様のセキュリティに関する懸念

事項を速やかに解決することを最優先としていま

す。 

• 整備されたマニュアル類 

当社のマニュアル等のドキュメントは、製品に関

する導入/設定/運用/製品仕様等について、技術的

に正確な情報をお客様に提供します。 

ご自分の目でお確かめください 
評価版ソフトウェアは、Reflection for Secure IT Windows 
サーバのすべての機能を 60日間お試しいただけます。

まだ手元にご用意していない方は、

http://www.attachmate.com/ja-jp/Evals/rsitsvrwin/eval-
form.htm にアクセスし、評価版申請フォームに必要事

項を記入した上で入手してください。 

1. 「評価版のダウンロード」ページから、ご使用の 
Windows プラットフォーム (32 ビットまたは 64 
ビット) に該当するパッケージを選択しダウンロー

ドします。 

2. ダウンロードしたパッケージを起動し、インス

トールプログラムを実行します。 

3. [実行] をクリックします。インストーラファイル

の保存場所を選択し、[OK] をクリックします。 

指定した場所にファイルが展開され、Reflection イ
ンストーラが自動的に起動します。ダイアログに

従いインストールを進行させます。 

4. インストール完了画面にて、[コンピュータを再起

動する] にチェックを入れ、[閉じる] をクリック

します。  

OS 再起動後、サーバのサービスが自動的に開始さ

れます。 

評価を始める前に 
• Reflection for Secure IT Windows サーバ を評価する

ためには、接続操作側の Secure Shell クライアント

が必要になります。すでにお持ちの場合はそれを

使用し、無い場合は、Reflection for Secure IT 
Windows クライアントまたは UNIX サーバ (のクラ

イアント機能)の評価版を入手ください。 

http://www.attachmate.com/ja-jp/Evals/rsitsvrwin/eval-form.htm
http://www.attachmate.com/ja-jp/Evals/rsitsvrwin/eval-form.htm
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はじめに 
この評価ガイドでは、Reflection for Secure IT の標準的

な使い方を理解頂くために、まずいくつかのポイント

を示します。説明に従い試したら、次に「さらにお試

しください」の項目をお読みください。ここには、

Reflection に備わっている豊富な機能を使用して、時間

と費用を節約しながら、セキュリティレベルを最大限

に高めるのに役立つヒントが記載されています。 

コンソールの起動とクライアントからの接続 
インストール完了後、さっそくクライアントから接続

し、サーバをテストすることができます。すべての

サーバの操作と設定は、サーバコンソールを使用しま

す。サーバコンソールは、直観的で操作性の良いツー

ルです。 

1. サーバコンソールの起動 

(Windows の [スタート] メニューから、

[Attachmate Reflection] - [Reflection SSH Server 
Configuration] と選択します)。 

注記: Reflection のインストール完了時に Windows 
を再起動しました。結果、サーバはすでに実行中

のはずです (Windows を再起動すると、サービスは

自動的に開始します)。サーバサービスが実行中か

どうかは、コンソールの [Status] タブ画面の表示

情報で確認できます。 

サーバの状態の表示 

2. クライアントからサーバへの接続操作 

例えば次のようにします。 

Reflection for Secure IT Windows クライアントからの

場合、ツールバーの [接続/切断] ボタンをクリッ

クして接続を開始し、ホスト名とユーザ名を入力

します。 

または 

UNIX クライアント (または Windows の コマンド

プロンプト画面) からの場合、次のように ssh コマ

ンドラインを入力します。 

$ ssh Lee@abc.attachmate.com 

3. クライアント側の接続開始操作でサーバのホスト 
ID を確認し (次の「サーバのホスト ID の確認」を

参照)、パスワードを入力して SSH 接続を確立しま

す。 

クライアントからの接続が確立すると、サーバの 
[Status] タブ画面はすぐに更新され、接続状態を表示

します。 

サーバのホスト ID の確認 
クライアントからサーバへ初めて接続した時に、クラ

イアント側には未確認ホストについての目視確認プロ

ンプトが表示されます。例えば、Reflection for Secure IT 
Windows クライアントを使用している場合、下記ダイ

アログが表示されます。 

 

[ホスト鍵の信頼性] ダイアログボックス 

UNIX クライアントから接続している場合は、同様の

内容を示す次のようなプロンプトが表示されます。 
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正しいサーバに接続しているかを確認するには、クラ

イアントユーザは、サーバの管理者に連絡を取る必要

があります。サーバ管理者は、クライアントメッセー

ジに表示された鍵のフィンガープリントをホスト鍵の

実際のフィンガープリントと比較することで、管理し

ているサーバにユーザが接続していることを確認でき

ます。ホスト鍵のフィンガープリントは、サーバコン

ソールの [Identity] タブに 2 つの形式で表示されます。 

[Identity] タブを使用したサーバの ID の確認 

さらにお試しください 
以上、デフォルト状態のサーバ設定を使用したクライ

アントからの接続手順でした。次にその他のオプショ

ンを使った事例をいくつか挙げます。 

• 文脈依存ヘルプにすばやくアクセスする 

サーバコンソールを操作時にヘルプを参照するに

は、ヘルプボタンをクリックします。 

このボタンをクリックすると、現在のサーバ画面

に関する詳細な情報を説明した (英文) ヘルプペー

ジが直接表示されます。ユーザガイドの他の箇所

を参照するには、[show contents / index / search] 
をクリックします。 

• 公開鍵を使用してユーザを認証する 

公開鍵ユーザ認証を使用すると、Secure Shell サー

バは、固有のデジタル署名を使用してクライアン

トユーザを認証します。公開鍵認証を構成するに

は、鍵ペアをクライアント側で作成し、そのうち

公開鍵をサーバにアップロードして、

「authorization」ファイルを編集します (Reflection 
for Secure IT Windows クライアントには、この処理

を自動的に実行するアップロードユーティリティ

を備えています)。 

公開鍵認証では、認証に使用する鍵ペアの情報が

ネットワーク上を送信されず、かつ物理的に秘密

鍵ファイルを所有しないと認証されないため、セ

キュリティが向上します (パスワード認証では、

ユーザが認証を行うたびに暗号化されたパスワー

ドがネットワーク上を送信されます)。公開鍵認証

を構成するには、[Public Key] 画面を使用します。 

詳細については、アプリケーションヘルプの索引

で、「Public Key Authentication」を検索してくださ

い。検索されるトピックには、Reflection for Secure 
IT サーバおよび Reflection for Secure IT クライアン

トを構成するための手順が段階を追って説明され

ています。 

• OpenSSH 形式の公開鍵を使用する 

Reflection for Secure IT サーバでは、OpenSSH クラ

イアントによって作成された公開鍵を使用できま

す。公開鍵をユーザの鍵ディレクトリにコピーし、

「authorization」ファイルを編集します。鍵の形式

を変更する必要はありません。またクライアント

に変更を加える必要もありません。 

• Windows 資格情報を使用してユーザを認証する 

サーバのホストコンピュータとクライアントユー

ザが同じ Windows ドメインのメンバーである場合、

Windows ドメインの資格情報を使用してクライア

ントユーザを認証できます。この設定では、ユー

ザは、サーバに接続するためにパスワードを別途

入力する必要がありません。この構成を行うには、

[GSSAPI/Kerberos V5] 画面を使用します。GSSAPI 
認証は、既定では無効になっています。GSSAPI を
有効にし、Windows 資格情報を使用して認証を構

成する方法の詳細については、アプリケーション

ヘルプの目次で、「Client Authentication」を参照し

てください。 
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• サブコンフィグの設定を使用する 

パーミッション、認証、SFTP ディレクトリアクセ

ス範囲などの設定については、クライアントホス

ト、ユーザ、グループを指定して、個別に構成適

用することができます。クライアントホストのサ

ブコンフィグでは、指定したクライアントコン

ピュータから接続するすべてのユーザに設定を適

用します。ユーザのサブコンフィグでは、個々の

ユーザに設定を適用します。グループのサブコン

フィグでは、指定したグループのすべてのメン

バーに設定を適用します。  

構成オプションを表示するには、

[Subconfiguration] の下のいずれかのオプションを

クリックして [追加] をクリックし、フィールドに

値を入力します。これで、左の画面に表示される

構成オプションを詳しく確認できます。詳細につ

いては、アプリケーションヘルプの目次で、

「Working with Subconfigurations」を参照してくだ

さい。 

• 証明書を使用してサーバ認証を構成する 

証明書認証は、公開鍵認証に伴う問題の一部を解

決します。公開鍵ホスト認証では、システム管理

者は、各サーバのホスト公開鍵を各クライアント

の既知のホスト一覧に追加するか、またはクライ

アントユーザが不明なホストに接続する時に、ホ

ストの ID を正しく確認することを期待するしか

ありません。証明書認証では、認証局 (CA) と呼ば

れる信頼された第三者を使用して、ホストから送

信された情報の有効性が確認されるため、この問

題を回避できます。詳細については、アプリケー

ションヘルプの索引で、「certificate authentication」
を検索してください。 

• 一元的な公開鍵インフラストラクチャ (PKI) への 
対応 

Reflection PKI Services Manager では、PKI を使用し

て通信相手が提示する証明書の信頼性を検証しま

す。PKI Manager を使用することで、信頼アンカー

証明書の指定、証明書ストア、証明書の失効

チェック、証明書とユーザ ID のマッピング、複

数サーバのログ監査などの PKI 機能の一元管理が

可能です。 

PKI Manager は Reflection for Secure IT のコンポーネ

ントとして無償で付属しています。別途、ダウン

ロードとインストールが必要です。PKI に対応す

るためのインストールと構成の詳細については、

マニュアルページ 
(http://support.attachmate.com/manuals/rsit_win_server
.html) にある Reflection PKI Services Manager のユー

ザガイドを参照してください。 

ファイル転送におけるディレクトリアクセスの

カスタム設定 
安全なファイル転送のために、サーバのディレクトリ

を確認して、クライアントユーザにアクセス権を与え

るディレクトリを決定する必要があります。ユーザア

クセスを適切に構成するために、次の指定をします。 

• ユーザのログインディレクトリを指定する 

既定のログインディレクトリは、Windows のユー

ザプロファイルディレクトリです。 

• 仮想ディレクトリ名を作成する 

仮想ディレクトリを使用して、ユーザに表示され

るディレクトリ名をカスタム設定します。 

• ユーザがアクセスできるディレクトリを構成する 

既定では、ユーザは自分の Windows プロファイル

ディレクトリにあるファイルにアクセスできます。

この既定を変更したり、追加のディレクトリへの

アクセスを追加したりできます。 

次の例では、SFTP ディレクトリをカスタム設定す

る方法を説明します。 

SFTP ディレクトリアクセスの構成 
この手順では、ファイル転送における共有ディレクト

リへのアクセスを構成します。いったん構成すると、

各ユーザは、自分のホームフォルダのほかに、追加し

た共有ディレクトリにアクセスできます。 

1. サーバコンソールを起動します (Windows の [ス
タート] メニューから、[Attachmate Reflection] - 
[Reflection SSH Server Configuration] にアクセスし

ます)。 

2. [Configuration] タブを選択して、[SFTP 
Directories] を選択します。 

3. [Add] をクリックします。 

[Accessible Directory Settings] ダイアログボックス

が開きます。 

ユーザがアクセスできる新しいディレクトリの追加 
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4. [Virtual directory] にユーザに表示するディレクト

リ名を入力します。[Physical directory] には実際の

ディレクトリパスを入力し、[OK] をクリックして、

このディレクトリをアクセス可能なディレクトリ

の一覧に追加します。 

注記: サーバは、特別なパターン文字列に対応し

ています。こうしたパターン文字列を物理ディレ

クトリ名に含めることができます。例えば、%D 
は、ユーザの Windows プロファイルディレクトリ

を示します。 

SFTP アクセスできるディレクトリが 1 つ追加された状態 

5. [File] - [Save Settings] コマンドをクリックして、

サーバを更新します。 

6. 変更結果をテストするには、SFTP を使用してサー

バに接続してみます。Reflection Secure FTP クライ

アントを使用するか、UNIX クライアントまたは

Windows コマンドプロンプト画面から sftp コマン

ドを実行します。ユーザ固有の Windows プロファ

イルディレクトリおよび共有 xyz ディレクトリに

アクセスできるはずです。 

さらにお試しください 
安全にファイルを転送することは、セキュリティを重

視している企業にとって重要な問題です。サーバを構

成する時に、次の事項を検討することをお勧めします。 

• サーバディレクトリへの他のアクセス手段を 
禁止する 

SFTP 接続に対して構成した制限は、端末セッショ

ンや SCP1 接続には影響しません (SCP1 は 
OpenSSH が使用します。このプロトコルは SFTP 
サブシステムを使用せず、 rcp コマンドをトンネ

リングして実行します)。これらアクセス手段を禁

止するには、[Permissions] 画面にアクセスし、

[Allow terminal shell] および [Allow SCP1] をオフに

します。 

• chroot 環境を構成する 

chroot 環境とは、UNIX システムで構成できる環境

と同様の環境を指します。ユーザは、指定された

ディレクトリとそのサブディレクトリにしかアク

セスできません。ユーザのログインディレクトリ

は常に仮想ルートディレクトリに設定され、ユー

ザは他のディレクトリに移動できません。chroot 
環境を構成するには、スラッシュ (/) を使用して仮

想ディレクトリを指定します。chroot 環境の詳細

については、アプリケーションヘルプの索引で、

「chroot」を検索してください。 

• サーバにアクセスできるクライアントコンピュー

タを制御する 

[Client Host Access Control]  画面を使用して、

サーバにアクセスできるクライアントホストを制

御します。クライアントホスト設定は、そのクラ

イアントコンピュータのすべてのユーザに適用さ

れます。アクセスを許可または拒否できるほか、

許可と拒否の組み合わせを使用できます。詳細に

ついては、アプリケーションヘルプの目次で、

「Controlling Access」を検索してください。 

監査とトラブルシュート 
Reflection for Secure IT サーバは、2 種類のロギング方法

に対応しています。Windows イベントビューアとデ

バッグログファイルです。 

• Windows イベントビューア 

この記録方法は、既定で有効になっています。

Windows イベントビューアの記録設定は、[Event 
Logging] 画面から変更できます。 

• デバッグログファイル 

デバッグログファイルに記録するには、[Debug 
Logging]  画面から有効にし、サーバを構成します。 

これらの記録方法の一方、両方、またはどちらも使用

しないようにサーバを構成できます。どちらの方法で

も、同じオプションを使用してどのイベントを記録す

るかを構成でき、各方法の構成は他方には影響しませ

ん。次の手順では、2 つの異なる目的のために、これ

らの 2 つのログを異なる方法で構成する方法を示しま

す。 
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2 種類のログの維持 
管理者として、さまざまな目的のためにサーバログを

使用したいことはよくあります。例えば、接続をトラ

ブルシュートするためには、クライアントとサーバの

すべての通信に関する詳しい記録が必要です。またあ

る時には、監査手順に必要な特定の情報を収集するた

めにログを使用する必要があるでしょう。 

次の手順に、異なるフィルタを使用し 2 種類のログを

構成する方法を示します。設定変更し SSHサーバの

サービスを再起動後に、トラブルシュートに役立つデ

バッグログの採取を開始します。Windows イベント

ビューアは、監査に必要な特定の情報を格納します。 

1. サーバコンソールを起動します (Windows の [ス
タート] メニューから、[Attachmate Reflection] - 
[Reflection SSH Server Configuration] にアクセスし

ます)。 

2. [Configuration] 画面から、[Debug logging] をク

リックします。 

この画面から構成した記録情報は、デバッグログ

用テキストファイルに保存されます。 

3. [Enable debug logging to log file] をオンにします。 

4. ログレベルを [Protocol details] に設定します。 

5. [Log file information] で、ログファイルディレクト

リの場所を指定します (ログファイル名は自動的に

生成されます)。 

テキストログファイルの設定 

6. [Event logging] をクリックします。 

この画面から構成した記録情報は、Windows イベ

ントビューアに保存されます。 

7. ログレベルで [Custom] を選択し、[Custom events] 
をクリックします。[Custom Log Events] ダイアロ

グボックスが開きます。 

カスタムイベント記録の構成 

8. 監査手順に必要なイベントを選択して、[OK] をク

リックします。 

9. [File] - [Save Settings] コマンドをクリックして、

サーバを更新します。 

以上で、 2 種類のログ情報がサーバにロギングされる

ようになりました。 
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さらにお試しください 
Reflection for Secure IT サーバでは、Windows イベント

ビューアに簡単にアクセスできます。 

• Windows イベントビューアでサーバメッセージを

確認する 

サーバコンソールから Windows イベントビューア

を起動するには、[Event viewer] ボタンをクリック

します。 

[アプリケーション] ログを開きます。対象サーバ

のイベントは、すべて [ソース] の下に

「Attachmate Reflection for Secure IT Server」と示さ

れています。 

 

Reflection for Secure IT Windows サーバの

詳細確認 
1. マニュアルについて 

下記製品マニュアルサイトを参照下さい。 

http://support.attachmate.com/manuals/rsit_win_server.html 

(日本語マニュアルについては別途作成予定です。) 

 

2. 技術的お問合せ先について 

1) ご購入前の評価版内容に関するお問合せは、下記
メールアドレスまでご連絡下さい。 

j-info@attachmate.com  

下記テクニカルサポートページに FAQ も掲載してお
ります。 

http://attachmate.okweb3.jp 

2) 購入されサポートサービス又は保守契約をされて
いるお客様は、下記テクニカルサポート窓口を通
じてお問合せ下さい。 

http://attachmate.okweb3.jp 
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