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特権 ID管理・ログ管理の課題を一気に解決！ 

文書番号：ZJMP190123101 

公開日：2019 年 1 月 29 日 

Password Manager Pro × 

EventLog Analyzer の連携機能をご紹介 
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■ 著作権について 

本ドキュメントの著作権は、ゾーホージャパン株式会社が所有しています。 

 

■ 注意事項 

本ドキュメントの内容は、改良のため、予告なく変更することがあります。 

ゾーホージャパン株式会社は本ガイドに関しての一切の責任を負いかねます。 当社はこのガイドを 

使用することにより引き起こされた偶発的もしくは間接的な損害についても責任を負いかねます。 

 

■ 商標一覧 

Windows は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。 

ManageEngine は、ZOHO Corporation Pvt.Ltd 社の登録商標です。 

なお、本ドキュメントでは、(R)、TM 表記を省略しています。 
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1. はじめに 

― 特権 ID の管理は十分ですか？ 

特権 ID とは、Windows の「Administrator」や Unix/Linux の「root」、Cisco の「enable」など、一般的な ID と比べると非常に高い権限

を持つ ID を指します。特権 ID の不正使用やパスワード漏洩は、情報漏洩やシステム障害など、組織にとって深刻なダメージを与える可能性

があり、悪意のある内部関係者の不正行為や過失、そして外部からの攻撃を防ぐためにも、適切に管理されている必要があります。 

 

特権 ID が「いつでも」「誰でも」使用できてしまう状況は、組織にとって大きなリスクとなります。そこで、特権 ID の利用状況を正確に把握す

るためには、「いつ」「誰が」「申請/承認を経て」「どのような操作を行ったのか」を証跡として残すことが重要です。PCI DSS などのガイドラインに

おいても、特権 ID に対する適切なアクセス管理が要件の一つとして挙げられています。 

 

では、特権 ID をどのように管理するのが適切でしょうか？ 

一般的な方法として、「申請/承認フロー」の導入が挙げられます。特権 ID の利用をフローで管理することで、利用履歴を証跡として残すこと

ができます。一方で、データを紙や Excel ベースで管理する場合は、以下のリスクが発生する恐れがあるため注意が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 

紙や Excel で管理を行った場合、申請された内容と実際の操作内容が一致しているのか、申請外で操作が行われていないのか等の判断が

困難となります。そのような課題を解決するためのソリューションとして、特権 ID 管理ツールの導入が推奨されます。 

 

2. 特権 ID を Password Manager Proで管理 

ManageEngine が提供する Password Manager Pro は、特権 ID 運用の自動化から操作画面の録画まで、特権 ID 管理に必要な機能

を集約したオンプレミスのソフトウェアです。 

Password Manager Pro を使用する場合、特権 ID の

利用者は、製品をインストールしたサーバーを踏み台とし

て IT リソースへアクセスします。特権 ID を使用した IT リ

ソースへのアクセス経路を一か所にまとめることで、外部

からの不正アクセスが検知しやすくなります。 

 
 
 
 
 
 
 

利用者が IT リソースへアクセスするには、まず Password 

Manager Pro 上から申請を行います。すると、承認者

に対してメールによる通知が行われるので、通知を受け

た承認者は Password Manager Pro にログインして、

承認(拒否)のアクションをとります。申請が承認された

場合、利用者は Password Manager Pro を経由して、

一定期間パスワードの貸し出し(許可されたリソースへの

アクセス)が可能です。また、IT リソースへの接続時には、

操作内容が動画または画像で記録されるため、管理

者は後ほど不審な操作が行われていないかを簡単に見返すことができます。そしてパスワードの返却、あるいは期限切れによる失効時には、パ

スワードが自動で更新される仕組みのため、安全性の高い運用が可能です。 

⚫ 記入漏れや事後の報告といったヒューマンエラー 

⚫ 申請内容と実際の操作内容の不一致 (特権 ID を悪用した情報窃取や改ざんなど) 

⚫ 申請/承認フローを介さない特権 ID の不正利用 

図 1. Password Manager Pro の申請・承認フロー 
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このように、Password Manager Pro を使用することで、紙や Excel で管理をする場合と比べて以下のメリットがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 特権 ID利用時における端末側のイベントログをレポート化 

Password Manager Pro では、操作内容がすべて動画(CLI での操作の場合は画像)で記録されますが、管理する端末数が増えるほど、操

作内容を動画から一件ずつ確認するには時間と工数がかかります。その課題を解決するため、特権 ID 利用時に端末側から出力される操

作ログと申請内容とを突合し、意図しない操作ログが生成されていた際に詳細を動画から確認することで、違反操作を効率的に発見するこ

とが可能です。 

 

そこで、Password Manager Pro と、統合ログ管理ツールである「EventLog Analyzer」を連携することで、特権 ID 利用時に端末側で生成さ

れたイベントログを容易に可視化することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EventLog Analyzer(*1)では、Password Manager Pro を経由した接続でのセッション中に生成されたイベントログを自動的に抽出後、レポー

トとして表示します。また、Password Manager Pro を経由せずに直接サーバーやネットワーク機器にアクセスした場合も、同様に EventLog 

Analyzer のレポート画面からログを表示することができるため、監査に必要なログの抽出作業を効率化することができ、同時に申請承認フロ

ーを介さず行われた違反操作の検知に役立ちます。 

 
(*1) セッションレポートは EventLog Analyzer ビルド 12011 よりサポートしています。 

 
 

 
図 2. EventLog Analyzer を用いた場合のレポート生成イメージ 

 

⚫ 申請/承認の記録忘れを防止可能 

⚫ パスワードの貸し出しや返却を証跡として残すことが可能 

⚫ 操作内容を動画(画像)として記録可能 

⚫ 利用者にパスワードを開示することなく、リソースへのアクセス権を与えることが可能 

 

あらゆるログを一元管理し、迅速な検索、アラート通知を低コストで実現する統合ログ管理ツールです。イベントログや Syslog の収集/保

管を単一ソフトウェアで行うことができるだけでなく、アプリケーション固有のログや任意フォーマットのテキスト形式ログも取り込み、表示する

ことが可能です。 

 

EventLog Analyzer とは？ 
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以下では、Password Manager Pro と EventLog Analyzer の併用による、セッション毎の操作ログの可視化イメージをご紹介します。 

 

■ Password Manager Pro から操作内容を確認する 

Password Manager Pro 経由でのリソースへのアクセス時には、[リソース監査]画面にセッションの開始と終了が記録されます。 

 
図 3. Password Manager Pro のリソース監査画面 

 

セッション毎の操作内容を確認する場合、[記録済みセッション]から対象セッションの再生マークをクリックすることで動画が再生されます。 

 
図 4. Password Manager Pro の記録済みセッション画面 

 
 

■ EventLog Analyzer から生成されたイベントログを確認する 

EventLog Analyzer の[PMP セッション]レポートには、Password Manager Pro 側のセッションがそれぞれ記録されます。レポートからは、セッ

ションの開始時間、終了時間、セッション期間、セッションの状態(オープン・クローズ済み)、そしてその間に生成されたログの一覧を確認するこ

とが可能です。 

 
図 5. EventLog Analyzerの PMP セッションレポート画面 

 
 
 

https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/
https://www.manageengine.jp/online_meeting/
https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/
https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/


 

 

オンライン相談 Password Manager Pro の製品ホームページ EventLog Analyzer の製品ホームページ 

6 

セッションごとに生成されたイベントログを確認する場合は、[履歴の表示]をクリックします。すると、セッション中に生成されたイベントログが時

系列で表示されます。 

 
図 6. EventLog Analyzerの PMP セッションレポート画面 

 

また、[高度な表示]をクリックすると、生成されたイベントログを生ログに近い形で参照することができます。 

 
図 7. EventLog Analyzer の検索画面 

 
 
※連携機能に関する製品側の詳細な設定方法については、こちらをご参照ください。 

 

このように、Password Manager Pro と EventLog Analyzer の連携により、「特権 ID 管理」と「ログ管理」の双方を実現することができ、セキ

ュリティ面の向上とともに、作業負荷の大幅削減につながります。 
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4. さいごに 

本稿では、特権 ID 管理ツールである「Password Manager Pro」と、統合ログ管理ツールである「EventLog Analyzer」を組み合わせることに

よる、効率的かつ安全な特権 ID 管理ソリューションについてご紹介しました。さいごに、各製品の機能・特徴について、以下にご案内します。 

 

< Password Manager Pro > 
 

 
 

< EventLog Analyzer > 
 

 
 
 

 
 

ゾーホージャパン株式会社 

〒222-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 6 番 1 号 みなとみらいセンタービル 13 階 

ホームページ： https://www.manageengine.jp/ 

EventLog Analyzer 製品ページ：https://www.manageengine.jp/products/EventLog_Analyzer/ 

Password Manager Pro 製品ページ：https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/ 

本製品に関するお問い合わせ 
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