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本書の取り扱いについて 

本書は、Metasys システムでの IT システム上の運用について、実現可能性および注意点を記載してお

ります。Metasys システムの構成は現場によって異なるため、記載されている内容が全ての現場に適用

できるわけではありません。あらかじめご了承願います。 

 
本文中の用語について 

当ドキュメントでは指定が無い限り以下の略語を使用します。 

エンジン：NAE,NIE,NCE 

サーバー：ADS/ADX サーバー 

クライアント：UI を開くパソコン（オペレーター操作端末） 

サイト管理ポータル：Metasys 操作画面 
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ドキュメント概要 

本書には、Metasys®システムのネットワークへの接続に関する重要な情報が記載されています。

Metasys システムのデバイスは、IT の観点ではネットワーク上の単なる 1 つのノードにすぎません。し

かし、Metasys システムは、数々の通信プロトコルを使用しており、それらに対応するセキュリティ方法

や技術について考慮する必要があります。 

本書は、IT エンジニアを対象にした技術資料です。更に詳細な情報が必要な場合は「BAS エンジニアの

ためのネットワークおよび IT ガイダンス 技術資料（LIT-12011279J）」を参照してください。 

重要：ホストとなるコンピューターを安全にインターネットアクセスに使用するためには、適切なネットワークセ

キュリティ施す必要があります。ネットワークセキュリティは重要な問題です。通常、企業はネットワーク

をインターネットに公開する場合のポリシーがあり、そのポリシーに合致している必要があります。必ず

サイトの IT コンプライアンスを理解してください。コンプライアンスの要件によっては運用中に再起動

が必要になる可能性があるため、運用手順についてご注意願います。例えば、ADS/ADX サーバーの

セキュリティパッチ適用時には、再起動が要求されるため、一定時間監視が不能になります。 

注意： 本書では、特に注記のない限り、エンジンはネットワーク オートメーション エンジン（NAE）35、

NAE45、NAE55、ネットワーク インテグレーション エンジン（NIE）55、ネットワーク コントロール エン

ジン（NCE）25、NxE85、NxEx9 の全モデルを指します。 

  

本書に記載された製品の中には、特定の市場でのみ使用可能なものがあります。 

ご注意ください。 
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ネットワークと IT に関する注意事項 

コンピューター ハードウェア構成要件 

Metasys システムで使用されるコンピューターのハードウェア要件は、クライアントとサーバー プラットフ

ォームの両方の仕様やテストに基づいており、それらは各コンポーネントの資料に記載されています。以

下の要件に従ってください。 

Metasys ソフトウェアを起動するコンピューターは、ハードウェアとネットワーク リソース両方を必要とす

るタスクを同時に実行する必要があり、オプション、または拡張機能には、適切なパフォーマンスのため

の大容量メモリーが必要です。Metasys システムのオプション機能の例として含まれるものは、複雑なグ

ラフィックの表示、多数のユーザーによる同時オペレーション、Metasys 関連アプリケーションによる多く

のデータ要求な、大規模ネットワークによる多数のデバイスや他社接続のサポート、多数のヒストリカル

トレンドデータ収集、多数のウィンドウの同時展開などが挙げられます。 

オペレーティング システムとコンピューター性能は急速に変化するものであることに留意ください。現行

アプリケーションに適したコンピューターでも、 新ソフトウェアへバージョンアップする際には対応しなく

なる場合があります。 

このように動作に必要な構成要件は定期的に更新される場合があります。 

 

 
Metasys デバイス IP アドレスの割り当て 

Metasys デバイス IP アドレスの割り当てについて 

Metasys システムでの IP アドレス割り当ては原則として固定のアドレスを割り当てます。 

 

 
ウェブサイトキャッシュ機能 

HTTP プロキシサーバ等のウェブサイトキャッシュ機能を利用すると、Metasys システムの UI 上で表示

の遅延や操作のエラーなど問題が発生する可能性があります。これらのことから、ウェブサイトキャッシ

ュ機能は使用しないことを推奨します。 

 

 
Metasys システムおよびバーチャル環境 

VMware®ソフトウェアを使って、バーチャル環境にて Metasys システムを稼働させることができます。バ

ーチャル環境で使用される場合、下記の要因を検討してください。 

 
表 1：バーチャル環境に関する注意事項と要件 

トピック： 注意事項、または要件 

サポート対象のバーチャル環境 Metasys システムは次のバーチャル環境プラットフォームをサポートし

ています。 

VMware vSphere Hypervisor （ESXi） 5.0 以降 

VMware Workstation 10.0 
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バーチャル環境のインストールと

時刻管理 

Metasys システムを実行するゲストの仮想マシンに VMware ツールを

インストールします。 

仮想マシンとホストサーバー間の時刻は非同期としてください。VM のプ

ロパティにて設定可能です。 

必須ハードウェアとソフトウェア Metasys ハードウェア要件に従い、仮想マシンにも同様のリソースを与

えてください。 

仮想マシンはハードドライブ、プロセッサー、ネットワークカード、および

他のリソースを共有します。Metasys 仮想マシンのハードウェアを選択、

設定する場合には、この点について留意してください。例えば ADX を仮

想マシンで実現した際、他の仮想マシンのリソース消費により、ADX に

パフォーマンス上の問題が発生する恐れがあります。 

また、ADS/ADX 用仮想マシンのハードウェアリソース優先順位を も

高いレベルに設定してください。 

SQL Server ソフトウェア パフォ

ーマンス 

SQL サーバーのパフォーマンスは、ハードディスクへの読み込み/書き

込み性能の影響を大きく受けます。また、SQL サーバー リソースに対

し、Metasys システムと競合するアプリケーションは、パフォーマンスに

影響を及ぼす恐れがあります。 

専用ネットワーク カード IP アドレスが割り当てられている専用のネットワーク カード（1 枚）を使

用してください。サイトのサイズによっては、ADS/ADX では大量のネット

ワーク トラフィックとなる可能性があります。他の VM とネットワークカー

ドを共有した場合、ADX は NAE といった接続デバイスとの通信を失う

恐れがあります。 

ハードディスク空き容量と設定 バーチャルのハード ドライブを固定サイズの非拡張ドライブとして設定

してください。バーチャル環境に十分な空きディスク容量が割り当てられ

ているか確認をしてください。 小の必要な空き容量でシステムの起動

を試みないでください。ディスク スペースが完全に割り当てられているこ

とをご確認ください。また、ドライブの拡張を許可するバーチャル環境の

設定を行わないでください。 

フェイルオーバーとクラスタリング フェイルオーバーやクラスタリングで VM ホストサーバーを設定した場合

に、問題が発生する可能性があります。 

フェイルオーバーは VM ホストサーバーの物理的構成要素が失敗した

際に、動作中の仮想マシンを別の物理的な VM ホストサーバーに移動

させる仕組みです。この際に発生するハードウェアの変更、特にネットワ

ークカードや MAC アドレスの変更は通信に問題を起こす可能性があ

り、結果としてシステムの再起動および再インストールが要求される可

能性があります。 

アンチウィルスソフトウェア バーチャル環境で、アンチウィルス ソフトウェアを使用することができま

す。対応しているプログラムのリストは、ウィルス対策ソフトウェアに関す

る注意事項（ADS/ADX、NxE85 のみ）（P.19）を参照してください。

Metasys システム上のウィルス対策ソフトの設定の仕方は、 

付録:アンチウィルス ソフトウェアのインストール（P.50）を参照してくださ

い。 

その他 アプリケーション バーチャル環境で起動しているコンピューターに悪影響を及ぼす他のア

プリケーションがないことをご確認ください。ホスト オペレーティング シ

ステム リソースに対して、その他アプリケーションが競合する場合、

Metasys システムのパフォーマンスは著しく低下します。 
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監視および管理（SNMP） 

SNMP が提供する Metasys システムの IP 標準 SNMP 機能によって、ネットワーク管理者は Metasys
ネットワークのパフォーマンス管理や問題の発見、解決および Metasys システムの今後のメンテナンス

を計画できます。SNMP は、標準 SNMP バージョン 1､2C および 3 を使用します（SNMP の暗号化と

認証はサポート外）。Metasys システムは、ネットワークマネジメントシステム（NMS）を介して、Metasys
警報イベントを SNMP トラップで配信できます。 

Metasys システム専用の拡張 Management Information Base（MIB）が使用できます。これにより

NMS は、Metasys システム内のオブジェクトの監視や属性の表示、シーケンス オブジェクトの制御が

可能です。また、MIB は、Metasys 警報メッセージと一致するようトラップメッセージの明示化やそれに関

連する属性を定義し、NMS でのデータ相互関係（解析/ソート）を分かりやすくします。これらのトラップ

は、暗号化されません。 

NMS オペレーターは、エンジンに対し NMS 経由で GET および GET NEXT コマンド（SNMP Walk）を

実行できます。GET コマンドはオブジェクトデータの表示はできますが、オブジェクトに書き込むことはで

きません。GET コマンドを使用するには、オブジェクトが存在する特定のエンジン（NAE55 など）に対し

て要求する必要があります。サイトディレクタは、サイトの他のデバイスには GET 要求を転送しません。

また、ADS/ADX 上では GET コマンドを実行できません。Metasys システムオブジェクトは、表の中で文

字列をインデックスとして指定されます。従って、NMS がインデックスを文字列として指定するか、または

NMS オペレーターがオブジェクト ID を 10 進表記でエンコードして指定する必要があります。 

Johnson Controls®の MIB は、製品媒体に含まれています。SNMP は、全てのスーパーバイザリ デバ

イス（エンジンおよび ADS/ADX）に提供されています。 

Metasys システムにおける SNMP の実装については、付録: SNMP エージェント プロトコルの実装

（P.31）を参照ください。 

 

 
時刻管理（簡易ネットワーク時刻プロトコル［SNTP］） 

Metasys システムでは、Microsoft Windows 簡易ネットワーク時刻プロトコル（SNTP）、マルチキャスト、

および BACnet 時刻同期の 3 つのネットワーク時刻同期方法を使用できます。 

SNTP マスター時刻サーバーが使用可能な時は、Microsoft Windows 方式とマルチキャスト方式を使

用できます。サイトディレクタが SNTP 時刻サーバーにアクセスできない場合は、BACnet 同期方法を使

用できます。 

注意： マルチキャスト時刻同期は、Windows 時刻同期よりも優先されます。 

通常、Metasys システムで SNTP タイム サーバーと時刻を同期するのは、サイトディレクタのみです。

Metasys ネットワーク上のその他のデバイス（エンジンなど）は、サイトディレクタと同期します。時刻同期

のもう一つの方法は、サイトディレクタを SNTP 時刻サーバーとして全てのデバイスが時刻を同期するよ

う、Metasys システムを設定します。 

 

 

 
電子メール（SMTP） 

Metasys システムで電子メールが使用可能な全てのデバイスは、簡易メール転送プロトコル（SMTP）を

使用してメールサーバーと通信します。つまり Metasys システムは SMTP を使用してシステムのイベン

トや警報を通知するよう設定できます。 

注意：  

 Symantec® Enterprise Protection Version 12 を POP3/SMTP スキャナー オプションが選択された状

態で ADS/ADX マシンにインストールした場合、SMTP 機能、および ADS/ADX の電子メール警報通知
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が無効になります。ADX/ADX 内の SMTP と電子メール アラート機能を使用するために、Symantec 

Enterprise Protection インストール中に POP3/SMTP スキャナーオプションを選択しないでください。 

 McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Patch 3 または Patch 5 を、メール大量送信型ワームのメール送

信防止オプションが選択された状態で ADS/ADX クライアント マシンにインストールした場合、

ADS/ADX ソフトウェアの SMTP 機能および電子メール未確認アラートが無効になります。ADS/ADX

の SMTP および電子メール未確認アラートを使用するには、McAfee VirusScan のインストール中にこ

のオプションを選択しないでください。 

 
暗号化された電子メール 

Metasys ソフトウェア機能は SMP UI で入力したユーザー名、およびパスワードを暗号化する機能を持

っています。この機能により、組み込みサーバーマシンがセキュアチャンネル（SSL：セキュア ソケット 
レイヤ）を介し、電子メールサーバーに電子メールを送信きます。全体の電子メール ペイロードは暗号

化され、Metasys ソフトウェアが、SSL 接続を要求する電子メール サーバーとの通信を可能にします。 

電子メール暗号化の設定には、SMTP および POP-Before-SMTP などの認証は不要です。 

 

 
電子メール、SNMP 登録先との通信 

Metasys システムは、エンジンから ADS/ADX へのイベントの配信を保証します。しかしながら、電子メ

ール アカウント、SNMP 登録先への配信は以下の通りとなります。 

• 電子メール（簡易メール転送プロトコル）： サービスプロバイダーへの配信は保証されます。通常サ

ービスプロバイダーは、電子メールを電子メールアカウントに配信します。その後、受信メールサー

バーのスパムメール規制や受信メールサーバーへの通信不可などの理由により、配信されない場

合があります。 

• SNMP：この配信システムはユーザー データグラム プロトコル（UDP）を使用します。配信は保証

されません。 

これらの配信を確実にするためには、物理的なフェイルオーバーを推奨します。 
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非武装地帯（DMZ）およびインターネット上のサイトディレクタの位置 

重要： DMZ またはインターネット上に、サイト ディレクタおよび全ての Metasys コンポーネントを配置する場

合について、VPN による接続をご使用ください。セキュリティ上のリスクを考慮し、Metasys システム

の接続は、厳重に管理する必要があります。 

 
サイトディレクタは、1 つの IP アドレス（サイトディレクタのアドレス）を使用してサイトの全てのデバイスへ

のアクセスを提供します。リモートからアクセスする必要があるのは、サイトディレクタのみです。サイト上

のデバイスは、サイトディレクタを介してリモートからアクセスできます。DMZ の例については、図 2 を参

照ください。 

VPN によるインターネット経由の Metasys クライアントのコンピューター（図 2 右端 Site Management 
Portal など）と DMZ 内のサイトディレクタ間の通信には、ハイパーテキスト転送プロトコル （HTTP）のみ

を使用します。Metasys ソフトウェアでは、ファイアウォールで 伝送制御プロトコル（TCP） ポート 80 の

みが開いている必要があります。 

ネットワーク アドレス変換（NAT）を使用し、インターネットを介してブラウザと Metasys サイト間の通信

を行う場合、インターネットに公開されている Metasys システムのデバイス（通常はサイト ディレクタの

み）は全て、静的 IP アドレスが必要です。動的 NAT は、Metasys システム構成ではサポートされませ

ん。 

注意： Metasys システムサイト内のスーパーバイザリデバイス同士（エンジン）は、NAT による分割はできま

せん。サイト上の全てのデバイスは、ローカル IP アドレス経由で到達可能である必要があります。た

だし、サイトが履歴データ（警報、イベント、トレンドなど）を、サイト外の ADS/ADX レポジトリに転送し

ている場合、その ADS/ADX レポジトリが割り当てられた静的 IP アドレスであれば、NAT を使用する

ことができます。 

図 1：DMZ のサイト ディレクタの例 
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VPN を使用した Metasys システムへのリモートアクセス 

も簡単な Metasys システムへのリモートアクセス方法は、VPN インフラを使用する方法です。VPN イ

ンフラストラクチャが、すでにサイト上にある場合は、リスクやセキュリティ問題はすでに確立され取り組

まれています。VPN を使用すれば、Metasys システムは、リモート ユーザーが会社のイントラネット上

にいるのと同じように機能します。 

注意： Metasys システムは、セキュア ソケット レイヤ（SSL） VPN をサポートしません。 

 
図 2：VPN を介した Metasys システム インターネット通信 

 
 

 
Metasys システム アーキテクチャ 

図 3 は、Metasys システム アーキテクチャの数多くの設計方法の一例を示したものです。 

図 3:Metasys システム アーキテクチャ 
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Metasys システムのプロトコル、ポート、および接続性 

プロトコルとポートの一覧 

注意： Metasys システムは、ローカルデバイスをコミッショニングする場合のみ、Bluetooth®テクノロジーを

使用する場合があります。コミッショニング後、通常運用では使用しません。 

表 2 と表 3 は、各種 IP プロトコルと Metasys システムとの関係を示したものです。様々なネットワーク 
レイアウトでのプロトコルの使用方法については、接続性とプロトコルのダイアグラム（P.11）を参照してく

ださい。 

 
表 2：イーサネット プロトコルとポート 

プロトコル 使用 ポート 1 番号 Metasys デバイス 内容 

簡易ファイル転

送プロトコル

（TFTP）3 

UDP 69 エンジン 新しいイメージを NAE にダウンロードします。

※現場調整時およびバージョンアップの際にの

み、特定のツールで使用します。通常運用では

使用しません。 

HTTP 3 TCP 80 エンジン HTTP 経由の Simple Object Access Protocol

（SOAP）にて、2 台のコントローラー、コンピ

ューターおよび他のインターネットシステム間

の通信を行います。ADS/ADX は、各デバイ

スからこれらの通信を受信するため、ポート

80 を開く必要があります。 

注記：TCP ポートフォワーディングは、ポート

80 でのみサポートします。 

ADS/ADX 

コンピューター（ウェブ 

ブラウザ） 

Metasys SCT 

ポスト オフィス 

プロトコル 3

（POP3） 

UDP お

よび

TCP 

110 

995 

コンピューター（ウェブ 

ブラウザ） 

通常、POP はメールサーバーから電子メール

を受信する為に使用します。Metasys システム

では、SNMP サーバーからの認証に対しての

み使用します。 

注記：このサーバーはファイアウォールの配下

にあるため、通常ファイアウォール規則でアク

セスを許可する必要はありません。 

SMTP UDP 25 エンジン 警報メール通知で使用します。 

ADS/ADX 

SNMP3 UDP 161 

162 

エンジン ネットワーク監視およびメンテナンスを提供しま

す。 

設定することで警報を SNMP にて通知します。

サイトは、SNMP トラップを受信することのでき

るネットワーク管理システムを使用する必要が

あります。 

代替方法：電子メールにて、警報通知すること

も可能です。 
ADS/ADX 

簡易ネットワーク

時刻プロトコル

（SNTP）3 

UDP 123 エンジン サーバーとクライアント間のネットワーク上にあ

るコンピューターの時刻を同期するために使用

します。SNTP は、全てのシステムに必須では

ありません。 

TCP 80 ADS/ADX 

コンピューター（ウェブ 

ブラウザ） 

   Metasys システム クラ

イアント（全てのドメイン

のメンバー） 
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プロトコル 使用 ポート 1 番号 Metasys デバイス 内容 

BACnet/IP プロ

トコル 
UDP 47808 NAE/NCE デフォルトのポート番号は、47808 です。 

Microsoft SQL 
Server™ データ

ベース 

TCP 1433 ADX 

 

データベースへアクセスするアプリケーション

サーバーやコンピューター間で使用されま

す。 

リモート デスクト

ップ プロトコル

（RDP） 

TCP 3389 NAE55/NIE 弊社エンジニアがデバイスのオペレーティン

グ システムにログインする際に使用します。

リモートデスクトップサービスは

NxEInformation and Configuration Tool
（NCT）での操作以外使用できません。 

セキュア ソケッ

ト レイヤ（SSL） 

/Transport 

Layer Security 
（TLS）/HTTPS 

TCP 443 Metasys アドバンスト レ

ポート ADX 

レポート ADX で SSL を使用する場合は必要

です。「Metasys アドバンスト レポート シス

テムに SSL セキュリティを実装（P.14）」を参

照ください。 
レディ アクセス ポータル

ネットワーク時刻

プロトコル

（NTP） 

TCP 123 Metasys システム クライ

アント 

Windows 8.1、または Windows 7  クライア

ント コンピューター および Windows サー

バー 2012 R2、Windows サーバー 2012、

または Windows サーバー 2008 R2 SP1

サーバー コンピューター間のネットワークを

介した時刻同期です。 

Metasys SCT 

Metasys ADS/ADX 

マイクロソフト デ

ィスカバリ プロト

コル 3 

TCP 9910 エンジン 同一ネットワーク上のデバイスからの診断情

報を取得するために使われます。 

Metasys プライ

ベート メッセー

ジ 3 

UDP 9911 Metasys SCT ユーザーがデバイス ディスカバリ メニュー 

アイテムを選択したときに、メッセージをロー

カル ネットワーク セグメントにブロードキャス

トするために SCT によって使用されます。こ

のブロードキャストされたメッセージを取得し

た任意の Metasys ノードはデバイス コンフィ

ギュレーション情報で UDP ポート 9911 で

対応し、デバイスディスカバリウィンドウに表

示されます。 

UberDebug 

Service 

TCP 12000 Metasys System Metasys ソフトウェアのデバッグに使用しま

す。 

※通常運用では使用しません。 

1. 一般に、Internet Assigned Numbers Authority（IANA）に登録されているポート番号です。 

2. このポート番号は、ジョンソンコントロールズに登録されます。 

3. SCT が正しく機能するために必要となります。また、通常運用では（例：デバイス ディスカバリ、デバイス デバッグ） 
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表 3：ワイヤレス ポートおよびプロトコル 

プロトコル 使用 ワイヤレス 
プロトコル

ポート 1 番

号 
Metasys デバイス 内容 

HTTP TCP 802.11b/802

.11g 

80 コンピューター 

（ウェブ ブラウザ） 

TCP ポート転送

は、ポート 80 での

みサポートします。

1. 一般に、Internet Assigned Numbers Authority（IANA）に登録されているポート番号です。 

 

 
接続性とプロトコルのダイアグラム 

図 4 は、Metasys システムの多様な接続性とプロトコルの例です。全てのプロトコルが、全ての

Metasys システム コンフィグレーションで使用されるわけではありません。 

通信用にファイアウォール ポートを開いている場合は、Metasys システムの特定のインストールにおけ

る設定とネットワーク トポロジーを考慮する必要があります。例えば ADS がタイムサーバーとして機能

していない場合、図 4 および表 2 を参照すると、3-2 間で SNTP プロトコルは使用されません。同様

に、Metasys システムの警報とイベントが IT ツールにより監視されていない場合は、2-4 間および 3-4
間で SNMP トラップ プロトコルは使用されません。 

 

 
図 4：複数のエンジンと 1 台の ADS で構成される Metasys システム 

 
 
スパニング ツリー 

スパニングツリーが適切に設定されていないと、スパニング ツリー プロトコル（STP）、ラピッド スパニ

ングツリープロトコル（RSTP）、またはブリッジ プロトコルデータ ユニット（BPDU）のトラフィックが過剰

になり、Metasys エンジンがリセットします。全てのスパンニングツリーが正しく設定されていることを確

認ください。 
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フィールド バスに関する注意事項 

イーサネット ネットワークに接続した Metasys システム デバイスは、様々なフィールドバスを使用して

ビル制御システムとインターフェースします。フィールド バスは、フィールド デバイスとそれを制御するス

ーパーバイザリ デバイスを直接接続できます。フィールド デバイス/バスは、イーサネット ネットワーク

と直接相互作用しませんが、スーパーバイザリ デバイスは相互作用します。使用可能なフィールドバス

は、LonWorks ネットワーク、マスタースレイブ/トークンパッシング（MS/TP）バス、および N2 バスなどで

す。特定の Metasys システムデバイスがサポートするバスの詳細につきましては、各デバイスの資料を

参照ください。 

 
Pre-boot Extention Environment （PXE） 

エンジン（NxE85 を除く）は PXE クライアントを実装します。ネットワーク内で PXE サーバーを使用する

場合は、エンジンの MAC アドレスを除外してください。MAC アドレスを除外しない場合、これらのエンジ

ンが PXE モードとなり、正常に起動しない場合があります。 

 
ネットワーク信頼性の要件 

ADS/ADX とエンジン間の通信には、堅強で信頼性の高いネットワークが必要です。通信スループットが

不十分、または信頼性が低いと、オンラインやオフラインで誤報が発生する場合があります。これらの場

合、コントローラーは、オフラインからオンラインにほぼ瞬時に復帰します。これは、コントローラーに問題

がないことを示します。コントローラーが、数秒以内にオンラインへ復旧しない場合や、この動作が継続

する場合は、ジョンソンコントロールズの技術サポートに連絡ください。 

 

 
Metasys システムのセキュリティに関する注意事項 

 
ユーザー 

Metasys システムには、ローカルユーザーをセキュリティ アドミニストレータ システムで定義し、

Metasys セキュリティ データベースに対し認証、承認されます。ログインしたら、ユーザーのアクション

は、割り当てられた特権が許可するアクションに限定されます。 

 
Metasys システム ローカル ユーザー アカウントとパスワード 

ユーザー名とパスワードは、Metasys ローカル ユーザー アカウントの一部で、他のアクセスコントロー

ルの中から、どのアクションをユーザーが実行可能か、システムのどの部分をユーザーが確認可能かを

制御します。 

Metasys システム アカウントに標準ポリシー設定が適用されます：パスワード期限/リセット、セッション 
タイムアウト、試行失敗後ロックアウト、パスワードの一意性ユーザーがシステムにアクセスできる時間

を設定することもできます。 

 
デフォルトの管理者アカウント 

MetasysSysAgent と BasicSysAgent アカウント（両方とも Metasys ローカル アカウント）は、デフォル

トの管理者アカウントです。これらのアカウントは、名称を変更したり、システムから削除したりできませ

ん。MetasysSysAgent アカウントは、全ての管理権限を保有し、これらの権限は変更できません。

BasicSysAgent アカウントは、一部の管理権限を保有します。ベーシック アクセス管理者は、ベーシッ

ク アクセスのアクセス タイプに割り当てられたユーザー アカウントのみ管理できます。 
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重要： 新規デフォルト パスワードを使用した MetasysSysAgent アカウント、または、オリジナルのデフォルト 

パスワードによる BasicSysAgent アカウントで初めてログインする場合、システムがパスワードを直ち

に変更するよう促します。この新しい動作により、Metasys システム全体のセキュリティが強化されま

す。新規デフォルトパスワードについては、当社 寄りの担当者へご連絡ください。 

 
Metasys システムのローカル ユーザー名とパスワードは、1 つの例外を除き、システムの固有ユーザ

ーストアにのみ保存されます。エンジン（NxE85 を除く）の場合、MetasysSysAgent アカウントは、全て

の管理権限を持つ Windows アカウントとして OS にも反映されます。MetasysSysAgent OS アカウント

のパスワードは、サイト管理ポータル UI で MetasysSysAgent アカウントをリセットして制御します。

Metasys システムでアカウントのパスワードを変更すると、スーパーバイザリ コントローラーの

Windows OS のアカウントのパスワードも変更されます。 

リリース 4.0 以降のサーバー ベースの NxE85 については、Windows OS の MetasysSysAgent アカ

ウントは、サイト管理ポータル UI の MetasysSysAgent アカウントにリンクされていません。Metasys シ

ステム アカウントのパスワードを変更しても、Windows OS アカウントのパスワードは変更されません。

パスワードは独立しています。 

注意： Windows OS アカウントと Metasys システム ローカル アカウントは、ADS/ADX 上でリンクしていま

せん。 

NAE35/NAE45/NAE55/NIE55/NIE59/NCE25 の OS に関する詳細は、非サーバーベースエンジン

のセキュリティ（P.18）を参照ください。 

 

 
パスワードの複雑性 

リリース 7.0 における Metasys ローカル アカウントのための複合パスワードは、全ての MetasysIP デ

バイスと英語（米国）言語ロケールが選択されているすべてのユーザーアカウントで必須です。 

パスワードのルールは英語（米国）のユーザーにのみ適用されます。パスワードのルールは以下の通り

です。 

• パスワードは 8 文字以上、50 文字以下となります。 

• パスワードにスペースを含むことはできません。また、ブロック ワード リストにある単語、語句を含

むこともできません。 

• 同じ 3 つの連続した文字をパスワードとユーザーネームで使うことはできません。 

• パスワードは次の 4 つの条件に合致する必要があります。 

› 0 から 9 までの中から 低 1 つ以上の数字。 

› 低 1 つ以上の特殊文字 （-, ., @, #, !, ?, $, %） 

注記： 上記に記載されている特殊文字のみが使用可能です。他の特殊文字は仕様と一致しません。 

› 低 1 つ以上の大文字 

› 低 1 つ以上の小文字 

パスワード失効は SMP 内で設定されます。デフォルトとして、60 日毎に失効します。 

注意： ユーザーアカウントの言語が英語（米国）に設定されている場合は、複合パスワードの使用は避けら

れません。 

 
監査 

Metasys システムは、システム内のユーザー アクションの監査機能を提供します。この機能によりこの

ソフトウェアは、アクションを行ったログイン ユーザーまで各アクションをトレースし、その情報を監査ビュ

ーアーにリスト表示できます。 



14 

監査は Metasys システムのデータ ストアに書き込まれます。このデータ ストアは、コンピューター/サー

バー プラットフォーム（ADS/ADX および NxE85）上の SQL サーバー データベース、および他のエン

ジン プラットフォーム（NAE35/ NAE45/ NAE55/ NIE55/ NIE59/ NCE25）上の XML ベースのファイル

です。監査は、サイト管理ポータル UI の監査ビューアーにて表示できます。 

 
終ログイン 

SMP、SCT UI のメイン画面には、ユーザーが 後にログインに成功した日付と時間が表示されます。

過去にユーザーが一度もログインしたことがなければ、 終ログインは表示されません。 

重要： 後のログイン時間を含む、Metasys システム ユーザーの現在の設定をすべて保存するために、変

更およびデータベースをダウンロードする前は常にデバイスを SCT にアップロードします。ユーザー設

定情報は、セキュリティ データベースに保管されています。セキュリティ データベースは、デバイスの

ダウンロードの間、復元されます。デバイスに古いアーカイブがダウンロードされた場合、直近のユー

ザー パスワード、プロパティおよびログイン タイムが失われます。 

 
図 5: 終ログイン 

 
 
図 6: ログインなし 

 
 

 

 
デバイス 

コンピューター内部で使用される Metasys システム ローカル アカウントは、Metasys システム内のデ

バイス間で認証、および権限付与を実行するために使用されます。これは Metasys システムのサイトア

カウントであり、他の Metasys ユーザーと同じユーザーストア内にあります。しかし、コンピューター内部

アカウントは、UI からシステムにログインする際には使用しません。コンピューター内部アカウントのパス

ワードは、1 日に 1 回プログラムで変更されます。 

 
セキュア ソケット レイヤ（SSL） 

SSL をサポートする Metasys システム製品は、Metasys アドバンスト レポート システムとレディ アク

セス ポータル UI の 2 つです。Metasys アドバンスト レポート システムを使用する場合、ユーザー パ

スワードの保護を更に強化するために、SSL セキュリティ実装を推奨します。レディ アクセス ポータル

UI には、SSL セキュリティが必要です。 

サイトに Metasys アドバンスト レポート システム、またはレディ アクセス ポータル ソフトウェアをイン

ストールする前に、本項の手順を実行してください。 

 

 
Metasys アドバンスト レポート システムに SSL セキュリティを実装 

Metasys システム レポート システムに SSL セキュリティを実装するには、次の手順で行います。 

1. 証明書要求を作成し、証明書をインストールします。 

2. この手順については、次のアドレスを参照してください。 
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http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771438（WS.10）.aspx 
レポートシステムをインストールするコンピューターで https（SSL） と http プロトコルを使用するよ

うに Metasys ソフトウェアを設定します。 

a. コントロール パネル： 

› Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 または Windows Server 2008 R2 SP1
の場合は、［システムとセキュリティ］ を選択した後に［管理ツール］を選択します。［管理ツー

ル］で、［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］をダブルクリックします。 

› Windows Server 2008 SP2 の場合は、［システムとメンテナンス］ を選択した後、［管理ツー

ル］ を選択します。［管理ツール］で、［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］をダブルクリックします。 

b. 画面左側のツリーで、［サイト］または［ウェブ サイト］をブラウズし、展開します。 

c. 右側のペインで、［デフォルト ウェブ サイト］を右クリックし、［バインディング編集］を選択します。

［サイト バインディング］ボックスが表示されます。 

 
図 5：サイト バインディング 

 
 

d. ［編集］をクリックします。SSL ポート フィールドに 443 が含まれていることをご確認ください（図 
14）。 

 

注意： ADX のポート 80 は、他のシステムデバイスからの通信用に開いている必要があります。TCP ポート

に 80 が入力されていることを確認します。 

 
図 7:SSL ポートフィールド：443 

 
 

e. ［OK］をクリックします。 

f. ［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］画面を閉じます。 
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g. Metasys レポーティングにより ADX ソフトウェアをインストールします。 

h. Windows Explorer を使用して以下をブラウズします。 
C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysIII¥UI¥com¥jci¥framework 

i. テキスト エディタを使用して、［frameworkproperties.properties］ を開きます。 

j. advancedReportingURL 設定の行を更新して、http:の代わりに https: を使用します。従って、

該当行は次のように表示されます。 
advancedReportingURL=https://SERVERNAME/MetasysReports 

k. ファイルを保存します。 

l. Windows Explorer を使用して以下をブラウズします。 
C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysReports 

m. テキスト エディタを使用して、［services.config］を開きます。 

n. ファイルから注釈タグを削除します。注釈マーカー <!-- and -->が表示されます（図 8）。 

 

注意： 注釈タグ間のテキストは削除しないでください。ファイルに表示される 3 セットの注釈タグはすべて削

除してください。 

図 8：注釈タグ 

 
 

o. ファイルを保存します。 

p. 全ての Windows Explorer の画面を閉じます。 

q. OS に応じ、以下を行います。 

• Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012、または Windows Server 2008 R2 
SP1 の場合、スタートメニューのテキストボックスの起動で、［regedit］を入力します。 

• Windows Server 2008 SP2 の場合は、スタートメニューで、［全てのプログラム > アクセサリ 
> 実行］ を選択します。［実行］ ダイアログ ボックスが表示されます。［regedit］ と入力しま

す。 

r. ［OK］をクリックします。［レジストリ エディタ］ 画面が表示されます。 

s. 左側のツリーで、［HKEY_LOCAL_MACHINE > ソフトウェア > ジョンソン コントロールズ > 
Metasys > ADS］ をブラウズします。 

t. 画面の右側で、［SSRSWebURL］をダブルクリックします。［文字列の編集］ボックスが表示され

ます。 

u. ［値データ］フィールドで、http の後に s を追加します。この値は、https://（ADx Server Name）

/ReportServer （図 9）になります。 

 
図 9：［文字列の編集］ボックス 
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v. ［OK］をクリックします。 

w. ［レジストリ エディタ］ を閉じます。 

3. コンピューターを再起動します。 

4. Metasys アドバンスト レポート システム UI にログインします。 

UI が正しく開き、ブラウザ ウィンドウの URL の前に https: が付加されます。 

 

 
レディ アクセス ポータル UI に SSL を実装 

レディ アクセス ポータル UI に SSL セキュリティを実装するには、ソフトウェアのインストール時、次の

手順に従います。ログインのみまたはレディ アクセス ポータル UI 全体に SSL を追加できます。SSL
証明書には、次のようなオプションがあります。 

• 公的な署名： レディ アクセス ポータル ソフトウェアをインストールする前に、顧客の IT 部門と調

整し、IIS を正しく設定します。 

• 自己署名：自己署名証明書が作成可能にするインストール工程に従います。 

 

注意： インターネットに直接露出しているネットワーク（ファイアウォールなし、または仮想プライベート ネット

ワーク［VPN］）については、自己署名証明書は推奨しません。 

 
また、レディ アクセス ポータル ソフトウェアがインストールされているコンピューターで、ポート 80
（TCP）とポート 443（SSL）を開いておく必要があります。レディ アクセス ポータルをインストールするコ

ンピューターのポート 443 を開くには、次の手順で行います。 

1. コントロール パネル： 

• Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 または 
Windows Server 2008 R2 SP1 の場合、システムとセキュリティを選択した後、管理ツールを選

択します。［管理ツール］で、［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］をダブ

ルクリックします。［IIS マネージャ］画面が表示されます。 

• Windows 7 OS の場合は、検索ボックスで管理ツールを入力して、管理ツールをクリックします。 

• Windows Server 2008 SP2 の場合は、［システムとメンテナンス］ を選択した後、［管理ツール］ 
を選択します。［管理ツール］で、［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

ダブルクリックします。［IIS マネージャ］画面が表示されます。 

• Windows XP の場合、［管理ツール > IIS マネージャ］ を選択します。 

2. 画面左側のツリーで、［サイト］または［ウェブ サイト］をブラウズし、展開します。 

3. 画面右側で、［既定の Web サイト］を右クリックして［プロパティ］を選択します。［既定の Web サイト

のプロパティ］ボックスが表示されます。 

4. ウェブ サイト タブで、SSL ポート フィールドに 443 が含まれていることを確認してください（図 
7）。 
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注意： ADX のポート 80 は、他のシステムデバイスからの通信用に開いている必要があります。TCP ポート

に 80 が入力されていることを確認します。 

5. ［OK］をクリックします。 

6. ［IIS マネージャ］画面を閉じます。 

 
ネットワーク メッセージ セキュリティ 

Metasys ソフトウェアは、ログイン時に安全な認証チャレンジを提供します。 

ログイン後、Metasys ソフトウェアは受信デバイスで各 SOAP メッセージを認証します。認証は、RC2 暗

号化信用証明に基づいて行われます。RC2 暗号化信用証明は、セッション トークンまたはユーザー名

とパスワードの組です。暗号化した各 SOAP メッセージのヘッダーの中での、メッセージに関するなりす

まし、返信、改竄に対する保護が含まれています。 

 
SQL データベース セキュリティ 

SQL サーバー データベースは、SQL サーバー認証により安全を確保しています。 

Metasys ソフトウェアが使用する SQL サーバー ソフトウェアのアカウントは、ADS/ADX プラットフォー

ム上で定義するエンドユーザーにもなります。 

 
非サーバーベース エンジンのセキュリティ 

NAE35/NAE45/NAE55/NIE55/NIE59/NCE25 のオペレーティング システムは、コントローラーに組み

込まれた OS の OS アカウントにより安全が確保されています。このアカウントは、MetasysSysAgent
アカウントで、デバイス上にある唯一の Windows アカウントです。このアカウントには管理者特権があ

り、サイト管理ポータル UI を使ってデバイスに直接ログインして、Metasys システム ユーザー

MetasysSysAgent のパスワードを再設定することにより、パスワードを変更することができます。

MetasysSysAgent ユーザーは、Metasys ユーザー アカウントの固有ユーザー ストアと OS の両方に

存在する唯一のアカウントです。 

Metasys ソフトウェアに不要な多くの OS 機能はエンジンから削除され、OS アタックを受けにくくしており

ます。 

 
セキュリティ アップデートの管理 

ジョンソンコントロールズのエンジニアリング チームは、Metasys システムへの影響が重大、または重

要であるとランク付けされた新規リリースの Microsoft セキュリティ アップデートを、定期的に評価しま

す。アップデートの分析結果は、ジョンソンコントロールズの技術サポートから入手できます。 

Metasys システムのエンジンの場合、該当セキュリティ アップデートは当社のサポートチャネルを介して

説明書と共に送信されます。Metasys システムのコンピューターベースのコンポーネント（ADS/ADX お

よび NxE85）の場合、Microsoft セキュリティ アップデートとホットフィックスは Microsoft 社のリリース直

後の適用を推奨します。 

サイト管理ポータルの高いセキュリティを確保するには、Metasys ソフトウェアとインターネット間での隔

離を提供するプライベート JRE がリリース 6.0 以降で必要になります。旧バージョンの Metasys ソフトウ

ェア リリースで要求されたパブリック JRE は、リリース 6.0 以降ではもはや必要ありませんが、旧リリー

スの Metasys ソフトウェアの要件として要求されます。ランチャーと呼ばれる新しいアプリケーションは、

リリース 6.0 以降で要求されるプライベート JRE となります。クライアント コンピューターからサイト管理

ポータル UI に初めてブラウズする際、もしくは、Metasys システム ソフトウェアを新規インストールす

る場合にそれをインストールします。その後、ランチャーを使用し、サイト管理ポータル UI にアクセスし

ます。 

注意： リリース 6.0 以前のリリースからアプリケーションを使用する場合、特定のソフトウェア リリースで要求

されるパブリック JRE の使用を継続するものとします。 
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ソフトウェアライセンス時限 

Metasys ソフトウェアには、システムを無効にするソフトウェアライセンス時限はありません。しかし、製品

のライセンスが無効な場合は、ソフトウェアが定期的に注意を促します。リマインダは、サイト管理ポータ

ル UI 使用時にポップアップ メッセージとして表示され、ユーザーインターフェース内の特殊タブとして製

品のライセンスが有効になるまで表示されます。 

 
ウィルス対策ソフトウェアに関する注意事項（ADS/ADX および NxE85 のみ） 

システムの完全性を維持するには、ADS/ADX および NxE85 の定期的なウィルスチェックが必要になり

ます。ウィルス スキャンをサポートするのは、コンピューター ベース、およびサーバー プラットフォーム 
ベースの Metasys システム コンポーネント（ADS/ADX および NxE85）のみです。

NAE35/NAE45/NAE55/NIE55/NIE59/NCE25 およびコンピューター上で起動しないその他の Metasys
システム コンポーネントは、ウィルス スキャンをサポートしませんが、Metasys ソフトウェアに不要な多

くの OS 機能はスーパーバイザリ コントローラーから削除されており、OS 攻撃を受けにくくなっていま

す。 

ADS/ADX および NxE85 は、次のウィルス対策ソフトウェア プログラムでテストし、正常に終了していま

す。 

• Symantec® AntiVirus Corporate Edition 12.1.6 以降（NxE85 推奨） 

• McAfee® VirusScan® Enterprise version 8.8 （Patch 5） （Patch 4 は互換性がありません。） 
詳細は、「付録: アンチウィルス ソフトウェアのインストール（P.50）」を参照してください。 

 

 
ADS/ADX に関する注意事項 

 
ADSADX ログ フォルダ 

ADS/ADX の Windows イベント ビューアー内の ADSADX Log フォルダには、ADS/ADX ソフトウェア

固有のエラーまたは重要なイベントに関連する情報が含まれています。エラーメッセージは英語でのみ

表示されます。 

次のイベントが、ADSADX Log フォルダに表示されることもあります。 

• The ADS/ADX software has a failure initializing any subsystem during startup. 

• The ADS/ADX software has a failure during runtime when it tries to write to the Microsoft SQL 

Server database. 

• The ADS/ADX or SCT software has a failure during runtime for interactions with Active Directory 

services. 

For example, an Active Directory service user was denied access to the ADS/ADX or SCT 

software, or an 

Active Directory service user could not be added as an ADS/ADX or SCT user. 

• The ADSADX Log reports a message queue timeout has occurred. The message contains the 

text 

System.Messaging.Message.QueueException: Timeout for the requested operating has expired. 
このイベントは、空メッセージ キューを読み取っている間に、MSMQ が遭遇した例外を示します。

ADSADX Log にエラーが散発することは異常ではありません。これはメッセージ キューが空の状態の

とき、エラーのみが発生しているケースです。全ての Metasys システム メッセージは正常に処理されて
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います。しかし、このエラーが一定期間、継続的に発生する場合、メッセージ キューに問題がある可能

性があります。この動作について、当社のサポート担当者に連絡してください。 

ADSADX Log フォルダは、デフォルトで［必要に応じて上書き］に設定されています。全てのイベントを

保存したい場合、またはイベント ログ フォルダのサイズを変更したい場合は、Windows イベントログ内

のフォルダを右クリックしてプロパティを変更します。 

注意： Windows イベント ビューアーにある ADSADX Log のプロパティの表示に関して注意点があります。

ADS/ADX の 初の起動時にフォルダが作成される際、デフォルトで［必要に応じてイベントを上書き

する］が設定されるにもかかわらず、Windows イベント ビューアーでは［何日経過後にイベントを上書

きする］と選択されているように表示されます。このファイルは［必要に応じて上書き］です。 

その他のエラーは、Windows イベント ビューアーのアプリケーションフォルダに書き込まれます。このフ

ォルダ内のイベントは全て、MetasysⅢ デバイス マネージャ サービス （MIIIDM ソース）内のエラーま

たは MⅢDM サービスにより生成された情報です。 

Windows イベント ビューアーは、コントロール パネル>管理ツール>イベントビューアにあります。 

 
Windows Internet Explorer ウェブブラウザ 

アドバンスト セキュリティ設定 

ADX がインストールされている場合、デフォルトで Windows Internet Explorer アドバンスト セキュリテ

ィ設定が有効になります。ADS/ADX の Internet Explorer からアクセスしたい全ての Web サイトを信

用済みの Web サイトのリストに追加する必要があります。これは、全ての外部 Web サイトに当てはまり

ます。 

サイト管理ポータル UI は、サーバークラスのオペレーティング システムが起動しているコンピューター

からブラウズしないことを強くお勧めします。デフォルトでは、サーバークラスのオペレーティング システ

ムで、Internet Explorer セキュリティ強化の構成が有効となり、サイト管理ポータル UI にアクセスする

ためのランチャー アプリケーションをインストールするランチャー ダウンロード ページをブロックする可

能性があります。サーバー クラス OS を起動していない コンピューター からサイト管理ポータル UI を

開いてください。 

 
アンチスパイウェアに関する考慮事項 

アンチスパイウェア パッケージは、不明なアプリケーション/プログラム/サービスによりオペレーティング

システムに変更が加えられた場合にユーザーに警告を通知し、ユーザーがその変更を制御できるように

します。変更の対象例として、Internet Explorer Web ブラウザの設定、プロセスの起動、および/または

ダイヤルアップ接続が挙げられます。 

ユーザーは、アンチスパイウェア ソフトウェアを使用して、ADS/ADX で起動できるサービスを指定でき

ます。Metasys デバイス マネージャ、Metasys ActionQ、Metasys レポート キャッシュ リフレッシュは、

サービス一覧に未確認、またはアンリライアブルとして表示される場合があります。これらの場合、アン

チスパイウェア ツールで、プロセスの Publisher 属性はプロセスをジョンソンコントロールズのプロセスと

して識別せず、名前にも「Metasys」が表示されません。しかしながら、どちらのサービスも、ADS/ADX で

の起動を許可する必要があります。 

さらに、アンチスパイウェア ソフトウェアは、ADS/ADX ソフトウェアにホストファイルへの書き込みを許可

しない場合があります。アンチスパイウェア ソフトウェアによっては、変更が加えられる場合にユーザー

に警告を通知するものがあり、ユーザーはその変更を許可または拒否しなければなりません。また、ソフ

トウェアを設定するまで、一切の変更を許可しないものもあります。 

 

 
ADS/ADX のバックアップに関する注意事項 

バックアップ プログラムがある ADS/ADX ファイルの属性を変更すると、ADS/ADX がシャットダウンし、
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再起動する場合があります。このシナリオを回避するには、常に次のファイルやフォルダのバックアップ

を避け、ADS/ADX のこれらのディレクトリにアクセスするその他のプログラムからこれらファイルやフォ

ルダを除外することを推奨します。 

• C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysIII¥GLOBAL.ASAX 

• C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysIII¥WEB.CONFIG 

• C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysIII¥BIN 

• C:¥<WINNT or Windows>¥Microsoft.NET¥Framework¥v1.1.4332¥CONFIG 

• C:¥<WINNT or Windows>¥Microsoft.NET¥Framework¥v2.0.50727¥CONFIG 

• C:¥Windows¥Microsoft.NET¥Framework¥v4.0.30319¥Config 

• C:¥Windows¥Microsoft.NET¥Framework64¥v2.0.50727¥CONFIG 

• C:¥Windows¥Microsoft.NET¥Framework64¥v4.0.30319¥Config 

• C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysReports¥bin（Metasys アドバンスト レポート システムのみ） 

• C:¥Inetpub¥wwwroot¥MetasysReports¥web.config（Metasys アドバンスト レポート システム

のみ） 

 
サポート対象の OS および SQL Server ソフトウェア バージョン 

サポート対象の OS および SQL Server ソフトウェアのバージョンについては、Metasys 製品の資料を

参照してください。 

新規のソフトウェアやサービスパックが入手可能になると、ジョンソンコントロールズはテストを行い、

Metasys ソフトウェアで使用できることを確認します。ソフトウェアまたはサービスパックは、テストを行い

適格と判断されるまでは Metasys ソフトウェアを起動するコンピューターにインストールしないことをお

勧めします。 

 

 
インターネット インフォメーション サーバー（IIS）匿名アクセスの注意事項（ADS/ADX およ

び SCT） 

概要 

Metasys ソフトウェアのインストールを成功させるためには、匿名で、IIS のデフォルト ウェブ サイト フ

ォルダに一時的にアクセスする必要があります。インストール後、デフォルトのウェブ サイト フォルダへ

の匿名のアクセスを無効にすることができます。Metasys ソフトウェアの操作を容易にするために、

ADS/ADX、SCT、Metasys アドバンスト レポート機能、および NAE/NIE アップデート ツールをインスト

ールした際に作成された次の仮想フォルダで、匿名のアクセスを有効にする必要があります。 

• Metasys 

• SCT 

• MetasysIII 

• MetasysReports 

• NAEUpdateTool 

アイテムへの匿名アクセスを使用するために IIS を設定する場合、IIS は、そのアイテムへのすべての認

証責任を Metasys アプリケーションに委譲します。ユーザーが Java クライアント ソフトウェアを使用す

る Metasys および Metasys ウェブ サービスにログイン、およびアクセスするために、匿名アクセスが要

求されます。デフォルト Web サイトで匿名アクセスの有効/無効化する（P.22）を参照ください。 

注記： 顧客の IIS における匿名アクセスの設定を変更する場合は、その変更がネットワーク セキュリティ ポ

リシーに違反しないか顧客および/または顧客の IT 部門に事前にご確認ください。 

さらに、Metasys システムへのログインを許可された Windows ユーザー アカウント、または Windows
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ユーザー グループへ次の特権を割り当ててください。 

• ADS/ADX または SCT コンピューターへのネットワーク アクセス 

• バイパス トラバース チェック 

• バッチ ジョブ ログイン機能 

一方で、ネットワークからこのコンピューターへのアクセス拒否と呼ばれる特権を、この同じ Windows ユ

ーザー アカウント、または Windows ユーザー グループに割り当てないでください。 

 

 
デフォルト Web サイトで匿名アクセスを有効/無効化する 

ADS/ADX、または SCT ソフトウェアのインストールおよび起動に際し、次の順序に従って匿名アクセス

を有効/無効にしてください。 

注記： これらの手順は、ユーザーが他社アプリケーション要件に対し、デフォルト ウェブサイトへの匿名のア

クセスを無効にする必要がある場合にのみ適用します。 

 
1. ［コントロール パネル］を開き、［システムおよびセキュリティ］ > ［管理ツール］をクリックします。

［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］をダブルクリックします。［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. 左枠を拡大し、デフォルト Web サイトを表示します。 

 
図 10: デフォルト Web サイトで匿名アクセスを有効にする 

 
 

 
3. デフォルト Web サイトを選択し、中央枠の認証アイコンをダブルクリックします。認証オプションが表

示されます。 
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図 11: デフォルト Web サイトの認証オプション 

 
 

4. アクションフィールドで、匿名のアクセスを許可に設定します。 

5. ［IIS マネージャ］画面を閉じます。 

6. ADS/ADX、または SCT ソフトウェアをインストールします。 

7. ［IIS マネージャ］画面を再び開きます。デフォルト Web サイトで匿名アクセスを無効にします（上記

手順 4 の逆）。 

8. デフォルト Web サイト フォルダを展開し、存在する可能性がある次のアイテムそれぞれの匿名ア

クセスを許可します。Metasys、MetasysIII、SCT、MetasysReports、および NAEUpdateTool.次
の図は、Metasys ウェブ サイトで許可に設定された匿名アクセスの例です。 

 
図 12: Metasys ウェブ サイトで匿名アクセスを有効にする 

 
 

9. IIS マネージャ、および他のウィンドウをすべて閉じます。 
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データベース 

Microsoft SQL データベースに関する注意事項 

全バージョンの SQL Server ソフトウェアは、混合モード認証に設定し、TCP/IP ポート 1433 と名前付き

パイプ プロトコルを使用するように設定する必要があります。新バージョンの SQL Server ソフトウェア

にアップグレードするとき、アップグレードの工程でネットワークのプロトコルが停止するため、この設定を

保存する必要があります。 

データベースについて、一般的に次のことを推奨します。 

• 統合 ADS/ADX は、サーバー クラスターと互換性がありません。 

• ディスク領域不足によるシステム障害のリスクを削減するため、SQL Server データベースを簡易リ

カバリ モードで起動してください。簡易リカバリ モードは、前夜のバックアップからリストアできま

す。ポイントインタイム リカバリについては、データベースを完全リカバリ モードで起動し、少なくと

も 24 時間毎にトランザクション ログのバックアップを行います。この間隔でトランザクションログの

バックアップを実行しないと、使用可能なディスク領域が不足し、システム障害が発生します。 

• SQL Server データベースのバックアップが、正しく一貫して行われていることを確認してください。

バックアップが存在し、復元可能であることを定期的にご確認ください。Metasys データベース マ

ネージャ、またはデータベースの管理：SQL Server ツールに示すツールを使用して、バックアップを

作成してください。別々の場所に各バックアップを保存します。 

• インデックスが断片化するとデータベースのパフォーマンスが大幅に低下するため、データベース

のインデックスが健全であることを定期的にご確認ください。必要に応じて、IT 部門または Metasys
データベース マネージャから入手可能なツールを使用してインデックスを再構築してください。デー

タベースの管理：Metasys データベース マネージャ（P.25）、および データベースの管理:SQL 
Server サーバー ツール（P.25）を参照ください。 

• Metasys データベースのバックアップには、他社製のバックアップ プログラムは使用しないでくだ

さい。代わりに、SQL Server ソフトウェアが提供するツール、または Metasys データベース マネー

ジャをご使用ください。 

• ADS/ADX ランタイム時に使用される ADS/ADX データベースおよび SQL Server ユーザーアカ

ウントを作成し管理するために、ADS/ADX ソフトウェア インストレーション プログラムはインストレ

ーションの間、管理者権限で SQL Server データベースにアクセスするユーザーアカウントを要求

します。アカウントは、特権を持つ SQL Server ユーザー アカウントまたは Windows OS ユーザ

ーアカウントのいずれかです。インストール プログラムが ADS/ADX データベースと SQL Server
ユーザー アカウントを作成した後は、管理者アカウントは使用されません。ユーザー アカウントか

ら SQL Server データベース管理者権限を除去できます。 

• ランタイム時、ADS/ADX ソフトウェアは、ADS/ADX インストール プログラムが作成した SQL 
Server ユーザー アカウントを使用します。ADS/ADX が使用する SQL Server ユーザー アカウ

ントの管理（アカウント名称およびパスワードの変更）については、当社スタッフまでお問い合わせく

ださい。 

 
Metasys システム データベースのデフォルトの場所は、SQL Server データベースのデフォルトの場所

の設定によって決まります。 

ADS/ADX の履歴データベースは、JCIEvents、JCIAuditTrails、JCIHistorianDB、 
JCIItemAnnotation、および JCIReportingDB です。ADS/ADX の非履歴データベースには、

MetasysIII、XMS、MetasysTranslationDictionary、および MetasysReporting があります。Metasys 
UI は、JCIReportingDB および SpacesAuthorization データベースを作成します。CCT は、CCT_DB
と FDB_Control データベースを作成します。NavTreeCache、MetasysSCT データベース、 
SCTTranslationDictionary、および現在の Metasys SCT アーカイブ データベースもまた存在する可

能性があります（SCT アーカイブ データベースの名称はユーザー設定です）。 
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データベース管理：Metasys データベース マネージャ 

Metasys データベース マネージャは、Metasys システム SQL Server データベースを除去、バックアッ

プ、リストアおよび監視できます。このツールは、全ての ADS/ADX 媒体に含まれており、インストールし

た Metasys ソフトウェア リリースがサポートする全てのバージョンの SQL Server ソフトウェアと互換性

があります。 

 
データベースの管理：SQL Server ツール 

Metasys データベース マネージャに加えて、Metasys データベース マネージャの代わりに次の

Microsoft 社のツールを使用して、SQL Server データベースを保守管理できます。 

 
表 4：SQL Server ソフトウェア メンテナンス ツール 

SQL Server ソフトウェア 
ファミリー 

Microsoft 社データベース ツール SQL Server ソフトウェア

に含まれている ?1 

SQL Server ソフトウェア SQL Server Management Studio ○ 

SQL Server Express ソフト

ウェア 
Microsoft SQL Server Management Studio 
Express（SSMSE） 

×2 

1. ツールは、全て http://www.microsoft.com/downloads から入手できます。 

2. マネジメントツールまたはアドバンスト サービスを含むバージョンで入手できます。 

 
これらのツールを使用した Metasys システム データベースのバックアップ方法や管理方法の手順につ

いては、http://www.microsoft.com を参照してください。データベースのバックアップを実行する際、

Metasys システムのサービスを停止する必要はありません。 

 

 
履歴データの保存 

NAE35/55/NIE55 は、限られた量の警報、トレンドおよび監査情報を保存します。エンジンによるデータ

収集後、データを ADS/ADX に転送してハードディスク上に長期間保存できます。 

 
エンジンおよび ADS/ADX 上の履歴データは、クリップボードへコピーしてスプレッドシートやワードプロ

セッサ、データベース プログラムに貼り付けることができます。Metasys エクスポート ユーティリティ ソ

フトウェアを使用して、Metasys システムから（Microsoft Excel のような）6 つの異なる形式で履歴デー

タを抽出し、さらに簡単に表示できます。 

 
データのバックアップ/リストア 

SQL Server ソフトウェア バックアップについては、Microsoft SQL データベースに関する注意事項

（P.24）の項を参照してください。 

 

 
サイト管理ポータル UI 

サイト管理ポータル UI は、プライベート JRE で実行する Java アプリケーションで構成されています。プ

ライベート JRE の定義については、Java ソフトウェアおよび プライベート JRE（P.26）を参照してくださ

い。Java セキュリティ モデルによって、信頼できるアプリケーションのみが、印刷、ネットワークへの接

続、システム情報の取得、コンピューターのローカル ファイル システムへのアクセスなどの特定のアク

ティビティを実行することができます。信頼できるアプリケーションには電子署名が必要で、エンドユーザ

ーにより許可が付与されていなければなりません。 

Metasys サイト管理ポータル UI は、VeriSign®認証局（CA）が発行する証明書により、電子署名が施さ
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れます。証明書は、Metasys システム アプリケーションがジョンソンコントロールズによって配布された

もので、改ざんされていないことを証明します。信頼できる団体によりセキュリティ証明書が発行されたこ

と、および、証明書の期限が切れていないかどうかを示すメッセージが表示されます。 

 
Metasys アドバンスト レポート システム UI 

Metasys アドバンスト レポート システムは、別のハイパーテキスト マークアップ言語（HTML）ベースの

ユーザー インターフェースを提供します。この UI で、システムの設定やパフォーマンスに関するレポー

トを実行できます。このシステムにより、アクセス制限ユーザー インターフェースを使用し、レポートや設

定のニーズが限定されたユーザーに対し Java ソフトウェアのダウンロードを回避できます。 

Metasys アドバンスト レポート システムは、SQL サーバー レポーティング サービスをインストールし

た SQL Server 2012 SP2、または SQL Server 2008 R2 ソフトウェアが起動する ADX 上でのみ使用

できます。スタンダード アクセスのアクセス タイプ特権を持つ Metasys システムのローカルユーザー

は、セキュリティ アドミニストレータ システムでアドバンスト レポート オプションが許可されます。 

 
Java ソフトウェア および プライベート JRE 

サイト管理ポータルおよび SCT は Java アプリケーションで、ローカル クライアント コンピューター上で

JRE プラグインを要求します。JRE のパブリック バージョンでしばしば検知されたセキュリティの脆弱性

については、デベロッパーに 新のリリース バージョンと、ジョンソン コントロールズに対しては、SMP
や SCT ソフトウェアにパッチを発行することを要求してきました。この問題を緩和するにあたり、Metasys
システムは、リリース 6.0 以降のパブリック JRE プラグインには、もはや依存しません。その代わり、ア

プリケーションがバンドルされ、アプリケーションのみのためにコンピューターのローカルにインストールさ

れている内部プライベート JRE を使用します。プライベート JRE は、可能性のあるセキュリティ リスクに

はさらされておらず、IT 部門のポリシーと整合しています。 

プライベート JRE の使用をサポートするには、ランチャーと呼ばれる新しいアプリケーションが開発され、

全てのエンジン、ADS, ADX,、SCT、 NIE、レディ アクセス ポータル、Metasys アドバンスト レポート、

または一般ウェブサイト リンクの一覧を管理することが可能になります。ランチャーは、全ての Metasys
リリースのユーザー インターフェースを起動するシンプルなユーザー インターフェースですが、リリース

6.x システムのローカル Java ファイルのみを管理します。 

プロキシを設定する必要がある場合、Java コントロール パネルではなく、ランチャー ツールで設定する

必要があります。 

パブリック JRE ファイルは、旧バージョンの Metasys システムでは必要になります。パブリック JRE が

パブリック ロケーション（C:¥Program Files¥Java¥）にインストールされており、インターネット ブラウザ

などのアプリケーションへの許可、およびその JRE のアクセスがオペレーティング システムにより認識

されます。 

 
推奨ウェブ ブラウザ 

Windows Internet Explorer Web ブラウザ（バージョン 11）は、ランチャーのダウンロードで要求されま

す。その他ウェブ ブラウザはサポートされていないか、完全にテストはされていません。 

注意： Internet Explorer11 で、ウェブサイトを正しく表示し、機能させるには、［ツール > 互換表示設定］ の

下にある互換表示で全てのウェブサイトを表示オプションを選択します。 

ランチャーは、Metasys ADS/ADX サーバー、SCT、またはスーパーバイザリ エンジンにログインしてい

る各クライアント コンピューター上にインストールされているソフトウェア アプリケーションです。ランチャ

ー アプリケーションにより、ソフトウェアのバージョンを問わず、ビルネットワーク上の Metasys サーバ

ー、またはスーパーバイザリ エンジンにアクセスが可能になります。リリース 6.0 より、NAE のログイン

画面に到達するために、ウェブ ブラウザではなく、ランチャーを使用します。 

注意： サイト管理ポータル UI は、サーバークラスのオペレーティング システムが起動しているコンピュータ

ーからブラウズしないことを強くお勧めします。デフォルトでは、サーバークラスのオペレーティング シ
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ステムで、Internet Explorer セキュリティ強化の構成が有効となり、サイト管理ポータル UI にアクセス

するためのランチャー アプリケーションをインストールするランチャー ダウンロード ページをブロック

する可能性があります。サーバー クラス OS を起動していないコンピューターからサイト管理ポータル

UI を開いてください。 

 
ランチャー ダウンロード オプション よびプロキシの設定 

リリース 8.0 で初めて SMP がダウンロードされる場合、Windows ランチャー ダウンロード画面（図 
13）が表示されます。 

図 13：Windows ランチャー ダウンロード 

 
 

ランチャー ダウンロード画面は、フル ランチャー インストローラーおよび シングル サイト接続の 2 つ

の選択肢を提供します。 

 

フル ランチャー インストローラー ダウンロード 

フル ランチャー インストローラーをクリックすると、セキュリティ警告画面が表示されます（図 14）。セキ

ュリティ警告画面は、実行、保存、またはキャンセルのオプションを提供します。 
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図 14：ダウンロードのファイリング：セキュリティ警告画面 

 
 

ファイル ダウンロード - セキュリティ警告画面で［実行］をクリックします。Internet Explorer - セキュリ

ティ警告画面が表示されることがあります（図 15）。 

図 15：Internet Explorer：セキュリティ警告画面 

 
 

この画面では、［実行］をクリックすると、ランチャー ソフトウェアのローカル インストールが許可されま

す。 

 
シングル サイト接続のダウンロード 

［シングル サイト接続］ をクリックすると、ファイル ダウンロード画面が表示されます（図 22）。 

 
図 16：ファイル ダウンロード：シングル サイト接続 

 
 



29 

ファイル ダウンロード画面で、実行、保存、またはキャンセルのオプションが提供されます。［保存］をク

リックし、コンピューターの任意の場所にファイル（MetasysResource.zip） を保存します。 

 
ランチャー プロキシの設定 

ランチャー ツールのフル バージョンにより、プロキシ設定を含む一定のオプションをアップデートできま

す（図 17）。 

 
図 17：アプリケーション オプション画面 

 
 

 
ビルのネットワークがインターネットとの接続でプロキシ サーバーを使用している場合は、プロキシ ホス

トを設定する必要があります。 

ホスト：ポート プロキシサーバーの IP アドレス 

 
ポップアップ広告ブロッカー 

Metasys サイト管理ポータル機能を確保するために Metasys サイト管理ポータル UI をブラウズするた

めに使用するコンピューター上で、他社ポップアップ広告ブロッカーを無効にする必要はありません。以

前のリリースについては、ポップアップ広告ブロッカーを無効にする必要があります。そうしない場合、ロ

グイン画面が起動しない可能性があります。ポップアップ広告ブロッカーを無効にするには、全てのサイ
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ト、または、Metasys システムのサイト ディレクタのアドレスに対し、他社ポップアップ広告ブロッカーを

オフにしてください。他社のポップアップ広告ブロッカーの無効化や設定ができない場合は、コンピュータ

ーから削除してください。 

 
WindowsOS コンピューターのスリープ電源オプション 

WindowsOS をインストールしたコンピューターを使用して Metasys システムにブラウズする場合、オペ

レーティングシステムがスリープ状態に入るときログインしていると、サイト管理ポータル UI のセッション

情報が失われますので注意してください。Metasys ユーザー アカウントに適用される停止セッション プ

ロパティの設定に拘わらず、セッションはオペレーティングシステムがスリープ状態に入るとき終了しま

す。例えば、アカウントに終了不可が設定されていても、サイト管理ポータル UI セッションは終了しま

す。スリープ オプションは、デフォルトで 2 時間有効になっており、この設定は変更/無効化できます。 

 

 
ウェブ サービスによるデータ共有 

ジョンソン コントロールは、他社のアプリケーションが限定された Metasys システムの機能にアクセスで

きるよう、ウェブ サービスを提供しています。アクセスは、Metasys システムのローカルユーザー アカウ

ントのみを使用した Metasys システム内のアクセス制御に限定されます。これらに関するウェブ サービ

スやアクセス制御については、ジョンソンコントロールズまでお問い合わせください。 

 

 
ネットワーク インターフェース カード（NIC） 

Metasys は Metasys ソフトウェア（SCT、ADS/ADX および NxE85 ソフトウェアを含む）を起動している

コンピューター上の 1 つの NIC をサポートします。 

適切な Metasys インストール手順書の手順に従い、1 つの NIC のみが有効になるよう、Metasys ソフト

ウェアを起動しているコンピューターの設定を施してください。 
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付録:Microsoft® Windows® OS および SQL Server®ソフトウェ

ア ライセンス要件 

Windows オペレーティング システム ライセンス要件 

ADX で使用されている Microsoft サーバーOS ソフトウェアは、クライアント アクセス ライセンス（CAL）

と呼ばれるライセンスを必要とします。CAL とは、サーバーのサービスにアクセスする権利を与えるライ

センスのことです。これらの Microsoft CAL は、CAL の購買および指定で記述されている通り、ADX ソ

フトウェアとは別に購入されます。 

注意：Windows サーバーOS を採用している ADX の CAL 購入数については、デバイスおよびユーザー数

に依存します。必要数については弊社までお問い合わせください。 

 Windows デスクトップ（サーバーではない）OS を採用している ADS は、 CAL を必要としません。 

 
ADS オペレーティングシステムライセンス要件 

ADS ソフトウェアは、デバイスまたは CAL を搭載せず、また必要ともしません。また、ADS はフリー バ

ージョンの SQL Server Express ソフトウェアを使用します。そのため、SQL Server CAL を購入する必

要がありません。 

ADS 接続やネットワーク通信パフォーマンスの問題を回避するため、ユーザー数、およびトレンド デー

タやイベント メッセージ、監査メッセージを転送する、NAE/NIE、NCE、ADS の数は、10 を超えてはい

けません。1 台の ADS をサイト ディレクタおよびデフォルト リポジトリとして設定している Metasys サ

イトの接続数がこの数を超える場合は、次のいずれかのオプションに従ってください。 

• ADS を 1 台、サイト ディレクタとして設定します。ADS をもう 1 台（またはそれ以上）インストール、

設定し、ADS レポジトリ機能を提供します。ADS をもう一台インストールし、レポジトリとして機能す

るように設定すると、代替 ADS 上に、システム ユーザー用の接続を 5 つ提供します。また、トレン

ドデータ、イベントメッセージ、または監査メッセージの転送のための NAE/NIE/NCE デバイスおよ

び ADS コンピューターへの接続も、ADS 上に、5 つ提供します。 

注記： ADS はどのタイプの別の ADS に対してもサイト ディレクタになることはできません。 

• ADX へアップグレードします。ADX にアクセスするユーザーおよびデバイスの合計数に等しい

CAL 数を使用し、ADX コンピューターの Windows Server を設定します。さらに、SQL Server デ

ータベースに対して SQL ServerCAL ライセンスを設定します。 

 

付録：SNMP エージェント プロトコルの実装 

この付録は、ネットワーク管理者に Metasys システムが受信した SNMP トラップや GET コマンドを解釈

するための情報を提供し、使用可能なエージェント機能について説明します。参考として、トラップの例の

項にトラップメッセージの例が記載されています。この情報は、リリース 3.0 以降の Metasys システムに

適用されます。 

 
概要 

Metasys SNMP エージェントの実装により、Metasys システムで IP 標準 SNMP 機能を実現します。こ

れにより、ネットワーク管理者は、Metasys ネットワークのパフォーマンスを管理し、Metasys ネットワー

クに関連した問題を検出および解決し、Metasys システムの今後の発展を計画することができます。

SNMP は、標準 SNMP バージョン 1､2C および 3 を使用します（SNMP の暗号化と認証サポートは除

く）。Metasys システムは、ネットワーク管理システム（NMS）を介して、Metasys 警報イベントのアンセキ

ュアな SNMP トラップを配信できます。また、Metasys SNMP エージェントは、Metasys システム ポイ

ント オブジェクトを監視し、診断属性を選択して、シーケンス オブジェクトを制御することもできます。宛

先配信エージェント（DDA）のフィルタリング機能を使用して、エージェントのフィルタ設定も可能です。 
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制約 

NMS および Metasys SNMP エージェント機能の制約は、次のとおりです。 

• NMS は、SNMP SET メッセージを介して警報を確認および/または削除できません。 

• NMS は、SNMP SET メッセージを介してスーパーバイザリデバイスを修正できません。 

• Metasys SNMP エージェント機能では、NMS によるスーパーバイザリデバイスの電源異常検出

や、検出結果に基づくアクションを行うことはできません。 

• SNMP GET 要求は、サイト経由で委譲されません。すなわち、サイト ディレクタ経由ではなく、目

的のデバイスに直接クエリする必要があります。 

• SNMP バージョン 3 を実装した場合、ユーザー認証とデータの暗号化は、SNMP トラップと GET
コマンドで使用できません。 

• 複数オブジェクトから 1 つの要求によりデータを戻す Get Bulk 要求は、サポートしません。 

 

 
Metasys SNMP MIB ファイル 

製品媒体や Metasys システムのウェブサイトから、3 つの Johnson Controls® マネジメント インフォメ

ーション ベース（MIB） ファイルをダウンロードすることができます（表 5）。NMS ソフトウェアは、標準

MIB ファイルと同様、これらの MIB ファイルも読み込めます。 

 
表 5：ジョンソンコントロールズおよび標準 MIB ファイルの一覧を、次に示します。 

ジョンソンコントロールズ MIB ファイル 標準 MIB ファイル 1 

jcicontrolsgroup.mi2 SNMPV2_MIB.mib 

johnsoncontrolsinc.mi2 SNMPV2_SMI.mib 

msea.mi2 SNMPV2_TC.mib 

1 標準 MIB ファイルは、インターネット上で入手可能です。 

 
これらの MIB ファイルは、Metasys SNMP 機能から入手可能なデータを定義します。Metasys システム

で使用可能なトラップやポイント タイプを表すオブジェクト ID（OID）を提供します。例えば、ポイントの警

報状態を表すオブジェクト ID を提供します。MIB ファイルを NMS にロードし、Metasys データを変換で

きます。 

 
企業識別（ID）番号 

ジョンソンコントロールズに割り当てられた企業識別（ID）番号は、4399 です。この番号は、Metasys シ

ステムで使用する全ての OID に含まれています。 

 

 
SNMP トラップ 

トラップ形式 

警報拡張機能をもつオブジェクトが、Metasys システム内でイベントを発生すると、SNMP サービスは、

NMS に対しトラップを送信します。どのようなタイプのイベントが発生しても、トラップ OID は、同じ属性

セットを送信します。表 19 では、属性が示されています。 
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トラップ フィルタリングの設定 

表 6 に示す使用可能な属性のうち、トラップする属性をフィルタリングするよう NMS インターフェースを

設定します。また、デバイス オブジェクトで SNMP DDA 警報通知や宛先を設定する際、これらの属性

を選択する必要があります。この一覧は、Metasys 警報イベントのみに適用されます。 

 
表 6：トラップ フィルタリングで使用可能な属性 

フィールド名 

ackRequired eventValue itemName 

eventDetectionTimestamp evPriority SiteName 

eventMessage itemCategory Units 

eventPreviousStatus itemDescription  

eventUniqueIdentifier itemFullyQualifiedReference 

 

 
エージェント再起動トラップ 

エージェント再起動が発生している際、スーパーバイザリ デバイス（NAE）の電源を入れると、コールド

スタート トラップが送信されます。 

表 7 に、送信される属性の一覧を示します。 

 
表 7：コールドスタート トラップの属性 

属性名 

hostName ipAddress macAddress subnetMask 

 

 
警報発生トラップ 

警報拡張機能をもつオブジェクトが、Metasys システム内でイベントを生成するとき、SNMP エージェント

は、システム（NAE/ADS）内で発生したものと同じ警報タイプを送信します。例として、上限警告と下限警

報が挙げられます。また、各トラップ OID は、選択したトラップの属性値も送信します（表 7）。 

 
警報消去トラップ 

警報状態が正常に復帰したとき、SNMP エージェントは、警報発生時と同様の挙動をします。つまり警報

状態は、NormalEvent メッセージにより消去されます。 

 
警報の同期化 

Metasys SNMP エージェントは、警報の同期化をサポートしません。警報の同期化は、NMS がオフライ

ンの間、どの Metasys オブジェクトが警報状態になったかを NMS に示す機能です。SNMP エージェン

トは、NMS が警報を受信したとみなすため、警報を再送信しません。警報の同期化が行われなくても、

SNMP エージェントにより NMS はポイントをポーリングすることで、その状態を定めることができます。

NMS は、この情報から警報をレポートしているポイントをの状態を定め、それに応じて反応できます。 
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トラップの事例 

スーパーバイザリ デバイス オフライン/オンライン 

SNMP の設定方法により、Metasys サイト ディレクタは、チャイルドデバイス（NAE はスーパーバイザリ 
デバイス）がオフラインまたはオンラインとみなされるとき、オフライン/オンラインの通知を送信します。こ

れらのイベントの構造は、警報発生の構造に似ており、同じ属性をレポートします（表 7）。eventValue
属性は、オフラインまたはオンラインを表します。 

停電後、スーパーバイザリ デバイスをリブート/復元するとき、サイト ディレクタ上の SNMP エージェント

は、オフライン/オンライン通知を送信し、スーパーバイザリ デバイスは、エージェントのコールドスタート

情報を送信します。 

 
フィールド デバイス オフライン/オンライン 

フィールド デバイス（FEC、VMA など）は、スーパーバイザリ デバイスと同様に扱います。フィールド デ

バイスに適切な警報拡張機能が定義されている場合、コントローラーは、発生時にオンライン/オフライン

警報（トラップ）を生成します。 

 
フィールド デバイス 許可/禁止 

ユーザーまたはプロセスがフィールド デバイスへの通信を禁止するとき、SNMP エージェントは、警報

発生トラップと同様の方法で禁止コマンドに関するトラップを送信します。eventValue は、通信無効を示

します。 

デバイスに対して通信有効コマンドが発生する際、SNMP エージェントは、オンライン状態への復帰に関

する別の警報トラップに加え、有効コマンドに関するトラップを送信します。 

 
SNMP GET 要求 

NMS は、SNMP Get 要求により、特定の変数の情報を要求することができます。SNMP エージェント

は、Get メッセージを受信したとき、要求された情報、または要求が処理できない理由を示すエラー表示

のいずれかを伴った GET-RESPONSE メッセージを NMS に対し発行します。 

Metasys SNMP エージェントにより、一定のオブジェクト（アナログ値 ［AV］、バイナリ値 ［BV］、マルチ

ステート値 ［MV］オブジェクトなど）の事前に定義した OID で SNMP GET を行うことができます。ポーリ

ングに使用可能な属性の一覧については、表 8 を参照してください。 

注意： GETS を使用するには、オブジェクトを表示する特定のスーパーバイザリ デバイス（NAE55、NIE55

または NCE25 など）をクエリする必要があります。サイトディレクタは、サイトの他のデバイスには

GET 要求を転送しません。また、ADS/ADX 上では GET を実行できません。 

また、Metasys SNMP エージェントにより、表 9 で示した OID をポーリングし、デバイスの状態を判断

することができます。これらの属性には、バッテリー状態やオブジェクト カウントなどのデータが含まれま

す。 

NAE 上のポイントは全てポーリング可能ですが、NAE55 では 1 秒あたり要求 2 つ、NAE45 では 1 秒

あたり要求 1 つの SNMP GET 要求制限があることに留意してください。例えば、1 台の NAE で 500 ポ

イントをポーリングするには、約 5 分かかります。 

 
GET 要求の定義 

GET 要求の OID の長さには、SNMP プロトコルに関する 1 つの制約があります：メッセージあたりの副

識別子の長さは、 大 128 文字です。要求アイテムまたはオブジェクトの参照は、これらの副識別子の

中に含まれています。使用する参照アイテムを決定するには、Metasys ユーザー インターフェースにロ

グオンし、アイテム/オブジェクトの［フォーカス］ 画面を開きます。［参照アイテム］フィールドを［フォーカ

ス］ 画面のアドバンスト表示の下に配置します。完全修飾参照アイテムの形式は、以下の通りです。 

サイト：デバイス/アイテム 
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このストリングで指定する必要があるのは、アイテムセクションのみです。例は、以下の通りです。 

MyADS:NAE-1/N2-1/AHU-3/ZN-T 

この参照アイテムで必要なのは、次の部分のみです：N2-1/AHU-3/ZN-T 

 

 
GET 要求の基本 OID 

Get 要求の基本 OID は、全て次の通りです。1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.x.y 

ここで、x は、ポイントの属性を示す整数（表 21）を示し、y は、Metasys ポイント名称の ASCII 表示を

表します。 

 
表 8：ポイント属性 

x 内容 

.85 現在値 Present Value 

.103 リライアビリティ Reliability 

.117 単位 Units 

.661 表示精度 Display Precision 

.1006 警報状態 Alarm State 

.32527 参照アイテム Item Reference 

主な GET 要求は、ポイント属性の GET 要求とデバイス診断の GET 要求の 2 つです。 

 
ポイント属性の GET 要求 

この GET 要求は、ポイント属性の情報を取得します。 

 
基本 OID 

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.x.y 

ここで、x はポイント属性を表す整数、y は Metasys ポイント名の ASCII 表示です（表 8）。 

 
例 1 

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.85.3.65.86.49 

戻り値：AV1 と呼ばれる Metasys オブジェクトの現在値。この例で、現在値属性は、以下のようになり

ます。1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.85 

Metasys ポイント名称は、以下のようになります。3.65.86.49 

ここで、 初の桁（3）は長さ、残りの桁は文字の ASCII 表示（AV1）を表します。 

 

 
例 2 

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.1006.10.69.110.101.114.103.121.46.66.86.49 

戻り値：Energy.BV1 と呼ばれる Metasys オブジェクトのポイント警報状態。この例で、警報状態属性

は、以下のようになります。1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.1006 

Metasys ポイント名は、次のようになります。10.69.110.101.114.103.121.46.66.86.49 

ここで、 初の桁（10）は長さ、残りの桁は文字の ASCII 表示（Energy.BV1）を表します。 

 
デバイス診断属性 

この GET 要求は、デバイス診断の情報を取得します。 
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基本 OID 

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.3.x 

ここで、x は、ポイントの属性を示す整数を表します（表 9）。 

 

表 9：デバイス診断属性 

x 内容 

.647 バッテリーの状態 Battery Condition 

.650 1 分間に受信した値変化 Change of Value Receives Per Minute 

.651 1 分間に伝送した値変化 Change of Value Transmits Per Minute 

.844 オブジェクト カウント数 Object Count 

.2395 使用可能なフラッシュ メモリー Estimate Flash Available 

.2579 CPU の温度（NAE45 では使用不可） CPU Temp 

.2580 ボードの温度 Board Temperature 

.2581 メモリー使用量 Memory Usage 

.2582 オブジェクトメモリー Object Memory 

.2583 CPU 使用量 CPU Usage 

.2584 フラッシュメモリー使用量 Flash Usage 

.32565 ポケベル ダイアル状態 Pager Dial Status 

 

 
例 

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.3.2580 

戻り値：ボードの温度 

この例で、ボードの温度の属性は、次のようになります。1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.3.2580 

属性値の変換 

ハイライトされたトラップの例の項で説明した通り、トラップ OID は、それぞれ同じ属性を送信します。表 
10 内のキー値を使用して属性値（evPreviousState）を変換できます。 

 

 
表 10：デバイス診断属性 

キー テキスト キー テキスト 

0 正常 Normal 68 警報 Alarm 

1 障害 Fault 69 トラブル Trouble 

2 オフ 正常 Off Normal 70 ステータス Status 

3 上限 High Limit 71 オフライン Offline 

4 下限 Low Limit 72 シャットダウン Shutdown 

64 下限警告 Low Warning 73 アンリライアブル Unreliable 

65 上限警告 High Warning 75 オンライン Online 

66 下限警報 Low Alarm 65535 前状態不明 Unknown Previous State 

67 上限警報 High Alarm   

 
 

例 
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表 11 は、バイナリ ポイントの状態が警報に遷移する場合と正常に復帰する場合の SNMP トラップの

違いを示したものです。 

 
表 11：SNMP トラップ属性の例 

SNMP トラップ属性 警報値 （Alarm Value） 正常値（Normal Value） 

snmpTRAPOID.O alarmEvent normalEvent 

EventValue Active Inactive 

EventPreviousStatus 0 68 

EventMessage Metasys サイト管理ポータル UI で定義

された警報メッセージ 

Metasys サイト管理ポータル UI で定義

した正常に戻るメッセージ 

 

 
トラップの例 

次の項で、ライブシステムから取得したトラップの例を示します。 
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バイナリ ポイント警報 

図 17：バイナリ ポイント警報の例 
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バイナリ ポイント 正常復帰 

 
図 18：バイナリ ポイント 正常に戻る 
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アナログ ポイント 上限警告 

図 19：アナログ ポイント 上限警告 
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アナログ ポイント 上限警報 

図 20：アナログ ポイント 上限警報 
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アナログ ポイント 下限警告 

図 21：アナログ ポイント 下限警告 
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アナログ ポイント 下限警報 

図 22：アナログ ポイント 下限警報 
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アナログ ポイント 正常復帰 

図 23：アナログ ポイント 正常に戻る 
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スーパーバイザリ デバイス エージェント 再起動（ColdStart） 

図 24：スーパーバイザリ デバイス エージェント 再起動（ColdStart） 
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フィールド デバイス オフライン 

図 25：フィールド デバイス オフライン 
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フィールド コントローラー オンライン 

図 26：フィールド コントローラー オンライン 
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フィールド コントローラー 無効 

図 27：フィールド コントローラー 無効の例 
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フィールド コントローラー 有効 

図 28：フィールド コントローラー 有効の例 
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付録：アンチウィルスソフトウェアのインストール 

ADS/ADX または SCT ソフトウェアを起動しているコンピューターへアンチウィルス ソフトウェアをインス

トールするために、この付録にある手順に従います。推奨アンチウィルス ソフトウェア プログラムは下

記のとおりです。 

• Symantec® Endpoint Protection software Corporate Edition Version 12.0 以降 

• McAfee® VirusScan® Enterprise version 8.8 （Patch 3 または Patch 5） （Patch 4 は互換性が

ありません。） 

注意： 一部の Microsoft OS が配布した Windows Defender は、ADS/ADX または SCT ソフトウェアを起動

するコンピューターではサポートされません。システムをオンラインにする前に、Windows Defender

が切られていることを確認します。 

 
Symantec®エンドポイント プロテクション ソフトウェアのインストールおよび設定 

バージョン 12.0 の Symantec エンドポイント プロテクション ソフトウェアは、ADS/ADX または SCT ソ

フトウェアを実行するコンピューターで許可されています。統合または仮想マシン設定の Metasys に

Symantec エンドポイント プロテクション ソフトウェアをインストールすることができます。 

アンチウィルスおよびスパイウェア対策機能のみを選択します。その他 2 つのプロアクティブ脅威防止機

能とネットワーク脅威防止機能は、ソフトウェアと監視デバイス間の通信を妨害する可能性があります。

このソフトウェアを正しくインストールおよび設定するには、本項の手順に従ってください。 

表 12：Symantec エンドポイントプロテクションインストール 

1 開始 既に Symantec エンドポイントプロテクション

をインストールしている場合は、手順 16 に進

んでください。Symantec エンドポイントプロテ

クションソフトウェアをまだインストールしてい

ない場合は、Symantec エンドポイントプロテ

クションソフトウェアのインストールを開始して

ください。Symantec エンドポイントプロテクシ

ョンの［ようこそ］の画面が表示されます。 

2. 図 29: ［ようこそ］画面 

 

［Symantec エンドポイントプロテクションのイ

ンストール］を選択します。 
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3. 図 30: 非管理クライアントのインストール 

 

［非管理クライアントのインストール］を選択し

ます。 

非管理クライアントのインストールに関する質

問ボックスが表示されます。［Yes］をクリック

して続けます。 

図 69: 非管理クライアントのインストールに

関する質問 

 

4. 図 31: ウィザードウェルカムインストール画面 

 

［次］をクリックします。 

5. 図 32: ライセンス合意画面 

 

［ライセンス合意］を確認しアクセプトします。

［次］をクリックします。 
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6. 図 33: クライアントタイプ画面 

 

［非管理クライアント］を選択し、［次へ］をクリ

ックします。 

注意：［管理クライアント］を選択しないでくださ

い。Symantec サーバーにより使用するネット

ワークが管理されている場合は、［管理クライ

アント］オプションを選択すると、カスタム設定

が変更されユーザーインターフェースの正常

な機能を妨げる場合があります。 

7. 図 34: セットアップの種類画面 

 

［カスタム］を選択し、［次へ］をクリックします。

8. 図 35: カスタム設定画面 

 

以下のオプションのインストール無効化：アド

バンストダウンロードプロテクション、アウトル

ックスキャナー、ノートスキャナー、

POP3/SMTP スキャナー、プロアクティブ脅威

防止 およびネットワーク脅威防止。無効にす

るには、下向き矢印をクリックし［全機能無効

化］を選択します。 

［次］をクリックします。 

図 36: 機能の無効化 
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9. 図 37: 保護オプション画面 

 

3 つの［保護オプション］を全て選択し、［次

へ］をクリックします。 

10. 図 38: ファイル評価データ提出画面 

 

［ファイル評価データ提出］チェック ボックスを

選択しないでください。［次］をクリックします。

11. 図 39: データ収集画面 

 

［データ収集--インストール オプション］の下

にあるチェック ボックスを選択しないでくださ

い。［Install］をクリックします。 
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12. 図 40: ウィザード完了画面 

 

［完了］をクリックします。 

13. 図 41: ライブアップデートステータス画面 

 

インストール完了後、ライブアップデートプロ

セスが開始されます。アップデートプロセスは

完了するまで数分間かかる場合があります。

プロセスを中止しないでください。 

ステータス画面に［ライブアップデートセッショ

ン完了］メッセージが表示されたら、［閉じる］

をクリックします。 

14.  コンピューターを再起動します。 

15. 図 42: Symantec 侵入防止ポップアップメッセージ 

 

 

インターネットエクスプローラーウェブブラウザ

を開きます。Symantec 侵入防止メッセージ

が表示されます。 

［有効にしないでください］をクリックします。手

順 27 に進んでください。 

16. 図 43: Symantec エンドポイントプロテクションアイコン 

 

 

Windows タスクバーの ［Symantec エンドポ

イントプロテクション］アイコンをダブルクリック

します。ステータス画面が表示されます。 



55 

17. 図 44: インストールされていないプロアクティブ脅威防止機能

および、ネットワーク脅威防止機能 

 

プロアクティブ脅威防止機能およびネットワー

ク脅威防止機能がインストールされていない

ことを確認します。ステータス画面に表示され

ない場合、それらの脅威防止機能はインスト

ールされていません。手順 27 に進んでくださ

い。 

18. 図 45: 正常にインストールされていないプロアクティブ脅威防

止機能、およびネットワーク脅威防止機能 

 

プロアクティブ脅威防止機能、およびネットワ

ーク脅威防止機能がインストールされている

場合、それらはステータス画面に表示されま

す。それらの機能をコンピューターから削除し

なければいけません。手順 19 に進んでくださ

い。 

19.  コントロールパネルで、［プログラム > プロ

グラムと機能］を選択します。インストールプロ

グラム一覧の［Symantec エンドポイントプロ

テクション］をクリックします。 

20. 図 46: プログラムの変更 

 

［変更］をクリックし、Symantec エンドポイント

プロテクションの［InstallShield Wizard］を開

始します。 
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21 図 47: プログラムのメンテナンス 

 

プログラムのメンテナンス画面まで進んだら、

［修正］を選択します。［次］をクリックします。

カスタムセットアップ画面が表示されます。 

22. 図 48: ［カスタムセットアップ］ 

 

［機能アイコン］をクリックし、プロアクティブ脅

威防止機能、およびネットワーク脅威防止機

能の両方の［全機能無効］を選択します。左

側に［ X ］が表示されます。 

23.  ［次］をクリックします。ウィザードのインストー

24  コンピューターを再起動します。 

25. 図 49: インストールされていないプロアクティブ脅威防止機能

および、ネットワーク脅威防止機能 

 

リブート後、ログインし、Symantec エンドポイ

ントプロテクションステータス画面を開き、プロ

アクティブ脅威防止機能とネットワーク脅威防

止機能が表示されていないことを確認しま

す。 
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26 図 50: Symantec 侵入防止ポップアップメッセージ 

 

 

インターネットエクスプローラーウェブブラウザ

を開きます。Symantec 侵入防止メッセージ

が表示されます。［有効にしないでください］を

クリックします。 

27 完了  

 

 
McAfee VirusScan Enterprise ソフトウェアのインストールおよび設定 

McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Patch 3 または Patch 5 は、ADS/ADX または SCT ソフトウェアを

実行するコンピューターで許可されています。統合または仮想マシン設定の Metasys に McAfee ウィル

ス対策のソフトウェアをインストールすることができます。 

 

 

重要： McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Patch 3 または Patch 5 のみ、Windows 10、Windows 8.1、

Windows 7、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、または Windows Server 2008 

R2 コンピューター上で使用します。McAfee VirusScan Enterprise Patch 4 はソフトウェア操作の問

題を引き起こします。 

 
表 13 の手順を使用して、McAfee VirusScan Enterprise ソフトウェアをインストールすることを推奨しま

す。これらの手順から外れる場合、ソフトウェアは正しく動作しない可能性があります。推奨される設定よ

りも高いセキュリティを有効にしなければいけない場合は、徐々に変更を追加し、その度に、システムの

信頼性を確認します。 
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表 13：McAfee Virus Scan Enterprise のインストール 

1 開始 McAfee Virus Scan Enterprise ソフトウェアの

インストールを開始します。McAfee VirusScan 

Enterprise セットアップ スクリーンが表示され

ます。 

2. 図 51: McAfee VirusScan のセットアップ 

 

［次］をクリックします。 

3. 図 52: McAfee 使用許諾契約書 

 

使用許諾契約に同意し、［OK］をクリックしま

す。 

4 図 53: タイプの設定の選択 

 

［標準］を選択します。［次］をクリックします。 
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5. 図 54: アクセス保護レベルの設定 

 

［標準の保護］を選択します。［次］をクリックし

ます。 

6. 図 55: インストールの準備完了 

 

［クリック］をインストールし、McAfee 

VirusScan Enterprise のインストールを開始し

ます。 

7 図 56: McAfee VirusScan Enterprise セットアップの完了 

 

セットアップが完了すると、セットアップ完了の画

面が表示されます。 

［オンデマンド スキャンの起動］を選択します。

コンピューターがソフトウェア用に準備されてい

るかどうかを確認するため、この時点でフルス

キャンをする時間が確保されることを推奨しま

す。この手順は完了までに 30 分～60 分かかり

ます。 

［次］をクリックします。 
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8. 図 57: McAfee Agent アップデータ 

 

McAfee Agent アップデータが実行されます。

アップデータが終了するまで待ちます。セットア

ップ完了ウィンドウ（図 57）で［完了］をクリックし

ます。 

9 図 58: アクセス保護プロパティ 

 

タスク バーの McAfee のアイコンを右クリック

し、［ウィルス スキャン コンソール］をクリックし

ます。VirusScan コンソールが表示されます。

［タスク］ > ［プロパティ］をクリックします。アク

セス保護プロパティ画面が表示されます （図

58）。 

カテゴリーで、［アンチウィルス標準保護］を選

択します。保護ルールの表で、メール大量送信

型ワームがメールを送信するのを防ぐために、

［ブロックおよびレポート］のチェック マークをは

ずします。他のすべてのカテゴリーの設定は、

デフォルトのままにしてください。 

［OK］をクリックします。 

10 図 59: システム利用率 

 

VirusScan コンソールで、フル スキャンを右ク

リックし、プロパティを選択します。オンデマンド 

スキャン プロパティ フル スキャン ウィンドウ

が表示されます。 

［パフォーマンス］タブをクリックします。システム

利用率にあるバー ポインターを低設定にスラ

イドします （図 59）。 

［スケジュール］をクリックし、ローカルの IT スタ

ッフの協力のもと、デイリーのスキャン スケジュ

ールを決定します。システムが毎日のアーカイ

ブを行うのは夜中のため、スキャンは夜中に実

行しないでください。［OK］をクリックしてスケジ

ュールを保存します。［オンデマンド スキャン 

プロパティ］-［フル スキャン］ウィンドウの［OK］

をクリックします。 
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11 図 60: SQL サーバーの低リスク プロセスとしての追加 

 

ウィルススキャン コンソールで、［タスク］>［オン

アクセス スキャナープロパティ］をクリックしま

す。［オンアクセス スキャナー プロパティ］ウィ

ンドウが表示されます。 

［すべてのプロセス］アイコンをクリックし、高リス

ク、低リスク、およびデフォルト手順の、異なる

スキャニング ポリシーを設定するを選択しま

す。追加のアイコンが表示されるよう、左の枠が

リフレッシュします。 

［低リスク手順］をクリックします。［追加］をクリッ

クし、Sqlservr.exe および Sqlwriter.exe を低リ

スク手順のリストに追加します。（ファイルがリス

トボックスに表示されない場合は、ブラウズをク

リックし、Microsoft SQL Server フォルダの下

を検索します。）［OK］をクリックして変更を保存

します。 

VirusScan コンソールを閉じます。 

12. 完了  

 

 

 


