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本書について

このガイドはRSA Archer管理者を対象としたRSA® Archer®GRCのインストールおよびアップグレー

ド手順を示しています。管理者向けのドキュメントです。

サポートとサービス

カスタマーサポート情報 https://community.rsa.com/community/rsa-customer-support

カスタマーサポート メール support@rsa.com

その他の情報

リソース 説明

RSA Linkの
Archer GRC
Community

RSA Link上の公開フォーラムです。既存のお客様、Archerを検討中のお客

様、コンサルタント、RSA Archer GRCリーダー、パートナー様、アナリストが集

結し、GRCの実践的な課題を議論する場を提供します。また、製品デモ、

GRCのビデオ、ホワイト ペーパー、ブログなどにもアクセスできます。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc

RSA Linkの
Archer
Customer/Partner
Community

RSA Link上のプライベート コミュニティです。RSA Archerのお客様、パート

ナー様、業界アナリスト、製品エキスパートのコラボレーションを促進する強力

なGRCオンラインネットワークです。コミュニティへの参加により、問題の解

決、ベスト プラクティスの構築、コネクションの確立、RSA Archer GRCリーダー

との連携が可能になります。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-
partner-community

はじめに 9
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リソース 説明

RSA Ready RSAのテクノロジーパートナープログラムは、サードパーティによるRSA製品と

の相互運用機能の開発、文書化、認定取得のために、RSAソフトウェアを

提供するプログラムです。RSA Ready認定された製品は、オンラインコミュニ

ティで公開され、RSAによりサポートされます。

https://community.rsa.com/community/products/rsa-ready

RSA Archerのマニュアル

RSA Archerのドキュメントには、RSA LinkのArcher カスタマー/パートナーコミュニティ

( https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62)からアクセスできます。

ドキュメント 説明

リリースノー

ト

そのリリースで修正された問題の一覧と、リリースの時点で既知の問題の一覧を提

供します。PDF形式で提供されます。

新機能ガイ

ド

リリースの新規機能および更新された機能の概要を示します。RSA Archerのバー

ジョン5.xとバージョン6.xの相違点の概要を示します。5.xから6.xへの移行計画に関

する提案が含まれます。PDF形式で提供されます。

インストール

およびアップ

グレード ガ

イド

RSA Archer GRC 6.2のインストール手順と、5.xからバージョン6.2へのアップグレード

手順を示します。PDF形式で提供されます。

オンラインド

キュメント

RSA Archer Platformおよびソリューションのユースケースを使用するための情報を提

供します。このドキュメントには、Platformを設定して維持し、Rest APIおよびWeb
APIを使用するための情報が含まれます。製品内からHTML5形式でコンテキスト

依存のリンクを経由して使用でき、Zip形式でローカルにインストールすることもでき

ます。オンラインのドキュメント システムからコンテンツをPDF形式でも使用できま

す。コンテンツは次のガイドに分かれています。管理者ガイド、ユーザーガイド、

Rest APIガイド、Web APIガイド、使用可能なソリューションのユースケースそれぞれ

のユースケースガイド。

Archerコント

ロールパネ

ル( ACP)オ
ンラインヘ

ルプ

ライセンスキー、グローバルなパスと設定など、Platformの内部設定を管理する

RSA Archerコントロールパネルモジュール使用のための情報を提供します。ACP
モジュール内から、ローカルインストール用のZIP形式と、PDF形式で使用できま

す。
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ドキュメント 説明

セキュリティ

および構成

ガイド

RSA Archer Platformで使用できるセキュリティ構成設定の概要と、その設定を使

用してPlatformを安全に運用するためのセキュリティのベスト プラクティスについて説

明します。PDF形式で提供されます。

Sizing and
Performan
ce Guide

Platformのサイジングとパフォーマンスに関する考慮事項を示します。このドキュメ

ントは、RSA Archerのインストールおよび管理を行うシステム管理者を対象として

います。PDF形式で提供されます。

はじめに 11
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第1章：コンポーネントとシステム要件

この章では、RSA Archerのインストールの主要コンポーネント、使用可能な構成のタイプ、環境の

要件について説明します。

RSA Archerコンポーネント

RSA Archerのインストール環境にはいくつかの主要なコンポーネントがあります。

l Webアプリケーション

l インスタンスデータベース

l ファイルリポジトリ

l 構成データベース

l サービス

Webアプリケーション

RSA Archer Platformは、Webサーバ上で実行されるWebアプリケーションです。このアプリケーション

にはMicrosoft IIS( Internet Information Service) 、Microsoft .NET Framework 4.6.1が必要です。

詳細については、「システム要件」を参照してください。このアプリケーションは、IIS( Internet
Information Service)のアプリケーションプールで管理されます。詳細については、「アプリケーション

プールの要件」を参照してください。

インスタンスデータベース

RSA Archerインスタンスは、固有のコンテンツを格納したデータベース、そのデータベースへの接続、

インターフェイス、ログインで構成される単一の環境です。オフィスの場所や地域ごと、または開発

環境、テスト環境、本番環境といった環境ごとに別のインスタンスを用意できます。

インスタンスデータベースは、特定の1つのインスタンスのRSA Archerコンテンツを格納します。

ファイルリポジトリ

ファイルリポジトリは、RSA ArcherがCompany_filesを格納する場所です。会社のロゴファイルや、

インストール処理では変更されないその他のファイルが含まれます。RSAは、ネットワーク共有上に

ファイルリポジトリを作成することを推奨します。

第1章：コンポーネントとシステム要件 12
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構成データベース

RSA Archerは構成データベースを使用して、クライアント情報、アプリケーション情報(日付とバー

ジョンを含む)などの、インスタンスに固有でないデータを格納します。

サービス

サービスは、Webアプリケーションをサポートします。以下の表では、RSA Archerサービスについて説

明します。

サービス 説明

RSA Archer
キャッシュ

言語、アプリケーション、ソリューション、値リスト データなどのメタデータを格納す

ることにより、データベースのコール回数を削減するキャッシュソリューションをサ

ポートします。

RSA Archer構
成

構成データベースに接続します。このデータベースにはPlatformおよびRSA
Archerサービスの構成パラメーターが格納されます。

注：このサービスは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上にインストールさ

れ、有効化されている必要があります。

RSA Archer
Instrumentation

ETW( Event Tracing for Windows)を使用したデータベースへのメッセージ ログが

サポートされています。詳細については、「メッセージ ログ」を参照してください。

注：このサービスは、ETWを使用している場合にのみアクティブにする必要があり

ます。

RSA Archer
LDAP同期

LDAP( Lightweight Directory Access Protocol)を使用して、[14]内のユーザー

およびグループを、別のシステムのユーザーおよびグループと同期し、メンテナンス

します。

注：このサービスは、ユーザーアカウントの管理にLDAPを使用する場合にの

み、アクティブにする必要があります。
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サービス 説明

RSA Archer
ジョブエンジン

RSA Archerのデータータ フィード、発見事項の生成、通知、再計算、システム

ジョブなどすべての非同期ジョブの処理を管理します。処理およびシステムジョ

ブの完全なリストについては、RSA Archerコントロールパネルのヘルプまたは

「RSA Archerコントロールパネルガイド」( PDF形式)の「ジョブタイプ」を参照し

てください。

注：このサービスは、RSA Archerを実行するためにインストールする必要があり

ます。

RSA Archer
キューイング

キーワード検索および添付ファイル用のインデックスを作成して維持します。1つ
のRSA Archerインスタンスにつき1つのRSA Archerキューイングサービスしか有

効化できません。

注：このサービスは、すべてのサービスサーバで必要です。

RSA Archer拡
張ワークフロー

拡張ワークフロー機能を管理し、ワークフローを処理します。このサービスは、

RSA Archerの不可欠な要素であり、常に実行されている必要があります。拡

張ワークフロー機能を使用するソリューションの場合、RSA Archer拡張ワークフ

ローサービスが実行されていない限り、ワークフローが機能しません。

注：バージョン6.1以降では、インストール時の指定により、拡張ワークフロー

サービスを各Webアプリケーションホスト、各サービスホスト、または独立した

サーバにインストールすることができます。RSAは、より堅牢な環境が必要な場

合を除き、拡張ワークフローサービスを各Webアプリケーションと同じホストにイン

ストールすることを推奨します。

RSA Archer構成

RSA Archerは、お客様固有のニーズに応じて、さまざまな構成が可能です。

RSAでは、増大するビジネスの需要に対して簡単に適合できる拡張性の高い構成を選択すること

を推奨します。最適な構成を決定する場合には、同時アクセスするユーザー数、使用率、可用

性の要件を考慮します。パフォーマンスの最適化に関する追加情報については、「RSA Archer
GRC Sizing and Performance Guide」を参照してください。

推奨構成

最適な拡張性およびパフォーマンスを実現するため、RSAはRSA Archerのマルチサーバ構成を推

奨します。この構成では、Webアプリケーションとサービスそれぞれをホストする専用のサーバを使用

します。各サーバはRSA Archer構成の中の特定の役割を果たします。
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データベース 説明

インスタンス RSA Archerコンテンツを格納するプライマリ

データベースです。コンテンツデータベースはイ

ンスタンスデータベースと同義です。

構成 Webアプリケーションおよびサービスサーバの構

成情報のセントラルリポジトリです。このデータ

ベースによって、マルチサーバ環境での複数の

アプリケーションサーバのインストールおよび保

守が容易になります。

(オプション)メッセージ ログ RSAは、メッセージ ログまたは他のイベント ログ

用の専用データベースを作成することを推奨し

ます。インスタンスデータベースまたは構成デー

タベースは使用しないでください。

テスト環境構成

テスト環境構成は、Webアプリケーションとサービスをホストする1台のサーバで構成されます。この構

成はテスト環境にのみ推奨します。追加のサーバに他のリソースをインストールできます。この環境

の構築方法については、「付録B：テスト環境」を参照してください。

構成に関する考慮事項

推奨構成は、現在の処理のニーズを満たすと同時に、将来の成長に合わせた拡張を考慮してい

ます。マルチサーバ構成は、より高い柔軟性を提供し、各レイヤーを独立して拡張できるため、拡

張性も非常に優れています。Webアプリケーション、サービス、コンテンツを保存するデータベースを

配置します。このタイプの構成では、ロード バランサを使用してサーバの可用性を基に負荷を分

散する高可用性環境もサポートされます。受信するHTTPリクエストは、ロードバランサにより、設

定した基準に従い、サーバの可用性に基づいて複数のWebサーバに負荷分散されます。

セキュリティを強化するために、推奨構成に二重のファイアウォールを組み込むことができます。この

構成では、1つのファイアウォールがWebサーバの前に配置され、もう1つのファイアウォールがWeb
サーバとデータベースサーバの間に配置されます。

推奨構成

各サーバが 1つのロールを担い、そのロールに固有のGRCコンポーネントを実行します。次の表に

推奨構成を示します。
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サービスサーバ Webサーバ ファイルサーバ データベースサーバ

RSA Archer構成

サービス

Webアプリケーション ファイルリポジトリ インスタンスデータ

ベース

RSA Archerジョブエ

ンジンサービス

RSA Archer構成サービス 構成データベース

その他のサービス RSA Archerワークフロー

サービス

キャッシュを使用した推奨構成

キャッシュなどの特定のニーズに合うようにRSA Archerを構成できます。この場合は、次の表のよう

な構成になります。

キャッシュサーバ サービスサーバ Webサーバ ファイルサーバ
データベースサー

バ

RSA Archer
キャッシュサービ

ス

RSA Archer構成

サービス

Webアプリケー

ション

ファイルリポジトリ インスタンスデー

タベース

サード パーティの

キャッシュアプリ

ケーション

RSA Archerジョ

ブエンジンサービ

ス

RSA Archer構成

サービス

構成データベース

その他のサービス RSA Archerワー

クフローサービス

システム要件

推奨されるシステム要件は、同時アクセスユーザー数およびRSA Archerに格納されるデータ量に

よって異なります。RSAは、通常のトランザクションレベルをサポートするサーバ構成を推奨します。

システムパフォーマンスの要件および指標の詳細については、「RSA Archer Platform Sizing and
Performance Guide」を参照してください。

推奨構成の要件

RSAでは、RSA Archerの推奨構成として、次のソフトウェアの最新バージョンを使用することを推

奨します。詳細については、「付録C：認定された動作環境」を参照してください。
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領域 推奨されるソフトウェア

オペレーティングシステム Windows Server 2012 R2

StandardまたはDatacenter Edition。

データベースサーバ Microsoft SQL Server 2014( 64ビット )

SQL Expressはサポートされていません

Webサーバ Microsoftインターネット インフォメーションサービ

ス( Windows Server 2012 R2に含まれる)

Microsoft Office 2010または2013 Filter Pack
の、Microsoft Filter Pack 2.0以降が必要です

( MS Officeファイルのインデックスに使用)

Microsoft .NET Framework 4.6.1

サービスサーバ JRE( Java Runtime Environment) 8( 64ビット )
(キャッシュサービス限定)

Microsoft Sync Framework 2.1(オフラインアク

セスで使用)

ライセンスキー

ライセンスキーは、特定の状況で必要になります。

プロセス ライセンスの詳細

新規インストール RSA Archerの営業担当者にお問い合わせくだ

さい。

5.xまたは6.0からのアップグレード RSA Archerの営業担当者にお問い合わせくだ

さい。また、RSA Linkの記事「RSA Archer
GRC 6.1 Upgrade Process」を参照してくださ

い。

6.1からのアップグレード アクションは不要。

重要：Platformのアップグレードが終わるまでは、新しいライセンスキーを適用しないでください。アッ

プグレードする前にライセンスキーを適用すると、標準のユースケースではサポートされなくなったレガ

シーコアアプリケーションにアクセスできなくなる可能性があります。
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第2章：RSA Archerのインストール

この章では、新規インストールの手順について説明します。

インストール

インフラストラクチャの構成が、「システム要件」に記載された最小要件を満たしている必要がありま

す。準備の詳細については、「サーバの準備」を参照してください。

この手順では、RSAの推奨に従い、WebサーバにWebアプリケーションコンポーネントとサービスコン

ポーネントをインストールし、サービスサーバにサービスコンポーネントをインストールします。

RSA Archerのインストールの準備

最初に、RSA Archerをインストールするシステムを計画および準備します。この準備には、ITとデー

タベース管理に関する専門技術が必要です。管理者の認証情報をトラッキングするためのワーク

シートが用意されています。付録Cのインストール前のワークシートを参照してください。

責任者 管理タスク

IT管理者 次のソフトウェアパッケージをインストールおよび

構成します。

l Windows Server 2012 R2

o Microsoft IIS(インターネット インフォメー

ションサービス) 8または8.5

o Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Microsoft SQL Server 2014( 64ビット )

l JRE( Java Runtime Environment) 8( 64ビット )
(キャッシュサービス限定)

IT管理者 ネットワーク共有を構成します。

IT管理者 ネットワーク共有にアクセスできるよう、ドメイン

アカウントで、IISアプリケーションプールとサービ

スを実行します。
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責任者 管理タスク

データベース管理者 次の情報を管理します。

l データベース(データベースオーナーロールを

使用) 。

l データベース接続の認証方法。

サーバの準備

1. データベースサーバの準備

2. Webサーバの準備

3. サービスサーバの準備

作業の計画およびトラッキングに使用できるワークシートとチェックリストについては、付録C：サーバ

の準備ワークシートを参照してください。

データベースサーバの準備

次のタスクを実行して、各データベースを準備します。

1. データベースの要件を確認します。

2. 認証方法を選択します。

3. RSA Archer構成に含まれるすべてのデータベースでこの手順を繰り返します。

RSA Archerをインストールする前に、次のSQLデータベースを準備します。

l インスタンスデータベース

l 構成データベース

l (オプション)メッセージ ログデータベース

タスク1：データベース要件を満たしていることを確認する

データベースが次の要件を満たしていることを確認します。

オプション 要件

照合順序の設定 大文字と小文字を区別しない
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オプション 要件

SQL互換性レベル SQL Server 2012 = 110

SQL Server 2014 = 120

ユーザーアカウント データベースオーナーのロール

ロケール 英語(アメリカ)

TCP/IP SQL Serverインスタンスで有効化する

タスク2：使用する認証方法を決定する

認証方法は、コンピューター機能を実行することをユーザーに許可し、データベースへの接続を決

定します。認証方法は、業務要件に応じて選択してください。次の表で、RSA Archerの3つの

データベースに接続するための2つの方法について説明します。

データベース 説明

SQL Server認証 RSA Archerは、SQL Serverインスタンス上に作

成されたSQLアカウントを使用して各データ

ベースに接続します。インストール中に、アカウ

ント情報を入力します。
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データベース 説明

統合セキュリティ RSA Archerは、Active Directoryドメインユー

ザーアカウントによりオペレーティングシステム

スレッド上で確立したWindows IDを使用して

接続します。RSA Archerのインストール前に、

IISのアプリケーションプールIDとしてドメイン

ユーザーアカウントを構成する必要がありま

す。このドメインユーザーアカウントは、アプリ

ケーションプールに割り当てられたアプリケーショ

ンのプロセスIDとして機能し、インスタンスデー

タベースに対するDBオーナー( DBO)アクセス権

を持ちます。DBOアクセスはインストール時にの

み必要です。

RSAは、IISアプリケーションプールID用にRSA
Archer専用のドメインサービスアカウントを作

成し、必要なリソースへのアクセス権を付与す

ることを推奨します。また、インストール中に、

RSA Archerサービスアカウントとして、同じアカ

ウント認証情報を入力してください。

注：「統合セキュリティ」は、「Trusted
Connection」と呼ばれることもあります。アプリ

ケーションプールは、同一のWebサーバを共有

するIISワーカープロセスが複数あるときに、

Webアプリケーションを分離する手段です。

Webサーバの準備

次のタスクを実行して、Webサーバを準備します。

1. Webサーバの要件を確認します。

2. IISを構成します。

3. アプリケーションプールの要件を確認します。

4. ユーザーアカウントを確認します。

Webサーバは、RSA ArcherのWebアプリケーションおよび構成サービスをホストします。

構成に必要だと考える数のWebサーバを作成します。RSAは、2つのWebサーバを作成し、次のコ

ンポーネントをインストールすることを推奨します。
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l RSA Archer拡張ワークフローサービス

l Webアプリケーション

タスク1：Webサーバの要件が満たされていることを確認する

次の図は、Webサーバの各コンポーネントとその要件を示しています。これに応じて、Webサーバを

セットアップしてください。

コンポーネント 要件

Windows Server 2012 R2 インストールプロセスを実行するには管理者権

限が必要です。

Microsoft IIS(インターネット インフォメーション

サービス) 8または8.5
IISは .NETより先にインストールする必要があり

ます。そうしないと、適切な.NETマッピングが適

用されません。このガイドに示す正しいインス

トール順序に従わないと、Microsoft .NET
Framework 4.6.1の再登録が必要になる可能

性があります。

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

.NETディレクトリ構造は、バージョン4.0とバー

ジョン4.5で同一です。複数のWebサーバで新

規インストールを実行する場合は、ドメイン

サービスアカウントに対して、RSA Archer関連

のディレクトリおよび.NET 4.0の一時ファイルディ

レクトリへのフルアクセス権を許可する必要があ

ります。

(オプション) JRE( Java Runtime Environment) キャッシュソリューションにはJRE( Java Runtime
Environment) 8( 64ビット )が必要です。

(オプション) Microsoft Filter Pack 2.0以降 キーワード検索で、Microsoft Officeドキュメン

トを検索する場合は、Webサーバにインストー

ルしてください

タスク2：IISを構成する

IISの構成プロセスを熟知したIT管理者が、Microsoft .NET Framework 4.6.1のインストール後に、

次のタスクを実行する必要があります。Microsoft Server Managerダッシュボードを使用して、IISを
適切に構成します。
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1. Webサーバ上にMicrosoft IIS(インターネット インフォメーションサービス) 8または8.5を構成しま

す。WebDAV機能を無効にします( RSA Archerはこの機能をサポートしていません) 。

必須オプション 値

HTTP共通機能 既定のドキュメント

ディレクトリの参照

HTTPエラー

静的なコンテンツ

状態と診断 HTTPログ

アプリケーション開発 .NET拡張機能 4.5

ASP .NET 4.5

ISAPI拡張

ISAPIフィルタ

セキュリティ 要求フィルタ

パフォーマンス 静的なコンテンツの圧縮

動的なコンテンツの圧縮

注：デフォルトではHTTP圧縮が有効にされて

います。ロード バランサーを使用する場合、

RSAでは、WebサーバからHTTP圧縮を無効

にし、HTTP圧縮がロード バランサーで行わ

れるように構成することを推奨しています。

管理ツール IIS管理コンソール

Microsoft IIS(インターネット インフォメーションサービス) 8または8.5に必須の値を設定します

構成要素 検証

ISAPIおよびCGIの制限 ASP.NET v4.0が許可に設定されていること

認証方法 匿名認証が有効に設定されていること

重要：複数の認証方法が有効化されていると、RSA Archerのユーザー管理機能、グループ管

理機能、レポート機能でエラーが発生する可能性があります。

2. アプリケーションプールを作成します。
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3. サーバが実行中であることを確認します。

4. Microsoft .NET Framework 4.6.1をインストールします。

必須オプション 値

Microsoft .NET Framework 4.6.1機能 .NET Framework 4.5

ASP.NET 4.5

WCFサービス HTTPアクティブ化

TCPポート共有

タスク3：アプリケーション プールの要件を確認する

RSA ArcherWebアプリケーションを管理するためのアプリケーションプールが必要です。アプリケー

ションプールでは、1つ以上のワーカープロセス( Webアプリケーションを実行するWindowsプロセス)
を共有するWebアプリケーションのセットを定義します。

アプリケーションプールの構成に必要な値

プロパティ 値

アプリケーションプール名 わかりやすい名前を選択します。

.NET Frameworkバージョン .NET Framework v4.5

アプリケーションプールを直ちに開始する このチェックボックスを選択します。

タスク4：ユーザーアカウントを確認する

RSA Archerでは、GRCネットワーク内のさまざまなファイルにアクセスするためのユーザーアカウント

が必要です。認証情報が正しいことを確認します。

サービスサーバの準備

次のタスクを実行してサービスサーバを準備します。

1. サービスサーバの要件を確認します。

2. ネットワーク共有を構成します。

3. (オプション)添付ファイルに対するキーワード インデックスを構成します。

4. メッセージ ログを構成します。
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タスク1：サービスサーバの要件を確認する

サービスサーバの準備を行う前に、次の要件を確認します。

コンポーネント 要件

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 インストールプロセスを実行するには管理者権

限が必要です。

Java Runtime Environment (JRE) JRE( Java Runtime Environment) 8( 64ビット )

Company_filesとファイルリポジトリは、ネットワーク共有のファイルサーバに存在する必要がありま

す。

タスク2：ネットワーク共有を構成する

ネットワーク共有を次のように構成します

l ファイルリポジトリおよびCompany_filesを保存し、これらをすべてのサーバから利用できるようにし

ます。

l 事前定義されたドメインのサービスアカウントに読み取り権限と書き込み権限を許可します。

注：IISアプリケーションプールとサービスをドメインアカウントで実行すると、ネットワーク内の配置

に関係なくGRC Platformからネットワーク共有にアクセスできます。

l 検索インデックスとRSA Archerキューイングサービスを同じサーバに配置します。

l 次のいずれかに配置します。

o RSA Archerサーバのうちの1つ。

o 標準のファイルサーバ/NAS。

次の表に、RSA Archer導入環境でのサーバ構成に応じた認証の詳細をまとめます。

SQLデータベースサーバ
マルチホスト ( Windows統合

DB認証)

サーバ数 2台以上 2台以上

データベースの認証方法 SQL Server認証 Windows統合セキュリティ
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SQLデータベースサーバ
マルチホスト ( Windows統合

DB認証)

Archerサービスのログインアカ

ウント

ドメインアカウント ドメインアカウント

IISアプリケーションプール ドメインアカウント ドメインアカウント

タスク3：(オプション)添付ファイルのキーワード インデックスを構成する

RSA Archerでは、Microsoft Officeドキュメントの添付ファイルのキーワード検索を実行できます。こ

の構成はオプションですが、Microsoft Filter Pack 2.0以降またはSMTPサービスを使用する場合は

必須です。

メール通知のリレーサーバとしてlocalhostを使用する場合は、IISにSMTPサービスをインストール

し、ループバックIPアドレスを使用してリレー制限を構成します。

タスク4：メッセージ ログを構成する

1. ログ専用のデータベースを作成します。

RSA Archer ETW(Windowsイベント トレーシング)はイベントをトレースし、指定されたデータ

ベースにログメッセージを書き込みます。ETWは、WindowsのカーネルレベルのAPIで、高速な

データ収集とトレースを可能にします。ETWを使用すると、細かいレベルでのイベント トレースの

開始と終了、非常に効率的なバッファリングシステムへのログ出力、システム全体でのイベント

の利用が可能になります。

2. ローカルシステムアカウントとは別のアカウントを作成する場合は、Performance Log Usersグ
ループへのアクセス権を追加します。

3. サード パーティ製のツールを使用して、これらのログを表示できます。詳細については、「メッセー

ジ ログ」を参照してください。

サード パーティツールは、RSA Archerが生成したトレースイベントを参照するため、プロバイ

ダー名またはプロバイダー識別子のいずれかを必要とします。

l プロバイダー識別子：472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l プロバイダー名：RSA-Archer-GRC-Platform

コンポーネントのインストール

サーバの準備ができたら、次はRSA Archerをインストールします。構成を検討し、それぞれのサー

バで次の手順を実行します。
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l Webアプリケーションコンポーネントとサービスコンポーネントのインストール

l サービスコンポーネントのインストール

インストール時に使用できるチェックリストとワークシートについては、付録C：インストールチェックリス

トを参照してください。

Webアプリケーションコンポーネントとサービスコンポーネントのインストール

Webサーバでは、このインストール手順を実行して、RSA ArcherのWebアプリケーションサービスと

構成サービスをインストールします。

タスク1：インストーラパッケージの準備

1. RSA Linkからインストーラーパッケージをダウンロードします。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. ［管理者として実行］オプションを使用して、他のサーバからもアクセス可能なサーバ上の場所

に、インストールパッケージを展開します。

3. サーバの準備で作成したインスタンスデータベースと構成データベースをバックアップします。デー

タを最新の状態に保ち、必要に応じてデータをリカバリできるようにします。

タスク2：管理者としてインストーラーを実行

インストーラーは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上で実行します。

1. インストーラフォルダを開いて、ArcherInstall.exeを右クリックします。

2. ［管理者として実行］を選択します。

3. ［OK］をクリックしてインストーラを実行します。

4. 使用するインストーラーの適切な言語を選択します。

5. ［使用許諾契約］を確認し、同意してインストールを続行する場合には、［使用許諾契約の

条項に同意します］を選択します。

6. ［次へ］をクリックします。

タスク3：Webアプリケーションとサービスのインストール

［GRC Platform - インストールオプション］ページで次の操作を実行します。
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1. 次のコンポーネントが選択されていることを確認します。

l Webアプリケーション

l サービス

l インスタンスデータベース

l 拡張ワークフローサービス

2. ［次へ］をクリックします。

タスク4：X.509証明書の指定

重要：すべてのタイプのサーバのインストール時に、同じX.509証明書を使用する必要があります。

詳細については、「X.509証明書」を参照してください。

［GRC Platform - 証明書の指定］ページで次の操作を実行します。

1. ［X.509証明書を取得する場所を指定します］で、次のいずれかを実行します。

l ［証明書の作成］を選択して証明書を新たに作成します。

l ディスクまたは証明書ストアから既存の証明書を選択します。

o ディスクから選択する場合は、次の手順を実行します。

a. ［ディスクから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアにインポートするファイルを指定］で をクリックして、Windowsエクスプ

ローラの［ファイルを開く］ウィンドウを表示し、証明書ファイルの場所に移動します。

c. ファイルを選択し、［OK］をクリックします。

d. ［秘密鍵のパスワードを入力］に、証明書のパスワードを入力します。

o 証明書ストアから選択する場合は、次の手順を実行します。

a. ［証明書ストアから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアから証明書を選択］で、カテゴリーを展開して証明書を選択します。

2. ［Next］をクリックします。
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タスク5：構成データベースオプションの設定

インストールプロセスの間にプロンプトが表示された場合にのみ、このタスクを実行します。インス

トーラがRSA Archer構成サービスを検出した場合は、［GRC Platform - 構成データベースのオプ

ション］ページが表示されません。このタスクでは、構成データベースに接続する方法を指定します。

［GRC Platform - 構成データベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［SQL Server］で、構成データベースをホストするSQL Serverを入力します。

2. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ4に進みます。

l ログイン名

l パスワード

3. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ4に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、構成データベースを選択します。

4. ［データベース］で、構成データベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。

タスク6：拡張ワークフローサービスのURLの設定

［GRC Platform拡張ワークフロー設定］ページで、次の操作を実行します。

1. 値を「http://hostName:8000/」に変更します。ここで、hostNameは、拡張ワークフローサービスが

インストールされているホストの完全修飾ドメイン名です。拡張ワークフローサービスのホストが

複数ある場合、hostNameにはロード バランサのDNS名を、ポート番号にはロード バランサを構

成したポートを指定します。

2. ［Next］をクリックします。

タスク7：RSA Archerとコンテンツの言語の選択

タスク3で、［インスタンスデータベース］ボックスをオンにしなかった場合は、このタスクは自動的にス

キップされます。
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［GRC Platform - 言語］ページで次の操作を実行します。

1. ［GRC Platformの言語の選択］で、RSA Archerが使用する言語を選択します。デフォルトの言

語は［英語(アメリカ)］です。サポートされている言語は次のとおりです。英語(米国) 、中国

語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語(ブラジル) 、ロシア語、スペイン語

2. ［Next］をクリックします。

タスク8：インスタンスデータベースの設定

［GRC Platform - インスタンスデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

2. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ4に進みます。

l ログイン名

l パスワード

3. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ4に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］に、インスタンスデータベースを入力します。

4. ［Next］をクリックします。

タスク9：構成データベースのデフォルトのタイムゾーンの設定

構成データベースのこのタイムゾーンは、RSA Archerコントロールパネルで特定のタイムゾーンが

指定されていない限り、すべてのインスタンスに適用されます。

注：インストーラがタイムゾーンを検出した場合は、デフォルト タイムゾーンの設定は要求されず、

［Webアプリケーションオプション］ページが開きます。このタスクはスキップします。

［GRC Platform - タイムゾーン］ページで次の操作を実行します。

1. ［タイムゾーン］で、RSA Archerのデフォルト タイムゾーンを選択します。

2. ［Next］をクリックします。
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タスク10：Webアプリケーション オプションの構成

［GRC Platform - Webアプリケーションオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［Webサイト］で、RSA Archer Webアプリケーションのインストール先となるWebサイトを選択しま

す。

2. ［インストール先ディレクトリ］で、インストール先のWebアプリケーションが設定されていることを確

認します。

l Webサイトのデフォルト アプリケーションにインストール

l IISアプリケーションを指定

3. ［Next］をクリックします。

4. インストール先ディレクトリに関する確認メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。

タスク11：Webサーバとの通信でHTTPSを有効化

［GRC Platform - HTTPSバインド証明書の指定］ページで、次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l 既存のバインドを使用

l 新しいバインドの作成

o 次のいずれかを実行して、X.509証明書を取得する場所を指定します。

l ディスクから選択する場合、以下の手順を実行します。

a. ［ディスクから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアにインポートするファイルを指定］で をクリックして、Windowsエクスプ

ローラの［ファイルを開く］ウィンドウを表示し、証明書ファイルの場所に移動します。

c. ファイルを選択し、［開く］をクリックします。

d. ［秘密鍵のパスワードを入力］に、証明書のパスワードを入力します。

l 証明書ストアから選択する場合、以下の手順を実行します。

a. ［証明書ストアから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアから証明書を選択］で、カテゴリーを展開して証明書を選択しま

す。
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2. ［次へ］をクリックします。

重要：RSAは、安全な構成のために、既存のHTTPバインドをIISから削除することを推奨します。

タスク12：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentationデータベースオプションの設定

メッセージ ログまたはその他のイベント ログを使用する場合は、Instrumentationデータベースへの接

続情報を入力します。Instrumentationデータベースには、インスタンスデータベースまたは構成デー

タベース以外の専用データベースを使用することを推奨します。

［GRC Platform - Instrumentationデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archer Instrumentationサービスを使用しません］オプションの設定を指定します。

l サービスを使用しない場合は、このオプションを選択します(デフォルト ) 。ステップ5に進みま

す。

l サービスを使用する場合は、このオプションをクリアします。ステップ2に進みます。

2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

3. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ5に進みます。

l ログイン名

l パスワード

4. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ5に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、Instrumentationデータベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。
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タスク13：サービス認証情報の構成

［GRC Platform - サービス認証情報］ページで次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l 別のシステムを使用するには、認証情報を入力します。

l ローカルシステムを使用するには、ステップ2に進みます。

2. ［次へ］をクリックします。

タスク14：サービスとアプリケーション ファイルのパスの設定

［GRC Platform - サービスおよびアプリケーションファイル］ページで次の操作を実行します。

1. ［サービス］に、サービスをインストールするパスを入力します。

デフォルトでは、このパスは「C:\Program Files\RSA Archer\Services\」になります。

2. ［アプリケーション］に、アプリケーションファイルをインストールするパスを入力します。

デフォルトでは、このパスは「C:\Program Files\RSA Archer\」になります。

3. ［プログラムグループ］で次のオプションの中から1つを選択し、［次へ］をクリックします。

l 現在のユーザーにのみRSA Archerのプログラムグループを作成する

l すべてのユーザーについてRSA Archerのプログラムグループを作成する

l RSA Archerのプログラムグループを作成しない

4. ［次へ］をクリックします。

5. ［はい］をクリックして新しいディレクトリとプログラムグループを作成します。

タスク15：別のキャッシュサービスを使用する場合、RSA Archerキャッシュサービスを無効化

このサービスは、デフォルトで無効になっています。キャッシュサーバではない他のすべてのサーバで

はこのサービスを無効化してください。RSA Archerキャッシュサービスをサービスサーバで一度だけ

有効化します。

［GRC Platform - RSA Archerキャッシュ設定］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］チェックボックスをオンにして、RSA Archerキャッ

シュサービスを無効にします。

2. ［Next］をクリックします。
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重要：RSA Archerキャッシュサービスが稼働する(最大) 2台のサーバには、Javaをインストールする

必要があります。他のすべてのサーバでは、［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］オプ

ションを選択します。このオプションを選択しない場合、インストールを継続するためには、サーバ上

にJavaが存在する必要があります。このため、RSAでは、RSA Archerキャッシュサービスをインス

トールおよび構成する前に、その他のすべてのサーバのインストールを完了することを推奨していま

す。これ以外の順序でインストールを実行する場合は、アクティベーションステップとして手動で

キャッシュを再度有効にする必要があります。

タスク16：インストーラーのログファイルのパスの設定

［GRC Platform - ログの場所］ページで次の操作を実行します。

1. ［ログのパス］に、ログファイルの格納場所のパスを入力します。RSA Archer環境内のすべての

サーバは、このパスを使用してイベントのログを記録します。すべてのWebサーバおよびサービス

サーバに同じパスを設定してください。

2. ［Next］をクリックします。

タスク17：インストールの実行

［RSA Archer - インストールの実行］ページで次の操作を実行します。

1. ［Next］をクリックします。

インストーラによってコンポーネントのインストールが開始されます。Progress(進捗)バーが開きま

す。

2. インストーラが適切なコンポーネントのインストールを完了するまで待機します。

3. ［Finish］をクリックします。

RSA Archerコントロールパネルが開きます。

タスク18：RSA Archer構成サービスとRSA Archerワークフローサービスを除くすべてのRSA Archerサービ

スの停止

すべてのRSA Archerサービスが停止しRSA Archer構成サービスが実行中であることを確認しま

す。

1. 管理者としてWindowsのサービスを開きます。

2. RSAのサービスが表示されるまでスクロールします。
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a. 各サービスを順に右クリックします。

注：RSA Archer構成サービスおよびRSA Archerワークフローサービスは選択しないでくださ

い。

b. ［停止］を選択します。

サービスコンポーネントのインストール

サービスサーバでは、次のようにインストールを実行します。

タスク1：インストーラパッケージの準備

1. RSA Linkからインストーラーパッケージをダウンロードします。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. ［管理者として実行］オプションを使用して、他のサーバからもアクセス可能なサーバ上の場所

に、インストールパッケージを展開します。

3. サーバの準備で作成したインスタンスデータベースと構成データベースをバックアップします。デー

タを最新の状態に保ち、必要に応じてデータをリカバリできるようにします。

タスク2：管理者としてインストーラーを実行

インストーラーは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上で実行します。

1. インストーラフォルダを開いて、ArcherInstall.exeを右クリックします。

2. ［管理者として実行］を選択します。

3. ［OK］をクリックしてインストーラを実行します。

4. 使用するインストーラーの適切な言語を選択します。

5. ［使用許諾契約］を確認し、同意してインストールを続行する場合には、［使用許諾契約の

条項に同意します］を選択します。

6. ［次へ］をクリックします。

タスク3：サービスコンポーネントのインストール

［GRC Platform - インストールオプション］ページで次の操作を実行します。
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1. ［Webアプリケーション］、［インスタンスデータベース］、［拡張ワークフローサービス］のチェック

マークを外し、［サービス］だけが選択された状態にします。

2. ［Next］をクリックします。

タスク4：X.509証明書の指定

重要：すべてのタイプのサーバのインストール時に、同じX.509証明書を使用する必要があります。

詳細については、「X.509証明書」を参照してください。

［GRC Platform - 証明書の指定］ページで次の操作を実行します。

1. ［X.509証明書を取得する場所を指定します］で、次のいずれかを実行します。

l ［証明書の作成］を選択して証明書を新たに作成します。

l ディスクまたは証明書ストアから既存の証明書を選択します。

o ディスクから選択する場合は、次の手順を実行します。

a. ［ディスクから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアにインポートするファイルを指定］で をクリックして、Windowsエクスプ

ローラの［ファイルを開く］ウィンドウを表示し、証明書ファイルの場所に移動します。

c. ファイルを選択し、［OK］をクリックします。

d. ［秘密鍵のパスワードを入力］に、証明書のパスワードを入力します。

o 証明書ストアから選択する場合は、次の手順を実行します。

a. ［証明書ストアから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアから証明書を選択］で、カテゴリーを展開して証明書を選択します。

2. ［Next］をクリックします。

タスク5：構成データベースオプションの設定

インストールプロセスの間にプロンプトが表示された場合にのみ、このタスクを実行します。インス

トーラがRSA Archer構成サービスを検出した場合は、［GRC Platform - 構成データベースのオプ

ション］ページが表示されません。このタスクでは、構成データベースに接続する方法を指定します。
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［GRC Platform - 構成データベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［SQL Server］で、構成データベースをホストするSQL Serverを入力します。

2. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ4に進みます。

l ログイン名

l パスワード

3. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ4に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、構成データベースを選択します。

4. ［データベース］で、構成データベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。

タスク6：拡張ワークフローサービスのURLの設定

［GRC Platform拡張ワークフロー設定］ページで、次の操作を実行します。

1. 値を「http://hostName:8000/」に変更します。ここで、hostNameは、拡張ワークフローサービスが

インストールされているホストの完全修飾ドメイン名です。拡張ワークフローサービスのホストが

複数ある場合、hostNameにはロード バランサのDNS名を、ポート番号にはロード バランサを構

成したポートを指定します。

2. ［Next］をクリックします。

タスク7：構成データベースのデフォルトのタイムゾーンの設定

構成データベースのこのタイムゾーンは、RSA Archerコントロールパネルで特定のタイムゾーンが

指定されていない限り、すべてのインスタンスに適用されます。

注：インストーラがタイムゾーンを検出した場合は、デフォルト タイムゾーンの設定は要求されず、

［Webアプリケーションオプション］ページが開きます。このタスクはスキップします。

［GRC Platform - タイムゾーン］ページで次の操作を実行します。

1. ［タイムゾーン］で、RSA Archerのデフォルト タイムゾーンを選択します。

2. ［Next］をクリックします。
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タスク8：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentationデータベースオプションの設定

メッセージ ログまたはその他のイベント ログを使用する場合は、Instrumentationデータベースへの接

続情報を入力します。Instrumentationデータベースには、インスタンスデータベースまたは構成デー

タベース以外の専用データベースを使用することを推奨します。

［GRC Platform - Instrumentationデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archer Instrumentationサービスを使用しません］オプションの設定を指定します。

l サービスを使用しない場合は、このオプションを選択します(デフォルト ) 。ステップ5に進みま

す。

l サービスを使用する場合は、このオプションをクリアします。ステップ2に進みます。

2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

3. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ5に進みます。

l ログイン名

l パスワード

4. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ5に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、Instrumentationデータベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。

タスク9：サービス認証情報の構成

［GRC Platform - サービス認証情報］ページで次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l 別のシステムを使用するには、認証情報を入力します。

l ローカルシステムを使用するには、ステップ2に進みます。

2. ［次へ］をクリックします。
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タスク10：サービスファイルとアプリケーション ファイルのパスの設定

［GRC Platform - サービスおよびアプリケーションファイル］ページで次の操作を実行します。

1. ［サービス］に、サービスをインストールするパスを入力します。

デフォルトでは、このパスは「C:\Program Files\RSA Archer\Services\」になります。

2. ［アプリケーション］に、アプリケーションファイルをインストールするパスを入力します。

デフォルトでは、このパスは「C:\Program Files\RSA Archer\」になります。

3. ［プログラムグループ］で次のオプションの中から1つを選択し、［次へ］をクリックします。

l 現在のユーザーにのみRSA Archerのプログラムグループを作成する

l すべてのユーザーについてRSA Archerのプログラムグループを作成する

l RSA Archerのプログラムグループを作成しない

4. ［次へ］をクリックします。

5. ［はい］をクリックして新しいディレクトリとプログラムグループを作成します。

タスク11：別のキャッシュサービスを使用する場合、RSA Archerキャッシュサービスを無効化

RSA Archerキャッシュソリューションを使用する場合は、このタスクを実行します。RSA Archerサー

ビスが稼働するサーバでのみ、キャッシュ設定を構成します。

設定では、RSA Archerキャッシュサービス用のプライマリサーバおよび高可用性サーバ(オプション)
を構成します。RSAでは、ファイアウォールで制限されている場合を除き、デフォルトのポート番号の

使用を推奨します。

重要：RSA Archerキャッシュサービスが稼働する(最大) 2台のサーバには、Javaをインストールする

必要があります。他のすべてのサーバでは、［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］オプ

ションを選択します。このオプションを選択しない場合、インストールを継続するためには、サーバ上

にJavaが存在する必要があります。このため、RSAでは、RSA Archerキャッシュサービスをインス

トールおよび構成する前に、その他のすべてのサーバのインストールを完了することを推奨していま

す。これ以外の順序でインストールを実行する場合は、アクティベーションステップとして手動で

キャッシュを再度有効にする必要があります。

注：メモリ割り当てを指定しない場合は、総メモリ量の35%に相当する値が設定されます。

［GRC Platform - RSA Archerキャッシュ設定］ページで次の操作を実行します。
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1. 次のいずれかを実行します。

l RSA Archerキャッシュサービスを有効にするには、［RSA Archerキャッシュサービスを使用し

ません］チェックボックスをオフにします。

l キャッシュを使用せず、RSA Archerキャッシュサービスをインストールしない場合は、ステップ4
に進みます。

2. 次の表を使用してプライマリサーバを設定します。

設定 値

プライマリサーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行する

サーバのIPv4アドレス

ポート プライマリサーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) プライマリサーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません

3. (オプション)次の表を使用して高可用性サーバを設定します

設定 値

高可用性サーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行してプラ

イマリサーバをバックアップするサーバのIPアド

レス

ポート 高可用性サーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) 高可用性サーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値。

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません

4. ［Next］をクリックします。
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タスク12：インストーラーのログファイルのパスの設定

［GRC Platform - ログの場所］ページで次の操作を実行します。

1. ［ログのパス］に、ログファイルの格納場所のパスを入力します。RSA Archer環境内のすべての

サーバは、このパスを使用してイベントのログを記録します。すべてのWebサーバおよびサービス

サーバに同じパスを設定してください。

2. ［Next］をクリックします。

タスク13：インストールの実行

［RSA Archer - インストールの実行］ページで次の操作を実行します。

1. ［次へ］をクリックします。

インストーラによってコンポーネントのインストールが開始されます。Progress(進捗)バーが開きま

す。

2. インストーラが適切なコンポーネントのインストールを完了するまで待機します。

3. ［完了］をクリックします。
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第3章：RSA Archerのアップグレード

この章では、アップグレードの準備およびGRC Platformコンポーネントをアップグレードするためのタス

クなど、推奨構成のRSA Archerのアップグレード処理について説明します。

RSA Archerのアップグレードの準備

アップグレードの準備として、RSAでは次のことを推奨します。

l アップグレード作業は、低負荷時に実行するようにしてください。

l コンポーネントをアップグレードするために必要な手順のみを実行します。インストーラによって旧

バージョンの構成からデータが抽出され、コンポーネントのアップグレードに使用されます。

次の点に留意してください。

l すべてのジョブエンジンとサービスを停止する必要があります。

l X.509証明書を再利用する必要があります。

l アップグレード中、RSA Archer Webサイトは使用できなくなります。

すべてのコンポーネントのアップグレード

RSAは、インスタンスデータベースもアップグレードされるように、すべてのコンポーネントを同時にアッ

プグレードすることを推奨します。このタスクを実行する場合は、アップグレード インストールワーク

シートを使用してください。

重要：このアップグレードは、WebサーバまたはIISが稼働するサーバで実行する必要があります。イ

ンスタンスデータベースは、このアップグレードを1回実行するだけでアップグレードできます。その他の

コンポーネントをアップグレードするには、各Webサーバまたはサービスサーバでアップグレード手順を

実行します。「Webサーバのアップグレード」および「サービスサーバのアップグレード」を参照してくだ

さい。

タスク1：インストーラパッケージの準備

1. RSA Linkからインストーラーパッケージをダウンロードします。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. ［管理者として実行］オプションを使用して、他のサーバからもアクセス可能なサーバ上の場所

に、インストールパッケージを展開します。
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3. サーバの準備で作成したインスタンスデータベースと構成データベースをバックアップします。デー

タを最新の状態に保ち、必要に応じてデータをリカバリできるようにします。

タスク2：すべてのRSA Archerジョブの停止

このタスクでは、現在実行中のジョブを継続して処理する一方で、新しいジョブの処理を停止しま

す。進行中のジョブと、それに関連づけられている子ジョブは処理を完了することができます。

1. RSA Archerコントロールパネルを管理者として実行します。

2. ［サーバ］タブに移動します。

a. ［プラグイン］メニューで［ジョブエンジンマネージャ］を選択します。

b. ［サーバ］をクリックします。

3. ［ジョブ処理の中断］をクリックします。

4. ［操作］パネルで、［保存］をクリックします。

タスク3：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスの停止

RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスを停止します。

1. 管理者としてWindowsサービスを開きます。

2. RSAのサービスが表示されるまでスクロールします。

a. 各サービスを順に右クリックします。

注：RSA Archer構成サービスは選択しないでください。

b. ［停止］を選択します。

タスク4：RSA Archerのシャットダウン

アップグレード中のRSA ArcherのWebサイトへのアクセスを防ぐことができます。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。
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iisreset /STOP

3. Enterキーを押します。

タスク5：管理者としてインストーラーを実行

インストーラーは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上で実行します。

1. インストーラフォルダを開いて、ArcherInstall.exeを右クリックします。

2. ［管理者として実行］を選択します。

3. ［OK］をクリックしてインストーラを実行します。

4. 使用するインストーラーの適切な言語を選択します。

5. ［使用許諾契約］を確認し、同意してインストールを続行する場合には、［使用許諾契約の

条項に同意します］を選択します。

6. ［次へ］をクリックします。

タスク6：全コンポーネントのインストール

このインストーラーは、すべてのコンポーネントをインストールするのに加えて、通常は異なるサーバ

上に存在するインスタンスデータベースへの接続を確立します。

［GRC Platform - インストールオプション］ページで次の操作を実行します。

1. すべてのコンポーネントが選択されていることを確認します。

l Webアプリケーション

l サービス

l インスタンスデータベース

l 拡張ワークフロー

2. ［次へ］をクリックします。

タスク7：証明書ストアからのX.509証明書の選択

RSA Archerの元のインストールで指定したものと同じ証明書を選択する必要があります。詳細に

ついては、「X.509証明書」を参照してください。

［GRC Platform - 証明書の選択］ページで次の操作を実行します。
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1. ［現在の証明書を使用する］を選択していることを確認します。

2. ［次へ］をクリックします。

タスク8：拡張ワークフローサービスのURLの設定

［GRC Platform拡張ワークフロー設定］ページで、次の操作を実行します。

1. 値を「http://hostName:8000/」に変更します。ここで、hostNameは、拡張ワークフローサービスが

インストールされているホストの完全修飾ドメイン名です。複数の拡張ワークフローサービスホ

ストがある場合、hostNameはロード バランサーのDNS名であり、ポート番号はロード バランサー

を構成したポートを指します。

注：以前のインストールでURLを変更している場合は、インストーラが自動的に、最後に変更

した値を使用します。

2. ［次へ］をクリックします。

タスク9：RSA Archerとコンテンツの言語の選択

タスク3で、［インスタンスデータベース］ボックスをオンにしなかった場合は、このタスクは自動的にス

キップされます。

［GRC Platform - 言語］ページで次の操作を実行します。

1. ［GRC Platformの言語の選択］で、RSA Archerが使用する言語を選択します。デフォルトの言

語は［英語(アメリカ)］です。サポートされている言語は次のとおりです。英語(米国) 、中国

語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語(ブラジル) 、ロシア語、スペイン語

2. ［Next］をクリックします。

タスク10：インスタンスデータベースオプションの設定

インストーラは複数のインスタンスが存在するかどうかを検出し、すべてのインスタンスデータベース

接続を同時にアップグレードできます。インストーラーが構成サービスを検出しない場合、複数のイ

ンスタンスが存在するかどうかを検出できません。

［GRC Platform - インスタンスデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

注：ステップ1は、複数のインスタンスが存在する場合にのみ完了してください。インストーラが複数

のインスタンスを検出しない場合、データベースインスタンスの選択は求められません。
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1. 次のいずれかを実行します。

l 各インスタンスを個別にアップグレードする場合には、ステップ2に進みます。デフォルトでは、

［単一データベースインスタンス(推奨) ］オプションが選択されています。このオプションを選択

する場合、その他のインスタンスをアップグレードするには、再度インストーラを実行します。

l 同時に複数のインスタンスを更新する場合には、［複数データベースインスタンス(高度) ］を
選択します。アップグレードするインスタンスを選択します。選択したインスタンスは、1つずつ

アップグレードされます。

2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されて

いる場合には、サーバ名とポート番号を入力します。

3. 統合セキュリティを使用している場合は次の情報を入力します。それ以外の場合はステップ4に
進みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］に、インスタンスデータベースを入力します。

4. ［次へ］をクリックします。

5. ［はい］または［すべてにはい］をクリックします。［はい］をクリックした場合には、データベースを1つ
ずつ確認する必要があります。

タスク11：Webアプリケーションオプションの構成

［GRC Platform - Webアプリケーションオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［Webサイト］で、RSA Archer Webアプリケーションのインストール先となるWebサイトを選択しま

す。

2. ［インストール先ディレクトリ］で、インストール先のWebアプリケーションが設定されていることを確

認します。

l Webサイトのデフォルト アプリケーションにインストール

l IISアプリケーションを指定

3. ［Next］をクリックします。

4. インストール先ディレクトリに関する確認メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。
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タスク12：(オプション) Instrumentationデータベースのメッセージ ログオプションの

設定

メッセージ ログまたはその他のイベント ログを使用する場合は、Instrumentationデータベースへの接

続情報を入力します。Instrumentationデータベースには、インスタンスデータベースまたは構成デー

タベース以外の専用データベースを使用することを推奨します。

［GRC Platform - Instrumentationデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archer Instrumentationサービスを使用しません］オプションの設定を指定します。

l サービスを使用しない場合は、このオプションを選択します(デフォルト ) 。ステップ5に進みま

す。

l サービスを使用する場合は、このオプションをクリアします。ステップ2に進みます。

2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

3. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ5に進みます。

l ログイン名

l パスワード

4. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ5に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、Instrumentationデータベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。

タスク13：構成サービスの認証情報の設定

このタスクでは、Webアプリケーションコンポーネントのみをアップグレードする場合に、構成サービス

へのパスを指定します。

［GRC Platform - サービス認証情報］ページで次の操作を実行します。

1. サーバで、構成サービスへのURLを入力します。たとえば、

http://servername:13201/ConfigServiceなどです。
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2. ［次へ］をクリックします。

タスク14：サービスとアプリケーションのパスの設定

インストーラは、既存環境のアプリケーションファイルのパスを自動的に表示します。

［GRC Platform - サービスおよびアプリケーションファイル］ページで次の操作を実行します。

1. ［サービス］で、サービスをインストールするパスを確認します。

2. ［アプリケーションファイル］で、アプリケーションファイルをインストールするパスを確認します。

3. ［プログラムグループ］で、［すべてのユーザーにRSA Archerグループを作成する］を選択し、

［Next］をクリックします。

タスク15：(オプション) RSA Archerキャッシュ設定の構成

RSA Archerキャッシュソリューションを使用する場合は、このタスクを実行します。RSA Archerサー

ビスが稼働するサーバでのみ、キャッシュ設定を構成します。

設定では、RSA Archerキャッシュサービス用のプライマリサーバおよび高可用性サーバ(オプション)
を構成します。RSAでは、ファイアウォールで制限されている場合を除き、デフォルトのポート番号の

使用を推奨します。

重要：RSA Archerキャッシュサービスが稼働する(最大) 2台のサーバには、Javaをインストールする

必要があります。他のすべてのサーバでは、［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］オプ

ションを選択します。このオプションを選択しない場合、インストールを継続するためには、サーバ上

にJavaが存在する必要があります。このため、RSAでは、RSA Archerキャッシュサービスをインス

トールおよび構成する前に、その他のすべてのサーバのインストールを完了することを推奨していま

す。これ以外の順序でインストールを実行する場合は、アクティベーションステップとして手動で

キャッシュを再度有効にする必要があります。

注：メモリ割り当てを指定しない場合は、総メモリ量の35%に相当する値が設定されます。

［GRC Platform - RSA Archerキャッシュ設定］ページで次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l RSA Archerキャッシュサービスを有効にするには、［RSA Archerキャッシュサービスを使用し

ません］チェックボックスをオフにします。

l キャッシュを使用せず、RSA Archerキャッシュサービスをインストールしない場合は、ステップ4
に進みます。

第3章：RSA Archerのアップグレード 48



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

2. 次の表を使用してプライマリサーバを設定します。

設定 値

プライマリサーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行する

サーバのIPv4アドレス

ポート プライマリサーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) プライマリサーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません

3. (オプション)次の表を使用して高可用性サーバを設定します

設定 値

高可用性サーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行してプラ

イマリサーバをバックアップするサーバのIPアド

レス

ポート 高可用性サーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) 高可用性サーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値。

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません

4. ［Next］をクリックします。

タスク16：インストーラーのログファイルのパスの設定

［GRC Platform - ログの場所］ページで次の操作を実行します。

1. ［ログのパス］でログファイルを格納するパスを確認し、［Next］をクリックします。

2. アプリケーションファイルをコピーするかどうかを確認します。次のいずれかを実行します。

l アプリケーションファイルをコピーする場合は、［はい］をクリックして、コピー先のフォルダを選択

します。
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l アプリケーションファイルをコピーせずに続行するには、［いいえ］をクリックします。

3. ［OK］をクリックします。

タスク17：拡張ワークフローを含むインストールの構成変更の確認

該当する場合には、ウィンドウが表示され次のようなメッセージが表示されます。

インストールプロセスは、このリリースで拡張ワークフローの構成変更の対象となる多くの箇所を発

見しました。一部の機能が、( DDEの一部である)条件付きレイアウト適用アクションを使用して提

供されなくなりました。影響を受けるワークフローおよびアクションは、インストール時に［ログのパス］

フィールドで指定したフォルダに作成されたDDEログファイルで確認できます。影響を受けるワーク

フローを更新する手順については、単独のPDFまたは「6.2インストールおよびアップグレード ガイド」

の付録に記載された「6.2拡張ワークフローの条件付きレイアウト適用アクションの変更への対応」

を参照してください。いずれのドキュメントもRSA LinkのRSA Archer GRCコミュニティからダウンロー

ドできます。

［OK］をクリックします。

タスク18：インストールの実行

［RSA Archer - インストールの実行］ページで次の操作を実行します。

1. ［Next］をクリックします。

インストーラによってコンポーネントのインストールが開始されます。Progress(進捗)バーが開きま

す。

2. インストーラが適切なコンポーネントのインストールを完了するまで待機します。

3. ［Finish］をクリックします。

RSA Archerコントロールパネルが開きます。

タスク19：すべてのWebサーバでのIISの開始

Webサーバのコマンド プロンプトで、次の操作を実行します。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。

iisreset /START

3. Enterをクリックします。
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タスク20：インスタンスの構成の検証

Windowsのサービスを開きます。

1. RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスを開始します。RSA Archer構成

サービスは、すでに開始しているはずです。

注：拡張ワークフローを使用している場合は、WebサーバでRSA Archer Workflowサービスを開

始します。

2. RSA Archerコントロールパネルで[ジョブエンジンマネージャ]を開き、ジョブ処理を開始します。

a. ［サーバ］タブをクリックし、［ジョブ処理の中断］チェックボックスをクリアして、ジョブ処理を開

始します。

b. ［操作］パネルで、［保存］をクリックします。

3. ［インストールの設定］タブで、ログ、デフォルトのロケール、タイムゾーンの設定を確認します。

4. デフォルト インスタンスを選択してから各タブに移動し、構成のすべての情報が正しいことを確

認します。

5. ［保存］をクリックします。

6. その他すべてのインスタンスに対して、ステップ4～5を繰り返します。

7. (オプション) RSA Archerキャッシュサービスを専用のサービスサーバで実行している場合は、次

の手順を実行します。

a. RSA Archerキャッシュサービスを開始し、30秒間待ち、2つのJavaプロセスが確実に開始さ

れるようにします。

b. RSA ArcherキャッシュサービスとJavaプロセスが開始されたことを確認します。

重要：RSA ArcherキャッシュサービスとJavaプロセスが正常に開始されるまで、次のステップ

には進まないでください。

8. サービス専用サーバで、すべてのRSA Archerサービスを開始します。

サービスサーバーのアップグレード

サービスサーバーをアップグレードするには、サービスコンポーネントをインストールする作業が必要

です。このコンポーネントは、サービスロールの各サーバでアップグレードする必要があります。この

アップグレードには数分かかります。また、インスタンスデータベースコンポーネントのインストールと

同時に実行されます。
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重要：キャッシュサービスを使用している場合、RSA ArcherにはJRE( Java Runtime Environment) 8
( 64ビット )が必要です。インストーラーを実行する前に、必要なすべてのコンポーネントを必ずインス

トールしてください。詳細については、「システム要件」を参照してください。

タスク1：インストーラパッケージの準備

1. RSA Linkからインストーラーパッケージをダウンロードします。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. ［管理者として実行］オプションを使用して、他のサーバからもアクセス可能なサーバ上の場所

に、インストールパッケージを展開します。

3. サーバの準備で作成したインスタンスデータベースと構成データベースをバックアップします。デー

タを最新の状態に保ち、必要に応じてデータをリカバリできるようにします。

タスク2：すべてのRSA Archerジョブの停止

このタスクでは、現在実行中のジョブを継続して処理する一方で、新しいジョブの処理を停止しま

す。進行中のジョブと、それに関連づけられている子ジョブは処理を完了することができます。

1. RSA Archerコントロールパネルを管理者として実行します。

2. ［サーバ］タブに移動します。

a. ［プラグイン］メニューで［ジョブエンジンマネージャ］を選択します。

b. ［サーバ］をクリックします。

3. ［ジョブ処理の中断］をクリックします。

4. ［操作］パネルで、［保存］をクリックします。

タスク3：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスの停止

RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスを停止します。

1. 管理者としてWindowsサービスを実行します。

2. RSAのサービスが表示されるまでスクロールします。
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a. 各サービスを順に右クリックします。

注：RSA Archer構成サービスは選択しないでください。

b. ［停止］を選択します。

タスク4：RSA Archerのシャットダウン

アップグレード中のRSA ArcherのWebサイトへのアクセスを防ぐことができます。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。

iisreset /STOP

3. Enterキーを押します。

タスク5：管理者としてインストーラーを実行

インストーラーは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上で実行します。

1. インストーラフォルダを開いて、ArcherInstall.exeを右クリックします。

2. ［管理者として実行］を選択します。

3. ［OK］をクリックしてインストーラを実行します。

4. 使用するインストーラーの適切な言語を選択します。

5. ［使用許諾契約］を確認し、同意してインストールを続行する場合には、［使用許諾契約の

条項に同意します］を選択します。

6. ［次へ］をクリックします。

タスク6：サービスコンポーネントのインストール

［GRC Platform - インストールオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［Webアプリケーション］、［インスタンスデータベース］、［拡張ワークフローサービス］のチェック

マークを外し、［サービス］だけが選択された状態にします。

2. ［Next］をクリックします。
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タスク7：証明書ストアからのX.509証明書の選択

RSA Archerの元のインストールで指定したものと同じ証明書を選択する必要があります。詳細に

ついては、「X.509証明書」を参照してください。

［GRC Platform - 証明書の選択］ページで次の操作を実行します。

1. ［現在の証明書を使用する］を選択していることを確認します。

2. ［次へ］をクリックします。

タスク8：(オプション) メッセージ ログ用のInstrumentationデータベースオプションの

設定

メッセージ ログまたはその他のイベント ログを使用する場合は、Instrumentationデータベースへの接

続情報を入力します。Instrumentationデータベースには、インスタンスデータベースまたは構成デー

タベース以外の専用データベースを使用することを推奨します。

［GRC Platform - Instrumentationデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archer Instrumentationサービスを使用しません］オプションの設定を指定します。

l サービスを使用しない場合は、このオプションを選択します(デフォルト ) 。ステップ5に進みま

す。

l サービスを使用する場合は、このオプションをクリアします。ステップ2に進みます。

2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

3. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ5に進みます。

l ログイン名

l パスワード

4. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ5に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、Instrumentationデータベースを選択します。
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5. ［Next］をクリックします。

タスク9：構成サービスの認証情報の設定

［GRC Platform - サービス認証情報］ページで次の操作を実行します。

1. ［指定したアカウントを使用してすべてのサービスを実行する］が選択されていることを確認しま

す。

2. ［ユーザー名］に、ドメイン\ユーザーの形式でユーザー名を入力します。

3. ［パスワード］に、ドメインユーザーアカウントのパスワードを入力します。

入力中のパスワードを表示するには、［パスワードの表示］をクリックします。

4. ［次へ］をクリックします。

タスク10：サービスとアプリケーションのパスの設定

インストーラは、既存環境のアプリケーションファイルのパスを自動的に表示します。

［GRC Platform - サービスおよびアプリケーションファイル］ページで次の操作を実行します。

1. ［サービス］で、サービスをインストールするパスを確認します。

2. ［アプリケーションファイル］で、アプリケーションファイルをインストールするパスを確認します。

3. ［プログラムグループ］で、［すべてのユーザーにRSA Archerグループを作成する］を選択し、

［Next］をクリックします。

タスク11：(オプション) RSA Archerキャッシュ設定の構成

RSA Archerキャッシュソリューションを使用する場合は、このタスクを実行します。RSA Archerサー

ビスが稼働するサーバでのみ、キャッシュ設定を構成します。

設定では、RSA Archerキャッシュサービス用のプライマリサーバおよび高可用性サーバ(オプション)
を構成します。RSAでは、ファイアウォールで制限されている場合を除き、デフォルトのポート番号の

使用を推奨します。
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重要：RSA Archerキャッシュサービスが稼働する(最大) 2台のサーバには、Javaをインストールする

必要があります。他のすべてのサーバでは、［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］オプ

ションを選択します。このオプションを選択しない場合、インストールを継続するためには、サーバ上

にJavaが存在する必要があります。このため、RSAでは、RSA Archerキャッシュサービスをインス

トールおよび構成する前に、その他のすべてのサーバのインストールを完了することを推奨していま

す。これ以外の順序でインストールを実行する場合は、アクティベーションステップとして手動で

キャッシュを再度有効にする必要があります。

注：メモリ割り当てを指定しない場合は、総メモリ量の35%に相当する値が設定されます。

［GRC Platform - RSA Archerキャッシュ設定］ページで次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l RSA Archerキャッシュサービスを有効にするには、［RSA Archerキャッシュサービスを使用し

ません］チェックボックスをオフにします。

l キャッシュを使用せず、RSA Archerキャッシュサービスをインストールしない場合は、ステップ4
に進みます。

2. 次の表を使用してプライマリサーバを設定します。

設定 値

プライマリサーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行する

サーバのIPv4アドレス

ポート プライマリサーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) プライマリサーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません
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3. (オプション)次の表を使用して高可用性サーバを設定します

設定 値

高可用性サーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行してプラ

イマリサーバをバックアップするサーバのIPアド

レス

ポート 高可用性サーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) 高可用性サーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値。

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません

4. ［Next］をクリックします。

タスク12：インストーラーログファイルのパスの設定

［GRC Platform - ログの場所］ページで次の操作を実行します。

1. ［ログのパス］でログファイルを格納するパスを確認し、［Next］をクリックします。

2. アプリケーションファイルをコピーするかどうかを確認します。次のいずれかを実行します。

l アプリケーションファイルをコピーする場合は、［はい］をクリックして、コピー先のフォルダを選択

します。

l アプリケーションファイルをコピーせずに続行するには、［いいえ］をクリックします。

3. ［OK］をクリックします。

タスク13：インストールの実行

［RSA Archer - インストールの実行］ページで次の操作を実行します。

1. ［Next］をクリックします。

インストーラによってコンポーネントのインストールが開始されます。Progress(進捗)バーが開きま

す。

2. インストーラが適切なコンポーネントのインストールを完了するまで待機します。
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3. ［Finish］をクリックします。

RSA Archerコントロールパネルが開きます。

タスク14：すべてのWebサーバでのIISの開始

Webサーバのコマンド プロンプトで、次の操作を実行します。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。

iisreset /START

3. Enterをクリックします。

タスク15：インスタンスの構成の検証

Windowsのサービスを開きます。

1. すべてのRSA Archerサービスを開始します。

注：拡張ワークフローを使用している場合は、WebサーバでRSA Archer Workflowサービスを開

始します。

2. RSA Archerコントロールパネルで[ジョブエンジンマネージャ]を開き、ジョブ処理を開始します。

a. ［サーバ］タブをクリックし、［ジョブ処理の中断］チェックボックスをクリアして、ジョブ処理を開

始します。

b. ［操作］パネルで、［保存］をクリックします。

3. ［インストールの設定］タブで、RSA Archerのグローバル設定を確認します。ここではログ、デフォ

ルトのロケール、タイムゾーンの設定を確認します。

4. デフォルト インスタンスを選択してから各タブに移動し、構成のすべての情報が正しいことを確

認します。

5. インスタンス構成を変更した場合は保存します。

6. その他すべてのインスタンスに対して、ステップ4～5を繰り返します。

7. (オプション) RSA Archerキャッシュサービスを専用のサービスサーバで実行している場合は、次

の手順を実行します。
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a. RSA Archerキャッシュサービスを開始し、30秒間待ち、2つのJavaプロセスが確実に開始さ

れるようにします。

b. RSA ArcherキャッシュサービスとJavaプロセスが開始されたことを確認します。

重要：RSA ArcherキャッシュサービスとJavaプロセスが正常に開始されるまで、次のステップ

には進まないでください。

8. サービス専用サーバで、すべてのRSA Archerサービスを開始します。

Webサーバのアップグレード

Webロールをアップグレードするには、Webアプリケーションコンポーネントとサービスコンポーネントを

専用のWebサーバにインストールする作業が必要です。これらのコンポーネントは、Webロールの各

サーバでアップグレードする必要があります。WebアプリケーションコンポーネントはRSA Archer構成

サービスに接続できなければなりません。

このアップグレードには数分かかります。また、インスタンスデータベースコンポーネントのインストール

と同時に実行できます(該当する場合) 。

重要：このバージョンのRSA ArcherにはMicrosoft .NET Framework 4.6.1が必要です。キャッシュ

サービスを使用している場合、RSA ArcherにはJRE( Java Runtime Environment) 8( 64ビット )も必

要です。システム要件の詳細については、「システム要件」を参照してください。インストーラーを実

行する前に、必要なすべてのコンポーネントを必ずインストールしてください。

タスク1：インストーラパッケージの準備

1. RSA Linkからインストーラーパッケージをダウンロードします。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. ［管理者として実行］オプションを使用して、他のサーバからもアクセス可能なサーバ上の場所

に、インストールパッケージを展開します。

3. サーバの準備で作成したインスタンスデータベースと構成データベースをバックアップします。デー

タを最新の状態に保ち、必要に応じてデータをリカバリできるようにします。

タスク2：すべてのRSA Archerジョブの停止

このタスクでは、現在実行中のジョブを継続して処理する一方で、新しいジョブの処理を停止しま

す。進行中のジョブと、それに関連づけられている子ジョブは処理を完了することができます。
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1. RSA Archerコントロールパネルを管理者として実行します。

2. ［サーバ］タブに移動します。

a. ［プラグイン］メニューで［ジョブエンジンマネージャ］を選択します。

b. ［サーバ］をクリックします。

3. ［ジョブ処理の中断］をクリックします。

4. ［操作］パネルで、［保存］をクリックします。

タスク3：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスの停止

RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA Archerサービスを停止します。

1. 管理者としてWindowsのサービスを開きます。

2. RSAのサービスが表示されるまでスクロールします。

a. 各サービスを順に右クリックします。

注：RSA Archer構成サービスは選択しないでください。

b. ［停止］を選択します。

タスク4：RSA Archerのシャットダウン

アップグレード中のRSA ArcherのWebサイトへのアクセスを防ぐことができます。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。

iisreset /STOP

3. Enterキーを押します。

タスク5：管理者としてインストーラーを実行

インストーラーは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上で実行します。
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1. インストーラフォルダを開いて、ArcherInstall.exeを右クリックします。

2. ［管理者として実行］を選択します。

3. ［OK］をクリックしてインストーラを実行します。

4. 使用するインストーラーの適切な言語を選択します。

5. ［使用許諾契約］を確認し、同意してインストールを続行する場合には、［使用許諾契約の

条項に同意します］を選択します。

6. ［次へ］をクリックします。

タスク6：Webコンポーネントのインストール

［GRC Platform - インストールオプション］ページで次の操作を実行します。

1. 目的のコンポーネントだけが選択されていることを確認します。

l Webアプリケーション

l インスタンスデータベース

l 拡張ワークフロー

2. ［Next］をクリックします。

タスク7：ストアからのX.509証明書の選択

RSA Archerの元のインストールで指定したものと同じ証明書を選択する必要があります。詳細に

ついては、「X.509証明書」を参照してください。

［GRC Platform - 証明書の選択］ページで次の操作を実行します。

1. ［現在の証明書を使用する］を選択していることを確認します。

2. ［次へ］をクリックします。

タスク8：RSA Archerとコンテンツの言語の選択

タスク3で、［インスタンスデータベース］ボックスをオンにしなかった場合は、このタスクは自動的にス

キップされます。

第3章：RSA Archerのアップグレード 61



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

［GRC Platform - 言語］ページで次の操作を実行します。

1. ［GRC Platformの言語の選択］で、RSA Archerが使用する言語を選択します。デフォルトの言

語は［英語(アメリカ)］です。サポートされている言語は次のとおりです。英語(米国) 、中国

語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語(ブラジル) 、ロシア語、スペイン語

2. ［Next］をクリックします。

タスク9：Webアプリケーションオプションの構成

［GRC Platform - Webアプリケーションオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［Webサイト］で、RSA Archer Webアプリケーションのインストール先となるWebサイトを選択しま

す。

2. ［インストール先ディレクトリ］で、インストール先のWebアプリケーションが設定されていることを確

認します。

l Webサイトのデフォルト アプリケーションにインストール

l IISアプリケーションを指定

3. ［Next］をクリックします。

4. インストール先ディレクトリに関する確認メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。

タスク10：(オプション) Instrumentationデータベースのメッセージ ログオプションの

設定

メッセージ ログまたはその他のイベント ログを使用する場合は、Instrumentationデータベースへの接

続情報を入力します。Instrumentationデータベースには、インスタンスデータベースまたは構成デー

タベース以外の専用データベースを使用することを推奨します。

［GRC Platform - Instrumentationデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archer Instrumentationサービスを使用しません］オプションの設定を指定します。

l サービスを使用しない場合は、このオプションを選択します(デフォルト ) 。ステップ5に進みま

す。

l サービスを使用する場合は、このオプションをクリアします。ステップ2に進みます。
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2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

3. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ5に進みます。

l ログイン名

l パスワード

4. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ5に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、Instrumentationデータベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。

タスク11：サービスの認証情報の設定

［GRC Platform - サービス認証情報］ページで次の操作を実行します。

1. ［指定したアカウントを使用してすべてのサービスを実行する］が選択されていることを確認しま

す。

2. ［ユーザー名］に、ドメイン\ユーザーの形式でユーザー名を入力します。

3. ［パスワード］に、ドメインユーザーアカウントのパスワードを入力します。

入力中のパスワードを表示するには、［パスワードの表示］をクリックします。

4. ［次へ］をクリックします。

タスク12：サービスとアプリケーションファイルのパスの設定

インストーラは、既存環境のアプリケーションファイルのパスを自動的に表示します。

［GRC Platform - サービスおよびアプリケーションファイル］ページで次の操作を実行します。

1. ［サービス］で、サービスをインストールするパスを確認します。

2. ［アプリケーションファイル］で、アプリケーションファイルをインストールするパスを確認します。
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3. ［プログラムグループ］で、［すべてのユーザーにRSA Archerグループを作成する］を選択し、

［Next］をクリックします。

タスク13：RSA Archerキャッシュサービスの無効化

このサービスは、デフォルトで無効になっています。キャッシュサーバではない他のすべてのサーバで

はこのサービスを無効化してください。RSA Archerキャッシュサービスをサービスサーバで一度だけ

有効化します。

［GRC Platform - RSA Archerキャッシュ設定］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］チェックボックスをオンにして、RSA Archerキャッ

シュサービスを無効にします。

2. ［Next］をクリックします。

重要：RSA Archerキャッシュサービスが稼働する(最大) 2台のサーバには、Javaをインストールする

必要があります。他のすべてのサーバでは、［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］オプ

ションを選択します。このオプションを選択しない場合、インストールを継続するためには、サーバ上

にJavaが存在する必要があります。このため、RSAでは、RSA Archerキャッシュサービスをインス

トールおよび構成する前に、その他のすべてのサーバのインストールを完了することを推奨していま

す。これ以外の順序でインストールを実行する場合は、アクティベーションステップとして手動で

キャッシュを再度有効にする必要があります。

タスク14：インストーラーログファイルのパスの設定

［GRC Platform - ログの場所］ページで次の操作を実行します。

1. ［ログのパス］でログファイルを格納するパスを確認し、［Next］をクリックします。

2. アプリケーションファイルをコピーするかどうかを確認します。次のいずれかを実行します。

l アプリケーションファイルをコピーする場合は、［はい］をクリックして、コピー先のフォルダを選択

します。

l アプリケーションファイルをコピーせずに続行するには、［いいえ］をクリックします。

3. ［OK］をクリックします。

タスク15：インストールの実行

［RSA Archer - インストールの実行］ページで次の操作を実行します。
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1. ［Next］をクリックします。

インストーラによってコンポーネントのインストールが開始されます。Progress(進捗)バーが開きま

す。

2. インストーラが適切なコンポーネントのインストールを完了するまで待機します。

3. ［Finish］をクリックします。

RSA Archerコントロールパネルが開きます。

タスク16：すべてのWebサーバでのIISの開始

Webサーバのコマンド プロンプトで、次の操作を実行します。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のコマンドを入力します。

iisreset /START

3. Enterをクリックします。

タスク17：インスタンスの構成の検証

Windowsサービスを開始します。

1. すべてのRSA Archerサービスを開始します。

注：拡張ワークフローを使用している場合は、WebサーバでRSA Archer Workflowサービスを開

始します。

2. RSA Archerコントロールパネルで[ジョブエンジンマネージャ]を開き、ジョブ処理を開始します。

a. ［サーバ］タブをクリックし、［ジョブ処理の中断］チェックボックスをクリアして、ジョブ処理を開

始します。

b. ［操作］パネルで、［保存］をクリックします。

3. ［インストールの設定］タブで、RSA Archerのグローバル設定を確認します。ここではログ、デフォ

ルトのロケール、タイムゾーンの設定を確認します。

4. デフォルト インスタンスを選択してから各タブに移動し、構成のすべての情報が正しいことを確

認します。

5. インスタンス構成を変更した場合は保存します。

6. その他すべてのインスタンスに対して、ステップ4～5を繰り返します。
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7. (オプション)サービス専用サーバで、RSA Archerキャッシュサービスを実行している場合は、次

の手順を実行します。そうでない場合は、ステップ8に進みます。

a. RSA Archerキャッシュサービスを開始し、30秒間待ち、2つのJavaプロセスが確実に開始さ

れるようにします。

b. RSA ArcherキャッシュサービスとJavaプロセスが開始されたことを確認します。

重要：RSA ArcherキャッシュサービスとJavaプロセスが正常に開始されるまで、次のステップ

には進まないでください。

8. サービス専用サーバで、すべてのRSA Archerサービスを開始します。
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第4章：RSA Archerのアクティブ化

この章では、新規インストールまたはアップグレード後にRSA Archerの構成をアクティブ化し、必要

に応じて、拡張ワークフローを構成する手順について説明します。

l 新規インストールのアクティブ化プロセス

l アップグレードのアクティブ化プロセス

l 拡張ワークフローの構成

インストール後のワークシートを使用して、システム構成を記録します。

RSA Archerのインストールのアクティブ化

RSA Archerの新規インストールの完了後、このセクションを使用して、ご使用の環境を適切に構

成します。

インストールのアクティブ化プロセス

RSA Archerのインストールを完了するには、環境を構成し、サーバをアクティブ化する必要がありま

す。サーバのアクティブ化は、RSA Archer固有のファイルに適切なアクセス権限を設定し、適切な

サービスからアクセスできるようにするプロセスです。

RSA Archerのアクティブ化には、次のフェーズが含まれます。

フェー

ズ
操作 参照

1 RSA Archerコントロールパネルを使用し

て、［インストールの設定］タブでRSA
Archerのグローバル設定を構成します。

RSA Archerコントロールパネルのヘルプ：

l ログルールの構成

l デフォルトのロケールおよびタイムゾーン

の構成

2 RSA Archerコントロールパネルを使用し

て、次のいずれかを実行します。

l 新規インストールの場合は、デフォルトの

RSA Archerインスタンスを作成します

(デフォルト インスタンスの設定を含む) 。

l アップグレードの場合は、既存のインスタ

ンスに接続します。

RSA Archerインスタンスへの接続

RSA Archerコントロールパネルのヘルプ：

l インスタンス構成の設定

l デフォルト インスタンスの作成の完了

l デフォルト インスタンスの設定
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フェー

ズ
操作 参照

3 マルチホスト インストールの場合、

RSA Archerサービスを開始し、ドメインア

カウントへのアクセス、キャッシュサービス、

X.509証明書を検証することにより、サービ

スサーバをアクティブ化します。

サービスサーバの構成

4 Webサーバをアクティブ化するには、RSA
Archerディレクトリに対する権限を付与し、

Webサイトにアプリケーションプールを割り

当てます。

Webサーバの構成

検証プロセスでは、以下の点に留意してください。

l デフォルト インスタンスを作成します。

l メインのWebサーバでライセンスを登録します。

l メインのサービスサーバですべてのRSA Archerサービスを開始します。

l 各WebサーバでRSA Archer構成サービスを開始します。

l ネットワーク共有に適切なファイルが配置されていることを確認します。

l 各サーバにネットワーク共有をマップします。

RSA Archerインスタンスの作成

RSA Archerコントロールパネルでインスタンスを作成し、そのうちの1つを全ユーザーのデフォルト イ

ンスタンスとして指定します。各タスクの手順は、対応するRSA Archerコントロールパネルのヘルプ

を参照してください。

タスク1：RSA Archer Queuingサービスの開始

1. ［スタート］＞［サービス］に移動し、［サービス］ウィンドウを開きます。

2. リストから［RSA Archer Queuing］サービスを探します。

3. RSA Archer Queuingサービスが開始していることを確認します。

l サービスが開始している場合は、タスク2に進みます。

l サービスが開始していない場合は、ステップ4に進みます。

4. ［RSA Archer Queuing］を右クリックします。

5. ［開始］をクリックします。
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タスク2：デフォルトRSA Archerインスタンスの作成

次のタスクをすべて完了します。詳細な手順については、RSA Archerコントロールパネルのヘルプ

の「インスタンスの設定」を参照してください。右上隅にある疑問符アイコンをクリックして、RSA
Archerコントロールパネルのヘルプにアクセスします。

［インスタンス］タブ 必須

全般 インスタンスの通知の構成(デフォルトの差出

人アドレス)

ログルールの構成(上書き)

デフォルトのロケールおよびタイムゾーンの構成

(上書き)

インスタンスのファイルリポジトリパスの指定

インスタンスの検索インデックスのパスとキューイ

ングサーバの指定

Web WebアプリケーションのベースURLと認証URLの
指定

データベース インスタンスのデータベース接続文字列とプール

オプションの構成

アカウント SysAdminパスワードとサービスアカウント パス

ワードの変更

保守SQLスクリプトの実行

Microsoft SQLデータベースのインデックスと統計の保守を行う標準的なプロセスが組織にない場合

は、SQLスクリプトを使用してRSA Archerデータベースを保守します。このスクリプトは、RSA Archer
Database Statistics Updateジョブを作成して統計を更新し、RSA Archer Database Index Rebuild
ジョブを作成してデータベースのインデックスを再構築します。

最良の結果を得るには、非アクティブな期間にこれらのジョブを実行するようにスケジュールを設定

してください。たとえば、Statistics Updateジョブを毎日午前3時に、Index Rebuildジョブを毎週日曜

日の午前2時に実行するようにスケジュールを設定します。

注：スクリプトを実行する前に、SQL Serverエージェントを実行する必要があります。

保守SQLスクリプトの実行

1. RSA Archerデータベースをホストするサーバにシステム管理者としてログインします。

2. \RSA Archer\Tools\フォルダに移動します。
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3. jobDeployScript.sqlをダブルクリックします。

4. 接続先のデータベースとして、RSA Archerデータベースを選択します。

5. スクリプトを実行します。Statistics UpdateデータベースジョブとIndex Rebuild databaseデータベー

スジョブが作成されます。

Webサーバの構成

重要：各サーバの構成ファイルが同じコンピューターキーを共有していることを確認します。このキー

は暗号化に使用され、キーの生成が正しく行われるように各Webサーバで同一である必要があり

ます。詳細については、「RSA Archerのロード バランサーの構成」を参照してください。

特に記載がない限り、IIS( Internet Information Services)マネージャで次の手順を実行します。

タスク1：アカウント アプリケーション プールIDの指定

1. IISマネージャで、［Webサーバ］＞［アプリケーションプール］に移動します。

2. RSA Archerのアプリケーションプールを右クリックし、［詳細設定］を選択します。

3. ［プロセスモデル］の下の［ID］をクリックし、ApplicationPoolIdentityの省略記号( ...)をクリックしま

す。

4. ［カスタムアカウント］をクリックし、［設定］をクリックします。

5. 次の項目に対して適切な値を入力します。

l ユーザー名

l パスワード

l パスワードの確認

6. ［OK］をクリックし、再度［OK］をクリックします。

7. ［OK］をクリックします。

タスク2：アプリケーション プールの割り当て

注：アプリケーションプールを割り当てる際には、RSA Archer Webサイトを選択します。Webサイト

が仮想ディレクトリの場合もあります。次の手順は、「Default Web Site」を選択した場合の手順で

す。
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1. IISマネージャで、Webサーバ＞［サイト］＞［Default Web Site］＞Webサイト ( RSA Archerなど)
に移動します。

2. Webサイトを右クリックし、［アプリケーションの管理］＞［詳細設定］を選択します。

3. ［全般］で［アプリケーションプール］をクリックし、隣の省略記号( ...)ボタンをクリックします。

4. ［アプリケーションプール］で適切なアプリケーションプールを選択し、［OK］をクリックします。

5. ［OK］をクリックします。

6. Webサーバ＞［アプリケーションプール］に移動します。

7. 選択したアプリケーションプールを右クリックし、［詳細設定］をクリックします(例：［.NET v4.5］＞
［詳細設定］) 。

8. ［全般］セクションで、 .NET CLRバージョンとして［v4.0］を選択します。

9. ［OK］をクリックします。

タスク3：APIのアプリケーション プールの確認

APIはWebサイトのアプリケーションプールと同じか、または同じ構成のアプリケーションプールに設

定する必要があります。

1. IISマネージャで、Webサーバ＞［サイト］＞［Default Web Site］＞Webサイトに移動します。

例：RSA Archer。

2. Webサイト ノードを展開し、apiノードに移動します。

3. apiノードを右クリックし、［アプリケーションの管理］＞［詳細設定］を選択します。

4. ［全般］で、アプリケーションプールがWebサイトと同じであることを確認します。

5. 次のいずれかを実行します。

l アプリケーションプールがWebサイトと一致している場合は、ステップ6に進みます。

l アプリケーションプールがWebサイトと一致していない場合は、次の操作を実行します。

a. ［アプリケーションプール］で省略記号( ...)ボタンをクリックします。

b. Webサイトのアプリケーションプールを選択し、［OK］をクリックします。

6. ［OK］をクリックします。
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タスク4：ネットワーク共有上のcompany_filesディレクトリを仮想ディレクトリとして再構成

構成に複数のサービスサーバが含まれている場合には、このタスクを実行します。

マルチホスト構成で最初のインストールが完了した後に、company_filesの仮想ディレクトリを構成

します。company_filesディレクトリは、ネットワーク共有にマップされる仮想ディレクトリとして再構成

する必要があります。

1. ネットワーク共有にcompany_filesディレクトリを作成し、ローカルのcompany_filesフォルダ

( Inetpub\wwwroot\RSAarcher\company_filesなど)にあるすべてのフォルダを、新たに作成した

company_filesフォルダにコピーします。

2. 元のcompany_filesディレクトリをcompany_files.oldに名称変更します。

3. company_filesディレクトリの共有プロパティを変更し、ドメインユーザーアカウントに［変更］また

は［読み取り/書き込み］を許可します。

4. IISマネージャで、［仮想ディレクトリの追加］ダイアログボックスに移動します。

a. Webサーバ＞［サイト］＞［Default Web Site］＞［RSA Archer］をクリックします。

b. ［RSA Archer］Webサイトを右クリックし、［仮想ディレクトリの追加］を選択します。

5. ［エイリアス］にcompany_filesと入力します。

6. ［物理パス］で、ネットワーク共有上に新たに作成したcompany_filesのパスを入力し、［接続］を

クリックします。

7. ［特定のユーザー］を選択し、［設定］をクリックします。

8. ［ユーザー名］にドメインユーザーアカウントを入力します。

9. ［パスワード］にドメインユーザーアカウントのパスワードを入力します。

10. ［パスワードの確認］にドメインユーザーアカウントのパスワードを再入力し、［OK］をクリックしま

す。

11. ［OK］をクリックします。

12. ［OK］を再度クリックします。

タスク5：RSA Archerディレクトリに対する権限の付与

構成に複数のサービスサーバが含まれている場合には、このタスクを実行します。

ネットワーク共有上のWebアプリケーションのすべての構成に対して、このタスクを実行します。イン

ターネット インフォメーションサービス( IIS)マネージャで、次の操作を実行します。

第4章：RSA Archerのアクティブ化 72



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

アプリケーションプールIDに、次のフォルダに対する変更権限があることを確認します。

ディレクトリ パス メモ

Windows\Te
mp

SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\
Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\T
emporary ASP.NET Files

company_
files

Webサーバまたはネットワーク共有上の指

定パス

company_files、ログファイル、検索

インデックス、ファイルリポジトリにつ

いては、実際に構成したパスを指

定します。

例：Inetpub\wwwroot\RSAarcher\co
mpany_files

ログファイル Webサーバまたはネットワーク共有上の指

定パス

例：..\RSAarcher\LogFiles

ファイルリポ

ジトリ

Webサーバまたはネットワーク共有上の指

定パス

例：..\RSAarcher\FileRepository

タスク6：IISのリセット

1. ［スタート］＞［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

2. 次のコマンドを入力します。

iisreset.exe

3. Enterキーを押します。

タスク7：ウイルススキャンの対象からフォルダを除外 (推奨 )

RSAでは、導入したサーバでウイルス対策ソフトウェアを定期的に実行することを推奨します。ただ

し、RSA Archer Threat Managementソリューション利用時のように、ウイルス対策ソフトウェアが、

RSA Archerが関連するディレクトリに挿入または更新したデータを、ウイルスまたはマルウェアと解

釈する可能性があります。

1. 次のファイルが格納されるフォルダでは、ウイルススキャンを無効にします。

l Windows\Microsoft.Net\Framework64

l RSA Archer Company Files

l RSA Archerログファイル
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l RSA Archerインデックス

l RSA Archerファイルリポジトリ

2. マルウェア対策ソリューションによるパフォーマンスの低下を防ぐ場合には、RSA
Archer\Workflow\フォルダ内のRSA Archerプログラムファイルに対するウイルススキャンを無効

にします。

「ウイルススキャン」の詳細については、「RSA Archer Security Configuration Guide」を参照してくだ

さい。

サービスサーバの構成

新規インストールの場合、サービスサーバを構成するにはRSA Archerサービスを開始する必要が

あります。

タスク1：ドメイン ユーザーアカウントがネットワーク共有とネットワーク共有上のcompany_filesディレクトリに

アクセスできることの確認

1. ログファイルが、ネットワーク共有ではなくローカルドライブ上にあることを確認します。

2. RSA Archerコントロールパネルの［インストールの設定］タブで、ログのパスを確認します。ログ

ファイルについては、ネットワーク共有ではなくローカルドライブに格納するよう設定されているこ

とを確認してください。

3. エクスプローラーで、ドメインアカウントに変更または読み取り/書き込み権限があることを確認

します。

4. ネットワーク共有に移動し、次のフォルダに対する変更権限または読み取り/書き込み権限が

あることを確認します。

l ファイルリポジトリ

l company_files

l インデックス

タスク2：(オプション) RSA Archerキャッシュサービスの権限の検証 (ドメイン アカウントとして使用する場

合 )

1. エクスプローラーで、RSA ArcherのServicesフォルダー内のGemFireフォルダーに移動します。こ

のフォルダは、たとえば、「C: Program Files\RSA Archer\Services\GemFire」にあります。
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2. ドメインアカウントが、GemFireフォルダの変更権限または読み取り/書き込み権限を持つこと

と、このフォルダのすべての子オブジェクトにも同じ権限を持つことを確認します。

タスク3：X.509証明書へのアクセス権限の確認

このステップでは、サービスアカウントにX.509証明書の秘密鍵への読み取り権限があることを確認

します。この証明書は初期インストール中に指定したものです。詳細については、「X.509証明書」

を参照してください。

1. MMC( Microsoft管理コンソール)を起動します。次の操作を実行します。

a. ［スタート］＞［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

b. ［名前］に次のように入力します。

mmc

c. OKをクリックします。［コンソールルート］ ウィンドウが開きます。

2. ［ファイル］＞［スナップインの追加と削除］をクリックします。

3. ［利用できるスナップイン］で、［証明書］を選択し、［追加］をクリックします。

4. ［コンピュータ アカウント］を選択して、［次へ］をクリックします。［コンピュータの選択］ダイアログ

ボックスが表示されます。

5. ［ローカルコンピューター(このコンソールを実行しているコンピューター) ］を選択し、［完了］をク

リックします。

6. ［OK］をクリックします。

7. ［証明書(ローカルコンピュータ) ］、［個人］フォルダの順に展開し、［証明書］をクリックします。

初期インストール時に証明書を作成した場合、RSA Archer Configuration証明書が表示され

ます。

8. ［RSA Archer Configuration］またはインストール中に指定した証明書を右クリックし、［すべての

タスク］＞［秘密キーの管理］をクリックします。

9. ［グループ名またはユーザー名］で、次のいずれかを実行します。

l アカウントが表示された場合は、次のステップに進みます。

l アカウントが表示されない場合は、次の処理を実行します。

a. ［追加］をクリックします。［ユーザー、コンピュータ、サービスアカウント、グループの選択］ダ

イアログボックスが開きます。
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b. ［選択するオブジェクト名を入力してください］に適切なオブジェクト名を入力し、［OK］を
クリックします。

10. ［アクセス許可］で次の操作を実行します。

a. フルコントロールの［許可］チェックボックスからチェックを外します。

b. 読み取りの［許可］チェックボックスをチェックします。

11. RSA Archerサービスを実行するすべてのアカウントについてステップ9と10を繰り返します。

12. ［OK］をクリックして保存し、コンソールウィンドウを閉じます。

タスク4：証明書失効リストへのアクセス

ジョブ処理が開始するたびに、証明書失効リスト ( CRL)の検証が行われます。RSA Archerサーバ

がインターネットに直接アクセスできない場合は、CRL配布ポイントにアクセスできないため、15秒
間のタイムアウトが発生してからジョブ処理が続行されます。このタイムアウトは、ジョブエンジン

サービスがジョブ処理を開始するたびに大幅な遅延を引き起こす可能性があります。

15秒間の遅延を除くには、次のいずれかのタスクを完了します。

証明書失効リストの検証の無効化

ジョブエンジンサービスを実行しているユーザーアカウントのCRL検証を無効にするには、以下のタ

スクを完了します。CRL検証を無効にしても、署名の検証は無効になりません。署名証明書は

引き続き、信頼されたルート証明書ストアと照合されます。

次の操作を実行します。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のように入力します。

wmic useraccount get name,sid

3. OKをクリックします。

4. ジョブエンジンを実行しているユーザーアカウントのSIDを見つけます。

a. コマンド プロンプトで、次のように入力します。

RegEdit

b. ［HKEY_USERS］＞［ジョブエンジンを実行しているユーザーアカウントのSID]＞
［Software］＞［Microsoft］＞［Windows］＞［CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers］＞
［Software Publishing］に移動します。
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c. 右側のパネルで［State］をダブルクリックします。

d. ［値のデータ( 16進数) ］を「23c00」(デフォルト、検証を行う)から「23e00」(検証を行わない)
に変更します。

5. OKをクリックします。

システムレベルのHTTPプロキシの設定

システムレベルのHTTPプロキシを設定して、システムにログインするあらゆるユーザーが別の操作を

行わずにインターネットにアクセスできるようにするには、以下のタスクを完了します。組織によって

は、この操作が推奨されない場合もあります。

次の操作を実行します。

1. コマンド プロンプトを開きます。

2. 次のように入力します。

netsh winhttp set proxy proxy-server=”[MyProxyServer:port]” bypass-list=”<local>,”

ここで[MyProxyServer:port]には、実際のプロキシ サーバとポート番号を設定します。

3. Enterキーを押します。

RSA Archerのアップグレードのアクティブ化

RSA Archer Suiteのアップグレードの完了後、このセクションを使用して、ご使用の環境を適切に構

成します。

アップグレードのアクティブ化プロセス

RSA Archerのアップグレードを完了するには、環境を構成し、サーバをアクティブ化する必要があり

ます。サーバのアクティブ化は、RSA Archer固有のファイルに適切なアクセス権限を設定し、適切

なサービスからアクセスできるようにするプロセスです。

アクティブ化には、次のフェーズが含まれます。
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フェー

ズ
操作 参照

1 RSA Archerコントロールパネルを使用し

て、次のいずれかを実行します。

l 新規インストールの場合は、デフォルトの

RSA Archerインスタンスを作成します

(デフォルト インスタンスの設定を含む) 。

l アップグレードの場合は、既存のインスタ

ンスに接続します。

RSA Archerインスタンスへの接続

RSA Archerコントロールパネルのヘルプ：

l インスタンス構成の設定

l デフォルト インスタンスの作成の完了

l デフォルト インスタンスの設定

2 RSA Archer Database Statistics Updateジョ

ブを作成して統計を更新し、RSA Archer
Database Index Rebuildジョブを作成して

データベースのインデックスを再構築しま

す。

保守SQLスクリプトの実行

3 ライセンスの登録、RSA Archerサービスの

開始、検索インデックスの再構築を実行し

て、RSA Archerインスタンスをアクティブ化

します。

インスタンスのアクティブ化

RSA Archerコントロールパネルのヘルプ：

l インスタンスの登録

l 検索インデックスの再構築

検証プロセスでは、以下の点に留意してください。

l メインのWebサーバでライセンスを登録します。

l メインのサービスサーバですべてのRSA Archerサービスを開始します。

l 各WebサーバでRSA Archer構成サービスを開始します。

RSA Archerインスタンスのアクティブ化

インスタンスをアクティブ化するには、RSA Archerライセンスを登録し、検索インデックスを再構築す

る必要があります。検索インデックスを再構築するには、RSA Archer Queuingサービスが実行中で

ある必要があります。

タスク1：RSA Archerコントロールパネルを使用して、RSA Archerソフトウェアのライセンスを登録

する

完全な手順については、RSA Archerコントロールパネルのヘルプトピック「インスタンスの登録」を

参照してください。
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タスク2：RSA Archer Queuingサービスの再起動

このステップは、最初のインスタンスを登録する場合に必要となります。2番目以降のインスタンスを

登録する場合は、次のステップに進みます。

［サービス］ウィンドウで次の手順を実行します。

1. リストから［RSA Archer Queuing］サービスを探します。

2. ［RSA Archer Queuing］を右クリックし、［再開］をクリックします。

タスク3：RSA Archerコントロールパネルを使用して、検索インデックスを初期化する

完全な手順については、RSA Archerコントロールパネルのヘルプの「検索インデックスの再構築」を

参照してください。

保守SQLスクリプトの実行

Microsoft SQLデータベースのインデックスと統計の保守を行う標準的なプロセスが組織にない場合

は、SQLスクリプトを使用してRSA Archerデータベースを保守します。このスクリプトは、RSA Archer
Database Statistics Updateジョブを作成して統計を更新し、RSA Archer Database Index Rebuild
ジョブを作成してデータベースのインデックスを再構築します。

最良の結果を得るには、非アクティブな期間にこれらのジョブを実行するようにスケジュールを設定

してください。たとえば、Statistics Updateジョブを毎日午前3時に、Index Rebuildジョブを毎週日曜

日の午前2時に実行するようにスケジュールを設定します。

注：スクリプトを実行する前に、SQL Serverエージェントを実行する必要があります。

保守SQLスクリプトの実行

1. RSA Archerデータベースをホストするサーバにシステム管理者としてログインします。

2. \RSA Archer\Tools\フォルダに移動します。

3. jobDeployScript.sqlをダブルクリックします。

4. 接続先のデータベースとして、RSA Archerデータベースを選択します。

5. スクリプトを実行します。Statistics UpdateデータベースジョブとIndex Rebuild databaseデータベー

スジョブが作成されます。

拡張ワークフローの構成

拡張ワークフロー機能を使用する場合、環境によってはインストール後に追加の構成を有効にし

なければならないことがあります。次のタスクを確認し、使用環境に該当するものを実行してくださ

い。
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タスク1：拡張ワークフローサービスとRSA Archerの間の通信のためにローカルホ

ストでHTTPポートを開く

RSA Archer中間層とRSA Archer拡張ワークフローサービスの間ではHTTP通信が行われます。現

在HTTP通信を無効にしている場合、拡張ワークフロー機能を使用するには、RSA Archer拡張

サークフローサービスを実行しているサーバのローカルファイアウォールまたはその他のツールでTCP
ポート8000を例外として許可します。

タスク2：拡張ワークフローサービスを非管理者アカウントを使用して実行する

デフォルトでは、拡張ワークフローサービスは管理者として実行されます。ただし、このサービスを管

理者権限やローカルシステム権限で実行したくない場合は、次の権限を持つ別のアカウントで実

行できます。

ディレクトリ 必要なアクセス権限

C:\Program Files\RSA
Archer\Services\Workpoint

読み取り/書き込み

C:\ArcherFiles\Logging 書き込み

このアカウントの%TMP%または%TEMP%環境

変数が参照するディレクトリ。

読み取り/書き込み

サービスアカウントを変更するには、以下を実行してください。

1. サービスコントロールマネージャを開きます。

2. 拡張ワークフローサービスを右クリックし、［プロパティ］を選択します。

3. ［ログオン］タブをクリックして、このアカウントを選択します。

4. 使用するユーザーを選択し、認証情報を入力して［OK］をクリックします。

タスク3：ロード バランシング環境で拡張ワークフローを有効化する

ロード バランサーを使用してRSA Archerを実行する場合は、IISおよび拡張ワークフローサービスを

実行するすべての内部サーバが、ポート8000を介して通信できるようにします。
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タスク4：Windowsホストのレジストリキーが有効であることを確認する

1. regedit.exeを開きます。

2. レジストリキーに、拡張ワークフローの構成情報が格納されていることを確認します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Workpoint LLC\Workpoint\4.1

3. ServerAddressに、サーバのホスト名が格納されていることを確認します。

重要：Windowsホスト名を変更する場合、このプロパティを変更するまで、拡張ワークフローは正し

く同期されません。
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第5章：RSA Archerの検証

この章では、RSA Archerの構成のコンポーネントを検証する手順について説明します。付録 :Dの
検証チェックリストと併せて使用します。

Platformシステムの検証

検証プロセスでは、RSA Archerのシステムコンポーネントが正しく構成およびインストールされてお

り、RSA Archerの主要な機能が業務に使用できることを確認します。

この章の情報により、基本的な機能を検証することができます。実際の運用環境では、業務に合

わせてさらに実用的なテスト計画書を開発することを推奨します。他に使用する機能がある場合

は、それらもテストします。たとえば、通知がワークフローの重要な役割を担う場合は、通知もテス

トします。システムを運用可能な状態にする方法の詳細については、RSA Archerのオンラインド

キュメントを参照してください。

RSA Archer構成要素の検証

RSA Archerの構成要素を検証して、インスタンスが正しく構成されていることを確認します。また、

検索インデックス、ファイルリポジトリ、company_filesを検証します。

新しいアプリケーションの追加、レコードの入力、キーワード検索のテスト、レコードへのファイルの添

付を行います。拡張ワークフロー機能を使用する場合は、アプリケーション内にテスト ワークフロー

も作成します。各タスクには、処理手順の参照先として、RSA Archerオンラインドキュメントの適

切なトピックが記載されています。

タスク1：RSA Archerへのアクセスとログイン

RSA Archerにアクセスし、システム管理者としてログインできることを確認します。

ス

テッ

プ

アクション 結果

1 IEなどのブラウザを起動し、RSA Archerの
ベースURLを入力します。

このURLは、RSA Archerコントロールパネル

の［Web］タブで設定します。
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ス

テッ

プ

アクション 結果

2 RSA Archerにシステム管理者としてログイン

します。

a. ［ユーザー名］にsysadminと入力します。

b. ［会社］にインスタンス名を入力します。

c. ［パスワード］にパスワードを入力します。

3 ログインをクリックします。 RSA Archerページが表示されます。

［ログイン］ページが表示されない場合は、

「システムコンポーネントのトラブルシューティ

ング」を参照してください。

タスク2：新しいアプリケーションの追加とテスト

RSA Archerオンラインドキュメントの手順を参照し、アプリケーションビルダーでアプリケーションを作

成します。

ス

テッ

プ

アクション 結果

1 新しいアプリケーションを最初から作成しま

す。

オンラインドキュメントの「アプリケーションの

追加」を参照してください。

2 次のフィールド タイプを追加します。

l テキスト (検索結果オプションを有効化)

l 添付ファイル

l 3個以上の値を含む値リスト

オンラインドキュメントの「テキスト フィールド

の追加」、「添付ファイルフィールドの追

加」、「値リスト フィールドの追加」を参照し

てください。

追加した各フィールドが、［フィールドの管

理］ページのリストに表示されます。
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ス

テッ

プ

アクション 結果

3 新たに作成したフィールドをレイアウトに追

加します。

オンラインドキュメントの「レイアウトへの

フィールドの追加」を参照してください。

4 (オプション)次の設定を含んだ簡単な拡張

ワークフローを構築し、アクティブ化します。

l ノード：［開始］、［停止］、［コンテンツ更

新］の3つのノードを追加します。いずれか

のフィールドの値を更新するように、コンテ

ンツ更新ノードを設定します。(テスト レ

コードを作成し、構築したワークフローが

正常に動作するかどうかを判断します) 。

l 登録オプション：［新規］を選択します

重要：必ずワークフローをアクティブ化しま

す。ワークフローは、デフォルトで非アクティブ

に設定されています。

オンラインドキュメントの「拡張ワークフロー

の構築」を参照してください。

注：拡張ワークフロー機能を使用する場合

にのみ、このステップを完了する必要がありま

す。

5 アプリケーションを保存します。 新たに作成したアプリケーションが［アプリケー

ションの管理］ページのリストに追加されま

す。

6 ホームページに移動し、作成したアプリケー

ションを開きます。

オンラインドキュメントの「レコードの操作」お

よび「レコード ブラウザ」を参照してください。

そのアプリケーションのレコード ブラウザペー

ジが開きます。
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ス

テッ

プ

アクション 結果

7 アプリケーションに新しいレコードを2個追加

して保存します。

新しいレコードが、アプリケーションのレコード

ブラウザに表示されます。

拡張ワークフローを作成した場合、レコード

内のフィールドは拡張ワークフローの設計に

従って更新されます。

タスク3：キーワード検索のテスト

このテストでは、キーワード インデックスが作成されていることを確認します。レコード ブラウザから、

作成したアプリケーションと検索機能を使用します。「レコードの操作」の「検索とレポート」の手順

を実行します。

ス

テッ

プ

アクション 結果

1 作成したアプリケーションのレコード ブラウザ

に移動します。

そのアプリケーションのレコード ブラウザペー

ジが開きます。

2 テスト アプリケーションで作成したいずれかの

レコードに入力したテキストと一致するテキ

ストを使用して、キーワード検索を実行しま

す。

オンラインドキュメントの「検索の実行」を参

照してください。

検索で見つかったレコードが［検索結果］

ページにリストされます。

タスク4：レコードへのファイルの添付

このテストでは、RSA Archerからファイルリポジトリフォルダへ正常にアクセスできることを確認しま

す。オンラインドキュメントの「レコードの操作」および「データ入力」を参照してください。

ス

テッ

プ

アクション 結果

1 レコードに添付するファイルを用意します。
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ス

テッ

プ

アクション 結果

2 作成したアプリケーションのレコード ブラウザ

に移動します。

3 作成したいずれかのレコードの詳細をドリル

ダウンします。

4 レコードにファイルを添付します。 添付されたファイルへのリンクが、レコードに

追加されます。

5 添付ファイルへのリンクをクリックします。 添付ファイルが開きます。

タスク5：(オプション)拡張ワークフローのテスト

このテストにより、拡張ワークフローが正常に機能することを確認します。オンラインドキュメントの

「拡張ワークフローの構築」を参照してください。

ス

テッ

プ

アクション 結果

1 RSA Archerにシステム管理者としてログイン

します。

a. ［ユーザー名］にsysadminと入力します。

b. ［会社］にインスタンス名を入力します。

c. ［パスワード］にパスワードを入力します。

2 アプリケーションビルダーに移動します。

3 拡張ワークフローが含まれるアプリケーション

を開きます。

アプリケーションには、［拡張ワークフロー］タ

ブがあります。

4 拡張ワークフローを構築します。 ノードと遷移を追加できます。

5 拡張ワークフローを実行します。 ワークフローが期待どおりに機能します。
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システムコンポーネントのトラブルシューティング

RSA Archerのログインページにアクセスできない場合は、次のタスクを実行して、システムコンポー

ネントのトラブルシューティングを行います。

サーバ設定の検証

タスク1：IIS設定の検証

IIS設定の検証手順は、ご使用の環境にインストールされているIISのバージョンによって変わりま

す。RSA ArcherはMicrosoft IIS(インターネット インフォメーションサービス) 8または8.5をサポートし

ています。

操作 値

1. ASP.NET 4.xが［許可］に設定さ

れていることを確認します。

ISAPIおよびCGIの制限

2. デフォルトのWebサイトに対して1
つの認証オプションだけが設定さ

れていることを確認します。

［サイト］＞［既定のWebサイト］＞［RSAarcher］＞［認

証］

タスク2：Webサーバーのフォルダに対するアクセスの検証

このテストは、ネットワークサービスのユーザーアカウントにログフォルダ、ファイルリポジトリフォルダ、

company_filesフォルダへのアクセス権があることを検証します。ファイルリポジトリとログフォルダへの

パスは、RSA Archerコントロールパネルのインスタンスの［全般］タブで設定します。

company_filesフォルダのパスは、GRC Platformコンポーネントのインストール中に設定されます。

1. エクスプローラを開きます。

2. ログフォルダに移動します。デフォルト パスは次のとおりです。

C:\ProgramFiles\RSA Archer\Logfiles

3. ログフォルダを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

4. ［セキュリティ］タブをクリックします。

5. ネットワークサービス(Network Service)または、ドメインのサービスアカウント (使用する場合)を
選択して、［アクセス許可］ボックスで［変更］が選択されていることを確認します。

6. ［OK］をクリックします。

7. ファイルリポジトリフォルダに対して、ステップ1～6を繰り返します。デフォルト パスは次のとおりで

す。
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C:\ProgramFiles\RSA Archer\FileRepository

8. company_filesフォルダに対して、ステップ1～6を繰り返します。このフォルダのパスは、インストー

ルプロセス中に設定されます。デフォルト パスは次のとおりです。

C:\Inetpub\wwwroot\RSA Archer\company_files

クライアント設定の検証

タスク1：Silverlightバージョンの検証

このタスクは、WindowsオペレーティングシステムまたはMac( MacOS)オペレーティングシステムを実

行しているコンピュータで実行します。

ご使用のオペレーティングシステムで次のタスクを実行します。

Windows MacOS

1. ［コントロールパネル］で［プログラムと機能］を開きます。

2. Microsoft Silverlightの行を探します。

3. ［バージョン］列でバージョンを確認します。

1. Finderで、 /Library/Internet
Plug-Insを表示します。

2. Ctrlキーを押しながら

Silverlight.pluginをクリックし、

［パッケージの内容を表示］を

選択します。

3. Contents/Resourcesフォルダを

表示して、

Silverlight.Preferences.appをダ

ブルクリックします。

4. バージョンを確認します。

タスク2：ブラウザ設定の検証

このテストは、RSA Archerからのダウンロードとポップアップを許可するためのブラウザのセキュリティ設

定を検証します。ブラウザのセキュリティ設定を検証する手順は、使用しているブラウザによって異

なります。設定は、自社のIT部門によって決定されます。

重要：ブラウザでダウンロードとポップアップを有効にしていない場合には、エクスポート機能が正しく

機能しないことがあります。エクスポート機能を使用したときに、セキュリティ メッセージが表示される

可能性があります。
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拡張ワークフローのトラブルシューティング

アプリケーションビルダーで拡張ワークフロー機能にアクセスできない、またはテスト ワークフローが失

敗した場合、次のタスクを実行して拡張ワークフローのインストールと構成をトラブルシューティング

します。

注：ここで説明するタスクのほとんどは、RSA Archerがインストールされているサーバにアクセスして

実行する必要があります。アクセス権限がない場合、システム管理者にお問い合わせください。

拡張ワークフローのインストールの概要

拡張ワークフローはWindowsサービスとして実行され、RSA Archerのメインインストーラーによって、

各Webサーバおよびサービスサーバにインストールされます。新規インストールでは、次の処理が行

われます。

1. 拡張ワークフローサービスがインストールされ、起動されます。

2. サービスは、Archer構成サービスと通信してインスタンスの設定を取得し、その設定でワークフ

ローサーバ構成を更新します。

拡張ワークフローが、Webアプリケーションと通信できる状態になります。

トラブルシューティングプロセスの概要

ステッ

プ
質問 確認方法 結果 アクション

1 Microsoftインター

ネット インフォメー

ションサービス

( IIS)は、拡張

ワークフローサー

ビスと通信できま

すか?

a. RSA Archerにログインし

ます。

b. メニューバーで、

をクリックしま

す。

c. ［拡張ワークフロー］の下

で、［ジョブトラブルシュー

ティング］を選択します。

ページが読み込ま

れた場合、テストは

合格です。

ステップ2に進み

ます。

ページが読み込ま

れない場合、または

エラーページが表

示された場合、テス

トは失敗です。

通信のトラブル

シューティングに

進みます。
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ステッ

プ
質問 確認方法 結果 アクション

2 拡張ワークフロー

サービスは実行

中ですか?

Windowsのサービスコント

ロールマネージャを開き、

RSA Archer 拡張ワークフ

ローサービスが実行中かどう

かを確認します。

サービスは実行中

である。

カスタマーサ

ポートに連絡し

ます。

サービスは存在する

が、実行されていな

い。

サービスを開始

します。

サービスが存在しな

い。

拡張ワークフ

ローサービスの

トラブルシュー

ティングに進み

ます。

IISと拡張ワークフローサービス間の通信のトラブルシューティング

1. IISマネージャを開き、グローバルサーバレベルに、Application Request Routingモジュールが存

在することを確認します。モジュールが存在しない場合は、次を試します。

a. システムを再起動してから、もう一度モジュールが存在するかどうかを確認します。

b. 存在しない場合は、RSA Archerを再インストールします。

2. Application Request Routingモジュールを開きます。

3. ［キャッシュ設定］セクションで、［ディスクキャッシュの有効化］が選択されていることを確認しま

す。選択されていなければ選択し、［適用］をクリックします。

注：この設定は、RSA Archerキャッシュソリューションとは関係ありません。

4. IISで、ArcherサイトのWebDAV機能が無効になっていることを確認します。有効な場合は無

効にします。RSA ArcherはWebDAV機能をサポートしません。

拡張ワークフローサービスのトラブルシューティング

1. 次の拡張ワークフローサービスが作成されたことを確認します。

C:\Program Files\RSA Archer\Services\ArcherTech.Services.WorkflowService.exe

2. 次のディレクトリが作成されたことを確認します。

C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint

3. 上記のいずれかが作成されなかった場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
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拡張ワークフローアプリケーションサーバ導入のトラブルシューティング

1. タスクマネージャで、以下が実行中であることを確認します。

l WpAsyncMonitor.exe

l WpEventMonitor.exe

l WpGeneralMonitor.exe

l WpJobMonitor.exe

l WpServiceHost.exe

2. サービスラッパーのログファイル

( C:\ArcherFiles\Logging\Archer.ArcherTech.Services.WorkflowService.date.xml)でエラーを確

認します。

3. RSA Archerコントロールパネルでログを有効にした場合は、C:\ArcherFiles\Loggingを開いて

ArcherAdvancedWorkflow.xmlファイルが存在するかどうかを確認します。存在しない場合は、

サポートにお問い合わせください。

高可用性環境やロード バランシング環境において障害が発生したコンテンツ保存のトラブルシュー

ティング

高可用性構成やロード バランシング構成で拡張ワークフローサービスを実行している場合、いず

れかのワークフローホストがダウンすると、ダウンしたサーバで開始していた呼び出しはすべて中断さ

れます。ダウンして以降の呼び出しは、別の使用可能なホストに転送されます。ユーザーとのやり

取りに影響はありませんが、データフィードにより大量のコンテンツをワークフローに登録中だった場

合には、若干のコンテンツの保存が失敗している可能性があります。失敗の情報は、データ フィー

ドの結果ログ(インストール時に設定したディレクトリのArcher.ArcherTech.DataFeed.log)に記録さ

れます。

ロード バランサがダウンしたノードからアクティブなノードにトラフィックをリダイレクトするのをジョブフ

レームワークが待機する時間が十分でなかった可能性があります。待機時間を長くするか、試行

回数を増やすことにより、欠落したワークフロー登録の数が減少する可能性があります。

ArcherTech.JobFramework.exe.configまたはweb.configで、次の2つの設定を変更できます。

設定 説明

wpRetryAttemptsOnFailure 障害が発生したワークフローAPIへの接続を停止前に再試行する

回数(デフォルトは5回) 。

wpRetryDelayMillisec ワークポイントへのAPI呼び出しを試行するまでに待機するミリ秒単

位の時間(デフォルトは2,000ミリ秒) 。
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付録A：リソース

タイムゾーン

初期インストールの際に、RSA Archerのデフォルト タイムゾーンを決定する必要があります。このタ

イムゾーンが、すべてのインスタンスおよびユーザーに(上書きされない限り)適用されるデフォルト タ

イムゾーンになります。デフォルト タイムゾーンは、RSA Archerコントロールパネルを使用して任意

のインスタンスに対して上書きしたり、あるいはRSA Archerのユーザープロファイルを使用して任意

のユーザーに対して上書きすることができます。

デフォルト タイムゾーンは、協定世界時( UTC)としてRSA Archerに格納されます。RSA Archer
は、この時刻を基準に、インスタンスまたはユーザーロケールに基づいて時刻や日付を変換しま

す。時刻はすべてUTCとして格納され、ユーザーのタイムゾーンに基づいて変換されます。

各ユーザーアカウントには、タイムゾーンが関連づけられていますがあります。RSA Archerでは、こ

のタイムゾーンを使用して、ユーザーによって入力された日付と時刻が標準化されます。日付

フィールドに日時データが含まれている場合、日付と時刻をUTCとしてデータベースに格納し、他の

ユーザーにはそのユーザープロファイルに関連づけられているタイムゾーンに基づいて日付と時刻が

表示されます。

RSA Archerで日付フィールドに入力された値はすべて、UTCとしてデータベースに格納されます。

ただし、表示コントロールのタイプによって、RSA Archerの時刻の処理方法が異なります。

l 表示コントロールが日付のみの場合、RSA Archerは時刻を切り捨てます。

l 表示コントロールが日付と時刻の場合、RSA Archerはユーザープロファイルのタイムゾーンに基

づいて時刻を変換します。

例：日付のみ

シナ

リオ

ユーザー1は、タイムゾーン( UTC-6:00)中部標準時(米国およびカナダ)にいます。

ユーザー2は、タイムゾーン( UTC+5:30) (チェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデリー)にい

ます。

ユーザー1がレコードAに日付「2012/11/14」を入力します。

この日付は、「2012/11/14 00:00:00 UTC」としてデータベースに格納されます。

ユーザー2がレコードAにアクセスすると、日付には「2012/11/14」が表示されます。

フィールドが「日付のみ」であるため、時刻は切り捨てられ、ユーザーには格納された日付

のみ(時刻なし)が表示されます。
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例2：日付と時刻

シ

ナリ

オ

ユーザー1は、タイムゾーン( UTC-6:00)中部標準時(米国およびカナダ)にいます。

ユーザー2は、タイムゾーン( UTC+5:30) (チェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ニューデリー)にい

ます。

ユーザー1がレコードAに日付「2012/11/14」および時刻「10:13 P.M.」を入力します。

日付と時刻はユーザー1のタイムゾーンに基づいて変換されます。その結果、日付と時刻

は「2012/11/15 04:13:00 UTC」としてデータベースに格納されます。

ユーザー2がレコードAにアクセスすると、「2012/11/15 09:43:00 A.M.」と表示されます。

このフィールドは「日付と時刻」であるため、UTCの日付と時刻がユーザー2のタイムゾーン

に変換されます。

データ フィードと計算フィールドではUTCが使用されます。前述の例を、DATEFORMAT関数を使

用する計算フィールドに適用すると、ユーザーのタイムゾーンに関係なく、すべてのユーザーに対し

て「2012/11/15 04:13:00 UTC」と表示されます。この関数を使用する場合、日付と時刻のデータは

テキスト フィールド (計算フィールド )に格納します。日付と時刻をテキスト フィールドに格納する

時、RSA Archerは日付を単なるテキストとして処理するため、日付は変換されません。

テキスト フィールド (計算フィールド )で、DATEFORMAT(NOW(),"yyyy-MM-dd hh:mm tt")という形

式でDATEFORMAT関数を使用すると、現在の日付と時刻( UTC)を指定した形式で表示でき

ます。この日付と時刻を、時刻表示を有効にした日付フィールド (計算フィールド )に保存するに

は、文字列をシリアル値( 1900/01/01からの経過時間)に変換する必要があります。

時刻表示を有効にした日付フィールド (計算フィールド )に、DATETIMEVALUE(DATEFORMAT
(NOW(),”yyyy-MM-dd hh:mm tt”))と指定すると、文字列がシリアル値に変換されるため、現在の

日付と時刻を、UTCからユーザーのタイムゾーンに変換して表示することができます。

データ フィードや再計算などのプロセスを実行するスケジュールを作成する際には、タイムゾーンを

指定する必要があります。タイムゾーンを指定しない場合、インスタンスのデフォルト タイムゾーン

が使用されます。このタイムゾーンは、初期インストールの際にRSA Archerコントロールパネルで設

定します。詳細については、「RSA Archerコントロールパネルのヘルプ」を参照してください。

X.509証明書

インストールプロセスを実行するにはX.509証明書が必要です。この証明書は、Webアプリケーショ

ンとArcherサービス間の認証に使用されます。

RSA Archerを最初にインストールする際に、新しい証明書を作成できます。この証明書にはRSA
Archer Configurationという名前が付けられ、証明書ストアの［個人］領域に保存されます。この証

明書は、追加のインストール作業で使用するためにエクスポートしておきます。これ以降のインス

トールでは、常に同じ証明書を使用する必要があります。
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証明書は後で変更できます。インストール後に証明書を変更するには、インストーラを再実行し、

［Webアプリケーション］と［サービス］のみを選択して、［別の証明書を使用する］オプションを選択し

ます。

すでにX.509証明書を所有している場合は、証明書の格納場所を確認し、インストール中にその

情報を指定します。

インストールオプション

新規インストールでは、X.509証明書を作成するか、既存の証明書をインポートするか、証明書ス

トア内の既存の証明書を選択するかを選びます。RSAでは、既存の証明書がない場合、新規イ

ンストール時に新しいX.509証明書を作成することを推奨します。

［証明書の作成］：RSA Archer Configuration証明書を作成し、証明書ストアの［個人］ストアに保

存します。新しい証明書を作成する場合、SSL証明書など、他の用途で使用している証明書に

は影響はありません。インストールの際にこの証明書を使用できるように、証明書の名前をメモして

おいてください。新しいX.509証明書には、次のパラメータが設定されます。

パラメータ 値

発行者 CN = RSA Archer Configuration

O = RSA Archer GRC

件名 CN = RSA Archer Configuration

O = RSA Archer GRC

有効期間の終了 2039年12月31日

署名アルゴリズム sha512RSA

秘密鍵 RSA( 1024ビット )

［ディスクから選択］：既存の証明書で、証明書ストアにインポートされていないものを指定します。

証明書をインポートする場合、証明書ファイルを選択し、秘密鍵のパスワードを入力する必要が

あります。

［証明書ストアから選択］：証明書ストアから既存の証明書を指定します。

X.509証明書のエクスポート

このタスクを実行して、追加のインストール作業で使用するために最初に作成した証明書をエクス

ポートしておきます。これ以降のインストール作業では、常に同じX.509証明書を使用する必要が

あります。

証明書を作成したサーバで次の手順を実行します。

1. ［スタート］＞［ファイル名を指定して実行］＞［MMC］をクリックします。

2. ［ファイル］＞［スナップインの追加と削除］を選択します。

3. 使用可能なスナップインのリストで、［証明書］を選択し、［追加］をクリックします。
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4. ［コンピュータ アカウント］を選択して、［次へ］をクリックします。

5. ［ローカルコンピュータ］を選択して、［完了］をクリックします。

6. ［OK］をクリックします。

7. ［証明書］＞［個人］フォルダを展開します。［RSA Archer Configuration］を右クリックして、［す

べてのタスク］＞［エクスポート］を選択します。証明書のエクスポート ウィザードが起動します。

8. ［はい、秘密キーをエクスポートします］を選択し、［次へ］をクリックします。

9. ［Personal Information Exchange - PKCS #12 (PFX)］形式を選択します。

10. ［すべての拡張プロパティをエクスポートする］を選択し、［次へ］をクリックします。

11. 秘密キーを保護するためのパスワードを指定し、証明書のエクスポート先のローカルディレクトリ

を選択します。

RSA Archerのロード バランサーの構成

このセクションでは、ロード バランサーを使用してサーバの可用性に応じて負荷分散を実現するた

め、マルチサーバ高可用性構成にRSA Archerをインストールおよび構成するプロセスについて説

明します。対象者は、RSA ArcherをインストールするRSA Archer管理者と、RSA Archerサーバの

管理および構成に関わるすべての責任者です。

ロード バランサーは、リバースプロキシとして機能し、ネットワークまたはアプリケーション トラフィックを

複数のサーバ間に分散させるデバイスです。ロード バランサーは、同時アクセスするユーザーによる

容量の増加に対応し、アプリケーションの信頼性を高めます。

セッション状態とViewState情報をWebサーバ間で共有する必要があるため、これらの情報がすべて

のWebファームサーバで処理できるようにするためのメカニズムも指定する必要があります。Web
サーバは、RSA Archerサイトの［コンピューターキー］オプションを使用して構成し、各Webサーバの

Webアプリケーションディレクトリのweb.configファイルにこの値を追加します。

または、グローバルのmachine.configファイルを変更することもできます。

ロード バランサーを使用するためのインストール要件

l 共有ファイルサーバリソースにアクセスするためのActive Directory ドメインアカウント。

l RSA Archer共通ファイルを保存するファイル共有およびドメインアカウントの［変更］アクセス権

限。

l すべてのWebサーバーが同じX.509証明書を使用するように構成されている。

l すべてのサービスが同じアカウントを使用するようインストール時に構成し、アクセス権が適切に

設定されている。
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l IISと拡張ワークフローサービスを含むすべてのサーバは、ポート8000経由で通信できる必要があ

ります。

注：Webサーバとアプリケーションサーバが使用するX.509証明書の秘密鍵の読み取り権限が、

Active Directoryドメインアカウントに付与されている必要があります。

インストールプロセス

1. インストールを計画します。

2. RSA Archerをインストールします。

3. Webサーバー上のweb.configファイルを更新します。

4. ソフトウェアまたはハードウェアのロード バランサーに、ロードバランサーのURLを構成します。

5. ロード バランサーのURLを使用して、RSA Archerにアクセスできることを確認します。

6. インストールをテストします。

タスク1：準備

Webサーバをロード バランサー用に構成する前に、次の処理を完了します。

1. ロード バランサー、アプリケーション、データベースサーバーが同じローカルエリアネットワークに

配置されていることを確認します。

2. GRC Platformのインストールパッケージを所有していることを確認します。

3. GRC PlatformをホストするすべてのアプリケーションおよびWebサーバーに対して、管理者アクセ

スが可能であることを確認します。

4. WebアプリケーションおよびRSA Archerサービスが構成サービスの認証に使用するX.509証明

書を作成します。証明書は新規または既存のX.509証明書を指定できます。インストール時

に作成された自己署名証明書を選択することもできます。

5. すべてのWebファームサーバのIISが使用する共通のコンピューターキーを生成します。

6. 偽装に使用するActive Directoryドメインアカウントを設定し、RSA Archerアプリケーションコー

ドを実行するすべてのサーバがUNCでアクセスできるSMBファイル共有を構成します。これらの

ファイル共有は、検索インデックス、ファイルリポジトリ、company filesなどの共通ファイルをホスト

するために使用されます。

7. 共通ファイルをホストするファイルシステムおよび共有ディレクトリ構造に最小限の権限を構成

し、Active Directoryドメインアカウントがこれらのネットワーク共有に適切にアクセスできることを

確認します。
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8. RSA ArcherのWebサービスおよびアプリケーションサービスが使用するアプリケーションプールの

IDを、前述の手順で構成したActive Directoryドメインアカウントに変更します。

タスク2：RSA Archerのインストール

第4章の説明のとおりに、インストール処理を完了します。「RSA Archerのインストール」

タスク3：コンピューターキーの生成

コンピューターキーの設定の形式は次のとおりです。

<machineKey

validationKey="some long hexadecimal value"

decryptionKey="another long hexadecimal value"

validation="SHA256"/>

1. ロード バランシングするWebサーバのいずれかで、IISマネージャを開始します。

2. ［サイト］ノードでRSA Archerのサイトを選択し、［コンピューターキー］アプレットをダブルクリック

します。

次の図は、デフォルトWebサイトにインストールされたWebアプリケーションを示しています。

3. ［コンピューターキー］ページで、次の操作を実行します。

a. 次のパラメータの値を設定します。

l ［検証方法］を［SHA256］に設定

l ［暗号化の方法］を［AES］に設定

b. ［検証キー］および［復号化キー］セクションで、選択されているオプションをクリアします。

c. ［操作］パネルで［キーの生成］を選択します。
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4. ［操作］パネルで［適用］をクリックし、生成されたキーをweb.configファイルに保存します。

生成されたキーが［検証キー］セクションと［復号化キー］セクションに表示されます。

5. 残りのすべてのWebサーバで、次の操作を実行します。

a. ［検証キー］セクションと［復号化キー］セクションから、生成されたキーの値をコピーします。

b. 他のWebサーバでステップ1から3bを繰り返して、コンピューターキーを生成します。

c. コピーしておいたコンピューターキーの値を、［コンピューターキー］ページの［検証キー］ボック

スと［復号化キー］ボックスにそれぞれペーストします。

d. ［操作］パネルで、［適用］をクリックします。

タスク4：ロード バランサーのURLのテスト

1. ロード バランサーのURLを使用してRSA Archerにアクセスできるかどうかを確認します。

構成後に発生する可能性のある一般的な問題として、ダッシュボードが正しく表示されない、

ファイルリポジトリへのアクセスに失敗するなどがあります。いずれの状態が発生した場合も、ブ

ラウザから、ロード バランサーのURLを使用する代わりに、各WebサーバのURLを使用してアク

セスし、どのWebサーバに問題があるかを特定します。

2. 以下の点を確認します。

l IISのアプリケーションプール IDに正しいActive Directoryドメインアカウントが構成されている

こと。

l web.configファイルのコンピューターキーの設定に、他のWebサーバと一致する正しい［検証

キー］および［復号化キー］が設定されていること。
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Windowsアカウントの権限の手動構成

権限の限られたWindowsアカウントで拡張ワークフローサービスを実行する場合、RSA Archerイン

ストーラーはインストール時に自動的にアカウントを構成します。インストール後にアカウントを変更

する場合、手動で権限を設定する必要があります。権限を追加するためのコマンドライン構文

は、次のとおりです。

netsh http add urlacl http://+:8000/workpoint/endpoint user="domain\username"

説明 :

l 「endpoint」はアカウントが権限を必要とする特定のエンドポイントです。

l 「domain」はご使用のRSA Archerホストのドメイン名です。

l 「username」は特権を付与する対象のアカウント名です。

次のエンドポイントで権限を設定する必要があります。

l http://+:8000/workpoint/serverevents

l http://+:8000/workpoint/alert.svc

l http://+:8000/workpoint/businesscalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/category.svc

l http://+:8000/workpoint/completioncode.svc

l http://+:8000/workpoint/configuration.svc

l http://+:8000/workpoint/createjob.svc

l http://+:8000/workpoint/evaluatealert.svc

l http://+:8000/workpoint/form.svc

l http://+:8000/workpoint/formmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/formrender.svc

l http://+:8000/workpoint/grouptype.svc

l http://+:8000/workpoint/holidaycalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/image.svc

l http://+:8000/workpoint/importdata.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivitystate.svc
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l http://+:8000/workpoint/jobalert.svc

l http://+:8000/workpoint/jobcreate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnode.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnodestate.svc

l http://+:8000/workpoint/job.svc

l http://+:8000/workpoint/jobstate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/jobupdate.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsend.svc

l http://+:8000/workpoint/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/mailmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsubscriber.svc

l http://+:8000/workpoint/milestone.svc

l http://+:8000/workpoint/monitorednode.svc

l http://+:8000/workpoint/ping.svc

l http://+:8000/workpoint/poxapplet.svc

l http://+:8000/workpoint/pox.svc

l http://+:8000/workpoint/priority.svc

l http://+:8000/workpoint/processactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/processdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/processnode.svc

l http://+:8000/workpoint/processnodetemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/process.svc

l http://+:8000/workpoint/processtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/processtrantemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/profile.svc
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l http://+:8000/workpoint/reportquery.svc

l http://+:8000/workpoint/resource.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/alerts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/archives.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/auth.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/binaryuserdatas.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/buscals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/categories.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/completioncodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/forms.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/groups.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/holcals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/jobs.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/lists.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/milestones.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodetemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/priorities.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/processes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/resources.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/scripts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/tools.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/trantemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/work.svc

l http://+:8000/workpoint/schema.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptexecute.svc
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l http://+:8000/workpoint/scriptmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptplugins.svc

l http://+:8000/workpoint/script.svc

l http://+:8000/workpoint/security.svc

l http://+:8000/workpoint/splitjob.svc

l http://+:8000/workpoint/staticdata.svc

l http://+:8000/workpoint/subprocessjob.svc

l http://+:8000/workpoint/uniqueid.svc

l http://+:8000/workpoint/userdata.svc

l http://+:8000/workpoint/webservice.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemalert.svc

l http://+:8000/workpoint/workitem.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemstate.svc

l http://+:8000/workpoint/rpceventing.svc

l http://+:8000/workpoint/wseventing.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AlertMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AsyncScriptMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/EventMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/JobMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/MailMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/ServiceHost-0/events.svc

オフラインアクセスのインストール

オフラインアクセスのインストール処理は、RSA Archerのインストールとは独立して行われます。オフ

ラインアクセスのインストールは、インストールウィザードの指示に従って行います。オフラインアクセ

スは、ウィザードの指示に従ってインストールします。

注：現在、RSA Archer監査エンゲージメントおよび監査調書ユースケースのみがオフラインアクセス

に対応しています
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オフラインアクセスインストールの準備

オフラインアクセスをインストールする前に、システムが次の要件を満たす必要があります。

コンポーネント 要件

オペレーティングシステム Windows 7( 64ビット版)

メモリ 8 GBのRAM

ディスク領域 100 GBのハード ディスクドライブ

追加ソフトウェア Microsoft .NET Framework 4.6.1

重要：Microsoft Sync Framework 2.1が必要で、サービスサーバにインストールされている必要があ

ります。詳細については、「RSA Archerインストールガイド」の「インストール前」セクションを参照し

てください。

デフォルトでは、オフラインアクセスデータはローカルコンピュータのC:\Users\
[username]\AppData\Roaming\RSA Archer\Offline Access\に格納されます。オフラインアクセス

データを分離しておくと、オフラインでの作業時に各オフラインアクセスユーザーが各自の環境を使

用できるようになります。たとえば、ユーザーがオフラインアクセスデータをパージすると、そのユー

ザーのオフラインアクセスデータのみがパージされます。

ウイルス対策アプリケーションとファイアウォールアプリケーションは、オフラインアクセスの実行時の動

作を妨害する場合があります。オフラインアクセスインストールファイルは、インストールを妨害する

可能性のあるウイルス対策アプリケーションおよびファイアウォールアプリケーションに対して、信頼さ

れたファイル/プロセス/インストーラ/更新として登録する必要があります。

オフラインアクセスを実行する前に、オフラインアクセスを使用するラップトップ上でDistributed
Transaction Coordinatorサービスを開始し、RSA Archerと同期させます。

オフラインアクセスのインストール

オフラインアクセスのバージョンは、常にRSA Archerのバージョンと一致している必要があります。

重要：オフラインアクセスをインストールするには、管理者権限が必要です。オフラインアクセスを

アップグレードする場合は、オフラインアクセスユーティリティを終了してからインストールを開始しま

す。

1. IT管理者に連絡して、オフラインアクセスインストールファイルを取得します。

IT管理者は、RSAサイトからオフラインアクセスインストールファイルをダウンロードして提供す

るか、ソフトウェア管理システムを通じてファイルを自動的に導入できます。

2. オフラインアクセスインストールファイルをダブルクリックします。

3. ［RSA Archer Offline - InstallShield Wizard］ページで、［次へ］をクリックします。
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4. 使用許諾契約を確認して［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し、［次へ］をクリック

します。

5. 次のいずれかを実行します。

l デフォルトのインストールフォルダを使用するには、［Next］をクリックします。

l 別のフォルダにインストールする場合は、［Change］をクリックし、インストール先フォルダのパス

を指定します。

6. ［インストール］をクリックします。この処理には数分かかります。

7. ［Finish］をクリックしてインストールを完了します。

8. 以下のオフラインアクセスファイルを、すべてのウイルス対策アプリケーションとファイアウォールア

プリケーションの信頼されたプロセスとして追加します。

ファイルまたはプロセス デフォルトの場所

Archer.Offline.Tools.Controller.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline Access

Archer.Services.Queuing.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Cache.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Host.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Job.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

iisexpress.exe C:\Program Files\IIS Express

sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\LocalDB\Binn\sqlservr.exe

SqlLocalDB.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\SqlLocalDB.exe

アプリケーションプールの要件

RSA ArcherWebアプリケーションを管理するには、アプリケーションプールが必要です。アプリケーショ

ンプールでは、1つ以上のワーカープロセス( Webアプリケーションを実行するWindowsプロセス)を共

有するWebアプリケーションのセットを定義します。
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アプリケーションプールの構成に必要な値

プロパティ 値

アプリケーションプール名 ［ユーザー定義］

.NET Frameworkバージョン .NET Framework v4.5

アプリケーションプールを直ちに開始する このチェックボックスをオンにする

メッセージ ログ

RSA Archerは、ETW(Windowsイベント トレーシング)のトレースイベントを出力し、指定された

データベースにログメッセージを書き込みます。ETWは、WindowsのカーネルレベルのAPIで、高速

なデータ収集とトレースを可能にします。ETWを使用すると、細かいレベルでのイベント トレースの

開始と終了、非常に効率的なバッファリングシステムへのログ出力、システム全体でのイベントの利

用が可能になります。

このログメッセージは、ETWトレースイベントに対応したツールを使用して監視することができます。

メッセージ ログにより、ジョブ処理のエラーが発生した場合に、簡単にトラブルシューティングできま

す。たとえば、このログを使用して、データ フィード ジョブで発生したエラーのトラブルシューティングを

実行できます。メッセージは、データフィードごとに開始イベントと終了イベントによってグループ化さ

れているため、データ フィードが失敗した場所を簡単に特定できます。

サード パーティツールは、RSA Archerが生成したトレースイベントを参照するため、プロバイダー名

またはプロバイダー識別子のいずれかを要求します。

l プロバイダー識別子：472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l プロバイダー名：RSA-Archer-GRC-Platform

メッセージ ログを使用する場合、RSA Archer Instrumentationサービス専用のデータベースを作成す

る必要があります。インスタンスデータベースまたは構成データベースと同じデータベースは使用しな

いでください。

注：ローカルシステムアカウント以外のサービスアカウントでRSA Archer Instrumentationサービスを

実行する場合、ETWへの書き込み権限を付与するため、そのユーザーをPerformance Log Usersグ
ループに追加する必要があります。
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付録B：テスト環境

テスト環境の構成要件

RSAでは、シングルサーバ構成でのRSA Archerの実行に、次のソフトウェアの最新バージョンを使

用することを推奨します。データベースを除くすべてのコンポーネントは、専用のWebサーバで実行さ

れます。RSAでは、RSA Archerのテスト環境の場合にのみ、この構成を使用することを推奨しま

す。

テスト環境の構成には、高パフォーマンスや高可用性ソリューションは必要ありません。

コンポーネン

ト
推奨されるソフトウェア

オペレーティ

ングシステム

Windows Server 2012 R2

StandardまたはDatacenter Edition

データベース Microsoft SQL Server 2014( 64ビット )

SQL Expressはサポートされていません

Webおよび

サービス

Microsoftインターネットインフォメーションサービス( Windows Server 2012 R2

Microsoft Office 2010または2013Filter Pack( MS Officeファイルのインデックス作

成を有効化)には、Microsoft Filter Pack 2.0以降が必要です。

JRE( Java Runtime Environment) 8( 64ビット ) (キャッシュサービス限定)

Microsoft Sync Framework 2.1(オフラインアクセス用)

単一のサーバにRSA Archerをインストールする手順については、「単一サーバへのすべてのコン

ポーネントのインストール」を参照してください。次の表は、シングルサーバー構成を示しています。

サーバ ファイルサーバ データベースサーバ

l Webアプリケーション

l サービス

l company_files

l ファイルリポジトリ

l サービス

l インスタンスデータベース

l 構成データベース

テスト環境でのすべてのコンポーネントのインストール

シングルサーバ構成にRSA Archerをインストールできます。この構成は、たとえばテスト環境など、

高パフォーマンスや高可用性ソリューションが求められない環境にのみ適しています。
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タスク1：インストーラパッケージの準備

1. RSA Linkからインストーラーパッケージをダウンロードします。

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. ［管理者として実行］オプションを使用して、他のサーバからもアクセス可能なサーバ上の場所

に、インストールパッケージを展開します。

3. サーバの準備で作成したインスタンスデータベースと構成データベースをバックアップします。デー

タを最新の状態に保ち、必要に応じてデータをリカバリできるようにします。

タスク2：インストーラの実行

インストーラーは、すべてのWebサーバとサービスサーバ上で実行します。

1. インストーラフォルダを開いて、ArcherInstall.exeを右クリックします。

2. ［管理者として実行］を選択します。

3. ［OK］をクリックしてインストーラを実行します。

4. 使用するインストーラーの適切な言語を選択します。

5. ［使用許諾契約］を確認し、同意してインストールを続行する場合には、［使用許諾契約の

条項に同意します］を選択します。

6. ［次へ］をクリックします。

タスク3：全コンポーネントのインストール

このインストーラーは、すべてのコンポーネントをインストールするのに加えて、通常は異なるサーバ

上に存在するインスタンスデータベースへの接続を確立します。

［GRC Platform - インストールオプション］ページで次の操作を実行します。

1. すべてのコンポーネントが選択されていることを確認します。

l Webアプリケーション

l サービス

l インスタンスデータベース
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l 拡張ワークフロー

2. ［次へ］をクリックします。

タスク4：X.509証明書の指定

重要：すべてのタイプのサーバのインストール時に、同じX.509証明書を使用する必要があります。

詳細については、「X.509証明書」を参照してください。

［GRC Platform - 証明書の指定］ページで次の操作を実行します。

1. ［X.509証明書を取得する場所を指定します］で、次のいずれかを実行します。

l ［証明書の作成］を選択して証明書を新たに作成します。

l ディスクまたは証明書ストアから既存の証明書を選択します。

o ディスクから選択する場合は、次の手順を実行します。

a. ［ディスクから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアにインポートするファイルを指定］で をクリックして、Windowsエクスプ

ローラの［ファイルを開く］ウィンドウを表示し、証明書ファイルの場所に移動します。

c. ファイルを選択し、［OK］をクリックします。

d. ［秘密鍵のパスワードを入力］に、証明書のパスワードを入力します。

o 証明書ストアから選択する場合は、次の手順を実行します。

a. ［証明書ストアから選択］を選択します。

b. ［証明書ストアから証明書を選択］で、カテゴリーを展開して証明書を選択します。

2. ［Next］をクリックします。

タスク5：構成データベースオプションの設定

インストールプロセスの間にプロンプトが表示された場合にのみ、このタスクを実行します。インス

トーラがRSA Archer構成サービスを検出した場合は、［GRC Platform - 構成データベースのオプ

ション］ページが表示されません。このタスクでは、構成データベースに接続する方法を指定します。
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［GRC Platform - 構成データベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［SQL Server］で、構成データベースをホストするSQL Serverを入力します。

2. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ4に進みます。

l ログイン名

l パスワード

3. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ4に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、構成データベースを選択します。

4. ［データベース］で、構成データベースを選択します。

5. ［Next］をクリックします。

タスク6：ワークフローサービスのデフォルトURLの値を受け入れる

テスト環境構成では、デフォルト値の「http://localhost:8000」を使用します。

タスク7：RSA Archerの言語の選択

タスク3で、［インスタンスデータベース］ボックスをオンにしなかった場合は、このタスクは自動的にス

キップされます。

［GRC Platform - 言語］ページで次の操作を実行します。

1. ［GRC Platformの言語の選択］で、RSA Archerが使用する言語を選択します。デフォルトの言

語は［英語(アメリカ)］です。サポートされている言語は次のとおりです。英語(米国) 、中国

語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語(ブラジル) 、ロシア語、スペイン語

2. ［Next］をクリックします。
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タスク8：インスタンスデータベースオプションの設定

［GRC Platform - インスタンスデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

2. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ4に進みます。

l ログイン名

l パスワード

3. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ4に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］に、インスタンスデータベースを入力します。

4. ［Next］をクリックします。

タスク9：デフォルト タイムゾーンの設定

構成データベースのこのタイムゾーンは、RSA Archerコントロールパネルで特定のタイムゾーンが

指定されていない限り、すべてのインスタンスに適用されます。

注：インストーラがタイムゾーンを検出した場合は、デフォルト タイムゾーンの設定は要求されず、

［Webアプリケーションオプション］ページが開きます。このタスクはスキップします。

［GRC Platform - タイムゾーン］ページで次の操作を実行します。

1. ［タイムゾーン］で、RSA Archerのデフォルト タイムゾーンを選択します。

2. ［Next］をクリックします。

タスク10：Webアプリケーションオプションの構成

［GRC Platform - Webアプリケーションオプション］ページで次の操作を実行します。
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1. ［Webサイト］で、RSA Archer Webアプリケーションのインストール先となるWebサイトを選択しま

す。

2. ［インストール先ディレクトリ］で、インストール先のWebアプリケーションが設定されていることを確

認します。

l Webサイトのデフォルト アプリケーションにインストール

l IISアプリケーションを指定

3. ［Next］をクリックします。

4. インストール先ディレクトリに関する確認メッセージが表示されたら、［はい］をクリックします。

タスク11：(オプション) Instrumentationサービスデータベースオプションの設定

メッセージ ログまたはその他のイベント ログを使用する場合は、Instrumentationデータベースへの接

続情報を入力します。Instrumentationデータベースには、インスタンスデータベースまたは構成デー

タベース以外の専用データベースを使用することを推奨します。

［GRC Platform - Instrumentationデータベースオプション］ページで次の操作を実行します。

1. ［RSA Archer Instrumentationサービスを使用しません］オプションの設定を指定します。

l サービスを使用しない場合は、このオプションを選択します(デフォルト ) 。ステップ5に進みま

す。

l サービスを使用する場合は、このオプションをクリアします。ステップ2に進みます。

2. ［SQL Server］に、サーバ名を入力します。

SQL Serverへの接続がカスタムポートに構成されている場合には、サーバ名とポート番号を入

力します。

3. SQL Serverのアカウントを使用する場合には次の情報を入力します。それ以外の場合はステッ

プ5に進みます。

l ログイン名

l パスワード

4. 統合セキュリティを使用する場合には次の操作を行います。それ以外の場合はステップ5に進

みます。

a. ［統合セキュリティを使用する］を選択します。

b. ［データベース］で、Instrumentationデータベースを選択します。
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5. ［Next］をクリックします。

タスク12：サービス認証情報の構成

［GRC Platform - サービス認証情報］ページで次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l 別のシステムを使用するには、認証情報を入力します。

l ローカルシステムを使用するには、ステップ2に進みます。

2. ［次へ］をクリックします。

タスク13：サービスとアプリケーションファイルのパスの設定

［GRC Platform - サービスおよびアプリケーションファイル］ページで次の操作を実行します。

1. ［サービス］に、サービスをインストールするパスを入力します。

デフォルトでは、このパスは「C:\Program Files\RSA Archer\Services\」になります。

2. ［アプリケーション］に、アプリケーションファイルをインストールするパスを入力します。

デフォルトでは、このパスは「C:\Program Files\RSA Archer\」になります。

3. ［プログラムグループ］で次のオプションの中から1つを選択し、［次へ］をクリックします。

l 現在のユーザーにのみRSA Archerのプログラムグループを作成する

l すべてのユーザーについてRSA Archerのプログラムグループを作成する

l RSA Archerのプログラムグループを作成しない

4. ［次へ］をクリックします。

5. ［はい］をクリックして新しいディレクトリとプログラムグループを作成します。

タスク14：(オプション) RSA Archerキャッシュ設定の構成

RSA Archerキャッシュソリューションを使用する場合は、このタスクを実行します。RSA Archerサー

ビスが稼働するサーバでのみ、キャッシュ設定を構成します。

設定では、RSA Archerキャッシュサービス用のプライマリサーバおよび高可用性サーバ(オプション)
を構成します。RSAでは、ファイアウォールで制限されている場合を除き、デフォルトのポート番号の

使用を推奨します。
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重要：RSA Archerキャッシュサービスが稼働する(最大) 2台のサーバには、Javaをインストールする

必要があります。他のすべてのサーバでは、［RSA Archerキャッシュサービスを使用しません］オプ

ションを選択します。このオプションを選択しない場合、インストールを継続するためには、サーバ上

にJavaが存在する必要があります。このため、RSAでは、RSA Archerキャッシュサービスをインス

トールおよび構成する前に、その他のすべてのサーバのインストールを完了することを推奨していま

す。これ以外の順序でインストールを実行する場合は、アクティベーションステップとして手動で

キャッシュを再度有効にする必要があります。

注：メモリ割り当てを指定しない場合は、総メモリ量の35%に相当する値が設定されます。

［GRC Platform - RSA Archerキャッシュ設定］ページで次の操作を実行します。

1. 次のいずれかを実行します。

l RSA Archerキャッシュサービスを有効にするには、［RSA Archerキャッシュサービスを使用し

ません］チェックボックスをオフにします。

l キャッシュを使用せず、RSA Archerキャッシュサービスをインストールしない場合は、ステップ4
に進みます。

2. 次の表を使用してプライマリサーバを設定します。

設定 値

プライマリサーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行する

サーバのIPv4アドレス

ポート プライマリサーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) プライマリサーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません
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3. (オプション)次の表を使用して高可用性サーバを設定します

設定 値

高可用性サーバ RSA Archerキャッシュサービスを実行してプラ

イマリサーバをバックアップするサーバのIPアド

レス

ポート 高可用性サーバのポート番号

メモリ割り当て( MB) 高可用性サーバのキャッシュメモリとして割り

当てる値。

注：この値は、100 MBより大きくなければなり

ません

4. ［Next］をクリックします。

タスク15：ログファイルのパスの設定

［GRC Platform - ログの場所］ページで次の操作を実行します。

1. ［ログのパス］に、ログファイルの格納場所のパスを入力します。RSA Archer環境内のすべての

サーバは、このパスを使用してイベントのログを記録します。すべてのWebサーバおよびサービス

サーバに同じパスを設定してください。

2. ［Next］をクリックします。

タスク16：インストールの実行

［RSA Archer - インストールの実行］ページで次の操作を実行します。

1. ［Next］をクリックします。

インストーラによってコンポーネントのインストールが開始されます。Progress(進捗)バーが開きま

す。

2. インストーラが適切なコンポーネントのインストールを完了するまで待機します。

3. ［Finish］をクリックします。

RSA Archerコントロールパネルが開きます。

付録B：テスト環境 114



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

付録C：認定された動作環境

この付録では、RSA Archerのリリースに適用される、認定動作環境のポリシーについて説明しま

す。急速に成長するテクノロジーの性質上、古いバージョンのソフトウェアを使用することによる制

限事項を理解しておくことが重要です。影響の範囲は、RSA Archerの機能を使用できない、パ

フォーマンスが低下する、互換性の問題によりRSA Archerが最新のテクノロジーを利用できないこ

とまで様々です。

環境条件

環境 プラットフォーム バージョン カテゴリ

サーバー Windows 2012 R2

2012

2008 R2

認定済み

認定済み

サポート対象外

データベース SQL 2016

2014

2012

2008 R2

認定済み

認定済み

認定済み

サポート対象外

Webサーバ Microsoft IIS 8.5

8

7.5 Express

認定済み

認定済み

サポート対象外

ブラウザ Microsoft IE Edge1

11

10

9

認定済み1

認定済み

認定済み

サポート対象外

Mozilla Firefox2 43～49

39～42

38

認定済み

拡張サポート

サポート対象外

Chrome 未定 将来
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環境 プラットフォーム バージョン カテゴリ

Safari 10

9

8

7～6

認定済み

認定済み

認定済み

サポート対象外

その他 Silverlight 5.1

4

認定済み

サポート対象外

オフラインアクセス Windows 10

Windows 7

認定済み

拡張サポート

.NET Framework 4.6.1

4.6

認定済み

サポート対象外

Microsoft Office 2013

2010

認定済み

認定済み

JRE( 64ビット ) 3 8

7

認定済み

サポート対象外

仮想化4 VMware

その他

認定済み

サポート対象外

1Edgeは、エンド ユーザーページについてのみ完全に認定済みです。管理者ページにはSilverlight
コンポーネントが含まれているためです。

2管理者ページや詳細検索など、Silverlightコンポーネントが含まれるページでは、Firefoxのレスポ

ンスタイムがInternet Explorerよりも遅くなる傾向があります。特に、遅延時間の大きいネットワーク

を経由する場合にこの傾向が現れます。SilverlightページをFirefoxで表示する場合、アクションを

登録するためにボタンを複数回クリックしなければならない状況が散発的に発生する可能性があり

ます。

3RSAでは、JREの個別のパッチを認定していません。

4仮想化は、物理ハードウェアと仮想ハードウェアの両方で、認定済みまたは拡張サポートと表記

されているWindowsのすべてのバージョンについてサポートされます。基盤となるWindowsオペレー

ティングシステムのバージョンがサポートされている限り、特定のVMWare製品やRSA Archer
Platformのバージョンに関して明示的な互換性の依存関係はありません。
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定義

RSA Archerでは、以下の環境ポリシーに従ってさまざまなソフトウェア構成の検証とサポートを実施

しています。

カテゴリ 説明

認定済み サーバシステム、データベース、ブラウザ、その他のサード パーティ製コ

ンポーネントのバージョンで「認定済み」と表記されているものは、RSA
Archerの検証環境で広範囲にテストされた組み合わせです。リリース

ノートに特に記載されていない限り、ほとんどのユーザーにおいて、

RSA Archerがこれらの環境で通常のパラメータの範囲内で動作およ

び機能することを想定しています。公開されているパフォーマンスの数

値は、それぞれのドキュメントに特に記載されていない限り、この構成

での数値です。

拡張サポート サーバシステム、データベース、ブラウザ、その他のサード パーティ製コ

ンポーネントのバージョンで「拡張サポート」と表記されているものは、

一切テストされていないため、認定済みやテスト済みのカテゴリには

該当しませんが、それでも実行可能とみなされるバージョンです。

Platformの機能のほとんどは、以前のリリースで検証済みであれば、リ

リースノートに特に記載されていない限り、変わらず機能すると考え

られます。通常であれば正常に機能するはずですが、特定の機能

領域で新しいテクノロジーと完全な互換性を維持できない可能性が

あります。

注：拡張サポートの環境で報告された問題には、対応の優先順位

が設定されます。RSAは、これらの問題を解決するためにあらゆる努

力をします。しかし、問題の原因が古いテクノロジーの使用にある場

合、お客様の環境を新しいリリースにアップグレードしていただく必要

が生じる可能性があります。

サポート対象外 サーバシステム、データベース、ブラウザ、その他のサード パーティ製コ

ンポーネントのバージョンで「サポート対象外」と表記されているもの

は、RSA Archerのリリース前に一切テストされていません。これらの

バージョンではPlatformが想定しない動作をする可能性があるため、

引き続き古いシステム環境で実行する場合には、サポートを提供で

きない可能性があります。このような状況でのサポートは、有償サービ

スとなる可能性があります。

将来 サーバシステム、データベース、ブラウザ、その他のサード パーティ製コ

ンポーネントのバージョンで「将来」と表記されているものは、RSA
Archerのロードマップで今後のサポートが計画されていることを示しま

す。他ベンダーのリリーススケジュールの影響を受けるため、サポート

予定のPlatformのリリースバージョンは明記されていません。
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付録D：チェックリストとワークシート

準備チェックリスト

このチェックリストは、新規インストールを行うユーザーの参考のために提供しています。

データベースサーバの準備

各タスクの実行方法については、「データベースサーバの準備」を参照してください。

q タスク1：データベースの要件の確認

q タスク2：認証方法の選択

Webサーバの準備

各タスクの実行方法については、「Webサーバの準備」を参照してください。

q タスク1：Webサーバの要件の確認

q タスク2：IISの構成

q タスク3：アプリケーションプールの要件の確認

q タスク4：ユーザーアカウントの確認

サービスサーバの準備

各タスクの実行方法については、「サービスサーバの準備」を参照してください。

q タスク1：サービスサーバの要件の確認

q タスク2：ネットワーク共有の構成

q タスク3：(オプション)添付ファイルに対するキー

ワード インデックス作成の構成

q タスク4：メッセージ ログの構成

付録D：チェックリストとワークシート 118



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

インストールチェックリスト

Webロールおよびサービスロールを実行する各サーバで、新規インストールを実行する必要がありま

す。RSA Archerを以前のバージョンからアップグレードする場合は、「RSA Archerのアップグレード」

を参照してください。

Webロールとサービスロールの両方を実行するサーバでは、次のようにインストールを実行します。

詳細については、「Webアプリケーションコンポーネントとサービスコンポーネントのインストール」を参

照してください。

インストール：Webとサービス

q タスク1：インストーラパッケージの準備

q タスク2：管理者としてインストーラーを実行

q タスク3：Webアプリケーション、サービス、拡張ワークフロー

の各コンポーネントのインストール

q タスク4：X.509証明書の指定

q タスク5：構成データベースオプションの設定

q タスク6：拡張ワークフローサービスのURLの設定

q タスク7：RSA Archerとコンテンツの言語の選択

q タスク8：インスタンスデータベースの設定

q タスク9：構成データベースのデフォルトのタイムゾーンの設

定

q タスク10：Webアプリケーションオプションの構成

q タスク11：Webサーバとの通信でHTTPSを有効化

q タスク12：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentation
データベースオプションの設定

q タスク13：サービス認証情報の構成

q タスク14：サービスとアプリケーションファイルのパスの設定

q タスク15：別のキャッシュサービスを使用する場合、RSA
Archerキャッシュサービスを無効化
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インストール：Webとサービス

q タスク16：インストーラーのログファイルのパスの設定

q タスク17：インストールの実行

q タスク18：RSA Archerコントロールパネルでのインスタンス

データベースオプションの設定

q タスク19：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA
Archerサービスの停止

サービスロールを実行する各サーバで、次のようにインストールを実行します。詳細については、

「サービスコンポーネントのインストール」を参照してください。

インストール：サービスのみ

q タスク1：インストーラパッケージの準備

q タスク2：管理者としてインストーラーを実行

q タスク3：サービスコンポーネントのインストール

q タスク4：X.509証明書の指定

q タスク5：構成データベースオプションの設定

q タスク6：拡張ワークフローサービスのURLの設定

q タスク7：構成データベースのデフォルトのタイムゾーンの設

定

q タスク8：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentationデー

タベースオプションの設定

q タスク9：サービス認証情報の構成

q タスク10：サービスとアプリケーションファイルのパスの設定

q タスク11：別のキャッシュサービスを使用する場合、RSA
Archerキャッシュサービスを無効化

q タスク12：インストーラーのログファイルのパスの設定

q タスク13：インストールの実行
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アップグレード インストールチェックリスト

このチェックリストは、アップグレード インストールを行うユーザーの参考のために提供しています。

すべてのコンポーネントを一度にアップグレードすることも、個々のコンポーネントを個別にアップグ

レードすることもできます。RSA Archerを新規システムにインストールする場合は、「RSA Archerの
インストール」を参照してください。

Webロールおよびサービスロールの両方を実行するすべてのサーバでアップグレードを実行します。

詳細については、「すべてのコンポーネントのアップグレード」を参照してください。

すべてのコンポーネントのアップグレード

q タスク1：インストーラーパッケージの準備

q タスク2：すべてのRSA Archerジョブの停止

q タスク3：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA
Archerサービスの停止

q タスク4：Webサイトのシャットダウン

q タスク5：管理者としてインストーラーを実行

q タスク6：全コンポーネントのインストール

q タスク7：証明書ストアからのX.509証明書の選択

q タスク8：拡張ワークフローサービスのURLの設定

q タスク9：RSA Archerとコンテンツの言語の選択

q タスク10：インスタンスデータベースオプションの設定

q タスク11：Webアプリケーションオプションの構成

q タスク12：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentation
データベースオプションの設定

q タスク13：構成サービスの認証情報の設定

q タスク14：サービスとアプリケーションのパスの設定

q タスク15：(オプション) RSA Archerキャッシュ設定の構成

q タスク16：インストーラーのログファイルのパスの設定

q タスク17：インストールの実行

q タスク18：すべてのWebサーバでのIISの開始

付録D：チェックリストとワークシート 121



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

すべてのコンポーネントのアップグレード

q タスク19：インスタンスの構成の検証

サービスロールのみを実行するサーバでアップグレードを実行します。詳細については、「サービス

サーバのアップグレード」を参照してください。

サービスロールのみを実行するサーバでアップグレードを実行します。

q タスク1：インストーラーパッケージの準備

q タスク2：すべてのRSA Archerジョブの停止

q タスク3：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA
Archerサービスの停止

q タスク4：Webサイトのシャットダウン

q タスク5：管理者としてインストーラーを実行

q タスク6：サービスコンポーネントのインストール

q タスク7：証明書ストアからのX.509証明書の選択

q タスク8：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentationデー

タベースオプションの設定

q タスク9：構成サービスの認証情報の設定

q タスク10：サービスとアプリケーションのパスの設定

q タスク11：(オプション) RSA Archerキャッシュ設定の構成

q タスク12：インストーラーのログファイルのパスの設定

q タスク13：インストールの実行

q タスク14：すべてのWebサーバでのIISの開始

q タスク15：インスタンスの構成の検証

Webロールのみを実行するサーバでアップグレードを実行します。詳細については、「Webサーバの

アップグレード」を参照してください。

すべてのWebロール専用サーバでアップグレードを実行します。

q タスク1：インストーラーパッケージの準備

q タスク2：すべてのRSA Archerジョブの停止
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すべてのWebロール専用サーバでアップグレードを実行します。

q タスク3：RSA Archer構成サービスを除くすべてのRSA
Archerサービスの停止

q タスク4：Webサイトのシャットダウン

q タスク5：管理者としてインストーラーを実行

q タスク6：Webコンポーネントのインストール

q タスク7：証明書ストアからのX.509証明書の選択

q タスク8：RSA Archerとコンテンツの言語の選択

q タスク9：Webアプリケーションオプションの構成

q タスク10：(オプション)メッセージ ログ用のInstrumentation
データベースオプションの設定

q タスク11：サービスの認証情報の設定

q タスク12：サービスとアプリケーションのパスの設定

q タスク13：RSA Archerキャッシュサービスの無効化

q タスク14：インストーラーのログファイルのパスの設定

q タスク15：インストールの実行

q タスク16：すべてのWebサーバでのIISの開始

q タスク17：インスタンスの構成の検証

アクティブ化チェックリスト

このチェックリストは、インストールまたはアップグレード後にサーバを構成するユーザーの参考のため

に提供しています。インストールに関する情報を文書に記録する場合には、パスワードや構成情

報を機密として保護するため、文書のセキュリティを保護するようにしてください。

詳細については、「サービスサーバの構成」を参照してください。

サービスサーバの構成

q タスク1：ドメインユーザーアカウントがネットワーク共有とネット

付録D：チェックリストとワークシート 123



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

サービスサーバの構成

ワーク共有上のcompany_filesディレクトリにアクセスできることの

確認

q タスク2：(オプション) RSA Archerキャッシュサービスの権限の検

証( ドメインアカウントで実行する場合)

q タスク3：X.509証明書へのアクセス権限の確認

q タスク4：証明書失効リストへのアクセス

q タスク5：RSA Archerサービスの開始

詳細については、「Webサーバの構成」を参照してください。次のステップは、特に指定しない限り、

インターネット インフォメーションサービス( IIS)マネージャで実行されます。

Webサーバーの起動

q タスク1：アカウント アプリケーションプールIDの指定

q タスク2：アプリケーションプールの割り当て

q タスク3：APIのアプリケーションプールの確認

q タスク4：ネットワーク共有上のcompany_filesディレクトリを仮想ディ

レクトリとして再構成

q タスク5：RSA Archerディレクトリに対する権限の付与

q タスク6：コマンド プロンプトでIISをリセット

q タスク7：ウイルス対策ソフトウェアによるウイルススキャンの対象から

フォルダを除外

q タスク8：RSA Archer構成サービスの開始

拡張ワークフローを使用している場合は、適切に構成します。次のタスクを確認し、ご使用の環境

に該当するものを実行してください。詳細については、「拡張ワークフローの構成」を参照してくださ

い。

(オプション)拡張ワークフローの構成

q タスク1：拡張ワークフローサービスとRSA Archer GRC間の

HTTP通信をローカルホストで開く

q タスク2：拡張ワークフローサービスを非管理者アカウントを使用

して実行する
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(オプション)拡張ワークフローの構成

q タスク3：ロード バランサ環境で拡張ワークフローを有効化する

q タスク4：Windowsホストのレジストリキーが有効であることを確

認する

検証チェックリスト

このチェックリストを使用して、RSA Archerが正常に稼働し、重要な機能が正常に機能しているこ

とを確認できます。どのようなシステムを導入する場合でも、テストは不可欠です。このチェックリスト

は基本的な機能の検証に役立ちますが、RSAでは、特定の業務に適合するように、さらに実用

的なテスト計画書を開発することを推奨します。

このチェックリストは、インストールまたはアップグレードを確認するためのものです。ユーザーの参考の

ために提供されています。インストールに関する情報を文書に記録する場合には、パスワードや構

成情報を機密として保護するため、文書のセキュリティを保護するようにしてください。

このチェックリストを使用する際には、「RSA Archer Suiteの検証」も参照してください。

RSA Archer GRCのテスト

詳細については、「RSA Archerの要素のテスト」を参照してください。

q タスク1：RSA Archerへのアクセスとログイン

q タスク2：新しいアプリケーションの追加とテスト

q タスク3：キーワード検索のテスト

q タスク4：レコードへのファイルの添付 添付ファイル

q タスク5：(オプション)拡張ワークフローのテスト

RSA Archerのログインページが表示されない場合は、次のセクションを使用してシステムコンポー

ネントのトラブルシューティングを実行します。

サーバ設定の検証

詳細については、「システムコンポーネントのトラブルシューティング」を参照してください。

q タスク1：IIS設定の検証

q タスク2：Webサーバーのフォルダに対するアクセスの検証
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RSA Archerのログインページが表示されない場合は、次のセクションを使用してシステムコンポー

ネントのトラブルシューティングを実行します。

クライアント設定の検証

詳細については、「システムコンポーネントのトラブルシューティング」を参照してください。

q タスク1：Silverlightバージョンの検証

q タスク2：ブラウザ設定の検証

準備ワークシート

このワークシートは、新規インストールを行うユーザーの参考のために提供しています。

重要：インストールに関する情報を文書に記録する場合には、パスワードや構成情報を機密とし

て保護するため、文書のセキュリティを保護するようにしてください。

このワークシートを使用する際の詳細については、「インストールのためのRSA Archerの準備」を参

照してください。

データベースの認証の詳細

q インスタンスデータベースの認証情報 ユーザー名：

パスワード：

q 構成データベースの認証情報 ユーザー名：

パスワード：

q (オプション)ログデータベースの認証情報 ユーザー名：

パスワード：

Windows認証の詳細

q Windows Server管理用の認証情報 ユーザー名：

パスワード：
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アクティブ化ワークシート

このワークシートは、インストールまたはアップグレード後にサーバを構成するユーザーの参考のため

に提供しています。インストールに関する情報を文書に記録する場合には、パスワードや構成情

報を機密として保護するため、文書のセキュリティを保護するようにしてください。

このワークシートを使用する際の詳細については、「アクティブ化プロセス」を参照してください。

検証ワークシート

このワークシートを使用して、検証プロセス全体で必要な情報をトラッキングできます。パスワード

と構成の詳細を保護するために、必ずドキュメントをセキュリティで保護してください。

q デフォルトのインスタンス名。 インスタンス名 :

q インスタンスデータベースの認証情報。 SQL Server：
ログイン名 :
パスワード：

データベース：

q ファイルリポジトリパス。これは、ネットワーク共有にマッピン

グする必要があります。

パス：

q 検索インデックスパスとキューイングサーバ。 検索インデックス

のパス:
キューイングサー

バ:

q デフォルトの差出人アドレス。 メールの差出人

アドレス:

q ベースURLと認証URL。 ベースURL:
認証URL:

q SysAdminパスワードとサービスアカウント パスワード。 SysAdmin:
サービスアカウン

ト :

q インスタンスのシリアル番号

q 会社情報。

q アクティブ化の方法。

シリアル番号 :

名 :
姓 :

会社 :

自動

手動
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検証ワークシート

q サービスアカウント アプリケーションプールの認証情報 ユーザー名 :
パスワード：
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付録E：ユーザー要件

クライアント コンピューター

次のリストは、RSA Archerにアクセスするユーザーのクライアント コンピューターに関する推奨事項

です。

コンポーネ

ント
説明

ブラウザ Internet Explorer 10または11; Firefox 33または34; Safari 10.8および10.9

その他 Microsoft Silverlight 5.1.3(管理、検索、データ インポート、ユーザー環境設定の

実行に必要)

RSA Archerでサポートされているサード パーティ製コンポーネントのリストについては、「認定された

動作環境」ドキュメントを参照してください。

RSA Archer監査管理ソリューションのオフラインアクセス要件

RSA Archer監査管理ソリューションへのオフラインアクセスを使用するには、クライアント コンピュー

タが次の推奨事項を満たしている必要があります。

コンポーネント 説明

オペレーティングシステム Windows 7( 64ビット版)

メモリ 8 GBのRAM

ディスク領域 100 GBのハード ディスクドライブ

追加ソフトウェア Microsoft .NET Framework 4.6.1

RSAでは、クライアント コンピュータにはデュアルCPUプロセッサの搭載を推奨します。推奨される

ディスク領域は、クライアント コンピュータにダウンロードするデータ量に応じて異なります。

インストール手順については、「オフラインアクセスのインストール」を参照してください。
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付録F：RSA Archerのアンインストール

この処理を実行すると、RSA Archerとその関連データが削除されます。この処理では、RSA
Archerインストーラによって追加されたディレクトリとファイルのみが削除されます。ただし、リポジトリ

ファイル、キーワード インデックスファイル、ログファイルなど、構成中に追加されたファイルは削除さ

れません。

マルチホスト構成のサーバからコンポーネントを削除する場合には、それぞれのサーバでこのタスクを

実行してください。

重要：新しいバージョンのRSA Archerにアップグレードする場合には、このタスクを実行しないでくだ

さい。RSA Archerコンポーネントをアップグレードするには、インストーラを実行します。

ArcherInstall.exeファイルが、RSA Archerをインストールしたときと同じ場所に存在することを確認し

ます。アンインストールプログラムは、このファイルを元のパスで検出し、使用する必要があります。

ファイルがその場所にない場合、アンインストールは失敗します。

RSA Archerのアンインストール

1. Windowsのコントロールパネルで、使用しているWindowsのバージョンに応じて次のどちらかの

操作を行います。

l ［プログラムの追加と削除］をクリックします。

l ［プログラムと機能］をクリックします。

2. 使用しているWindowsのバージョンに応じて、次のどちらかの操作を行います。

l いずれかのRSA Archerを選択し、［変更と削除］をクリックします。

l GRC Platformを右クリックし、［アンインストールと変更］をクリックします。

アンインストールプロセスが開始され、［言語の選択］ダイアログボックスが開きます。

3. インストーラの言語を選択します。［OK］をクリックして続行します。［アンインストールオプショ

ン］ページが表示されます。

4. アンインストールするオブジェクトを選択し、［Next ］をクリックします。［アンインストールの実行］

ページが表示されます。

5. ［Next］をクリックして続行します。アンインストールの実行中、［ファイルの進行状況］ボックスが

開きます。

6. プロセスが完了するまで数分かかります。

7. ［Finish］をクリックします。選択されたオブジェクトがすべて削除されます。

8. データベースサーバからSQLデータベースを削除します。
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付録G：6.2拡張ワークフローの条件付きレイアウト適用アク

ションの変更の調整

条件付きレイアウト適用 データ依存型イベントの調整

6.2リリースでは、拡張ワークフローの操作ボタン( ［ユーザー操作］ノードからの遷移に関連付けられ

ます)とユーザー開始の登録ボタンの処理方法、およびこれらのボタンが利用可能になるタイミング

と利用可能なユーザーを制御する方法が変更されました。以前のリリースでは、これらのボタンはレ

イアウト オブジェクトとして扱われており、ACL(条件付きレイアウト適用)というDDE(データ依存型

イベント )を使用して、ボタンが利用可能になるタイミングとユーザーを制御できました。6.2以降で

は、これらのボタンはレイアウト オブジェクトではなくなり、拡張ワークフロー構成の一部として扱われ

ます。また、これらのボタンのルール(いつ遷移が発生するかを決定)と権限(どのユーザーがアクセス

できるかを決定)を、拡張ワークフロープロセスデザイナーから直接構成することができます。

各ボタンタイプの変更は次のとおりです。

l 操作ボタン( ［ユーザー操作］ノードからの遷移) ：リリース6.2では、遷移の権限が付与されていな

い限り、これらのボタンは常に非表示です。権限は、レコードをロードする時に決定されます。こ

れは、システム内の他のオブジェクトの権限の決定方法と一貫しています。ボタンがルールによっ

て非表示になることも、無効になることもありません。ルールは、ボタンをクリックする時に評価さ

れ、条件に適合しない場合は、遷移が実行されず、コンテンツは現在のノードに留まります。

l ユーザー開始の登録ボタン：ユーザー開始の登録ボタンは、権限が付与されていないユーザーに

は表示されません。操作ボタンと同様に、ボタンがルールによって非表示になることも、無効にな

ることもありません。ルールは、ボタンをクリックする時に評価され、条件に適合しない場合は、コ

ンテンツは登録されません。

o ［新しいレコード］登録オプションのみを選択した場合、新しいレコード (つまり、まだ保存して

いないレコード )には、ユーザー開始の登録ボタンは表示されません。ボタンは、以前に保存

した未登録レコードにのみ表示されます。

o ［更新されたレコード］登録オプションのみを選択した場合、ユーザー開始の登録ボタンは、レ

コードの編集ページで、変更が未保存の場合にのみ表示されます。すでに変更を保存した

未登録のレコードには、このボタンは表示されません。

o ［新しいレコード］と［更新されたレコード］の両方の登録オプションを選択した場合、コンテン

ツを登録するために、ユーザー開始の登録ボタンを有効にすることはできません。

付録G：6.2拡張ワークフローの条件付きレイアウト適用アクションの変更の調整 131



RSA Archer インストールおよびアップグレード ガイド

o ［新しいレコード］と［更新されたレコード］のいずれの登録オプションも選択していない場合

は、このボタンの権限を付与されたユーザーの編集ページに、ユーザー開始の登録ボタンが常

に表示されます。

ボタンの仕様変更により、次の利点があります。

l レイアウトを再利用できます。

l 遷移の変更はワークフローでバージョン管理されるため、既存のジョブを中断することなく、［ユー

ザー操作］ノードからの遷移を追加または削除できます。

l 権限ロジックが中間層で適用されるため、データ フィードやAPIなどの他のRSA Archer機能が、

ワークフローのボタンの権限ロジックに従う必要があります。

6.2をインストールすると、拡張ワークフローのレイアウト オブジェクトに関連づけられているDDEが特

定され、レイアウト オブジェクトが削除され、DDEログファイルに結果が書き込まれます。6.2のイン

ストール後に、ログファイルを確認して変更の影響を受けるDDEを確認し、拡張ワークフロー機能

が期待した動作をするよう、操作ボタンとユーザー開始の登録ボタンに、権限またはルールを追加

する必要があります。

重要：自動移行はありません。リリース6.2にアップグレードした後、影響を受けるDDEを、遷移また

はユーザー開始の登録ボタンの権限およびルールに手動で変換する必要があります。また、ログ

ファイルには、アップグレードの時点でライセンスされているアプリケーションとアンケートの結果のみが

記録されます。6.2リリースのインストール後にライセンスキーを更新し、そのライセンスキーにより、

以前はアクセスできなかったアプリケーションへのアクセスが追加された場合、ログファイルには、新

たにライセンスされたアプリケーションに含まれる影響を受けるDDEの情報は記録されません。コア

アプリケーションを更新するには、適切な6.2ユースケースパッケージを適用します。これらのパッケー

ジにより、拡張ワークフローが更新され、操作ボタンとユーザー開始の登録ボタンに新しい権限と

ルールが導入されます。

DDEの調整

1. DDEログファイルを開きます。このファイルは、インストール時に［ログのパス］フィールドで指定さ

れたフォルダに作成されます。

ログファイルは、2つのセクションで構成され、それぞれに影響を受けるDDEのリストと、アップグ

レード前にDDEに設定されていたアクションのリストが含まれます。1つのセクションには、ユー

ザー開始の登録ボタンに影響するDDEのリスト、もう1つのセクションには、遷移ボタンに影響す

るDDEのリストが含まれます。

ユーザー開始の登録ボタン：

列 説明

Module Name アプリケーション名またはアンケート名。
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列 説明

Level Name アプリケーションレベルまたはアンケート レベルの名前。

Event Action Name 影響を受けるDDEアクションの名前。

User Initiated Button Text ユーザー開始の登録ボタンの名前。

Action Type ボタンに対して構成されているアクション。

Process ID 拡張ワークフローのプロセスID。

操作ボタン：

列 説明

Module Name アプリケーション名またはアンケート名。

Level Name アプリケーションレベルまたはアンケート レベルの名前。

Node Name アウトバウンド遷移が関連づけられたノード名。

Layout Name ノードに関連付けられ、影響を受けるDDEアクションを含んだレイアウ

ト。

Event Action
Name

影響を受けるDDEアクションの名前。

Button Name ボタン/遷移の名前。

Action Type ボタンに対して構成されているアクション。

Proc Node ID ノードのシステムID。

Proc Node DB システムの処理ノード データベース。

2. 影響を受けるアクションに関連づけられたルールを調べ、次のシナリオのどれに該当するかを判

別します。

シナ

リオ
ルールの目的

適用されるユーザー/
グループ

変換先

A 常にtrueと評価されること 特定のユーザーまた

はグループ

拡張ワークフロー

の権限

B 特定の条件に適合する場合にのみtrue
と評価されること

Everyone 拡張ワークフロー

のルール

シナリオAの例
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リリース6.1で、［ユーザー操作］ノードに次のようなアウトバウンド遷移があり、DDEが関連付け

られているとします。

ユーザー操作の遷

移
関連するDDEのルール 関連するDDEのアクション

ビジネスユニット マ

ネージャに提出

リスクスペシャリスト

に提出

レコード ステータスが［新

規］または［更新］

リスクマネージャを除くすべてのユーザーに

対して両方のボタンを非表示

このアクションは特定のユーザーにのみ適用され、ルールは常にtrueと評価されるため、このDDE
は、この遷移に進むことができるユーザーの判別が目的と考えられます。リリース6.2では、この

DDEを使用する代わりに、遷移自体に権限を構成することができます。

ユーザー操作の遷移 遷移の権限

ビジネスユニット マネージャに提出

リスクスペシャリストに提出

各遷移で権限を作成し、リスクマネージャを選択

シナリオBの例

リリース6.1で、［ユーザー操作］ノードに次のようなアウトバウンド遷移があり、DDEが関連付け

られているとします。

ユーザー操作の

遷移

関連するDDEの
ルール

関連するDDEのアクション

リスクスペシャリ

ストに提出

リスクスペシャリスト

は［選択なし］

すべてのユーザーに対して［リスクスペシャリストに

提出］ボタンを非表示にします。

このアクションはすべてのユーザーに適用され、ルールは特定の条件下でのみtrueと評価される

ため、このDDEは、この遷移に進むタイミングを判別することが目的であると考えられます。リリー

ス6.2では、このDDEを使用する代わりに、遷移自体にルールを構成することができます。

ユーザー操作の遷移 遷移のルール

リスクスペシャリストに提出 リスクスペシャリストが［選択なし］ではない

条件：

l 評価するフィールド：リスクスペシャリスト

l 演算子：等しくない

l 値 : 選択なし
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3. 影響を受けるすべてのDDEをルール、権限、あるいはその両方に変換します。ルールと権限の

構成に関する詳細な手順は、オンラインドキュメントの「ワークフローの構築」を参照してくださ

い。
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付録H：Microsoft Internet Explorer 10または11用に

Windows Media Playerを有効にする

RSA Archerのオンラインドキュメントには、ビデオが付属しています。ビデオを表示するには、

Microsoft Internet Explorer 10または11およびWindows Media Playerが必要です。

タスク1：システムにWindows Media Playerがインストールされていることを確認します。

l Windowsデスクトップの場合は、次の場所からWindows Media Playerをダウンロードできます。

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/download-windows-media-player

l Windowsサーバの場合は、次の場所からデスクトップエクスペリエンスをインストールします。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754314.aspx

タスク2：ActiveXコントロールを有効にします。

次のナレッジ ベース記事に記載されている手順を実行します。

https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158

注：セキュリティプラクティスによっては、ActiveXを有効にできない場合があります。その場合、シス

テム管理者に連絡するか、別のサポート対象ブラウザーを使用して参照してください。
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付録 I：RSA ArcherワークフローサービスのSSL構成

拡張ワークフローサービスとサーバ間の安全な通信を有効にするには、RSA Archerワークフロー

サービスを実行する各システムで次の手順を実行します。

1. アクセス先と一致する発行先を指定し、有効なx509証明書を生成します。

2. SSL通信モードの拡張ワークフローサービスを実行するポートを決定します。

注：8000と8001は使用しないでください。

3. 次のように、ワークフローサービスの構成を変更します。

注：WpServiceHost.exe.configファイルへの変更は、アップグレード時に保持されません。拡張

ワークフローのインストールとアップグレードを実施するたびに、これらの変更を行ってください。

a. 次のファイルのコピーを作成します。

<インストールディレクトリ>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

注：インストールディレクトリは、通常、Program File\RSA Archerです。

b. 次のファイルを編集します。

<インストールディレクトリ>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

c. 次の文字列を検索します。

http://%ServerAddress%:%ServerHttpPort%/workpoint/rest

d. 見つかったすべての箇所(合計23箇所)で、httpをhttpsに置換し、ポートをSSLポートに置換

します。

例：https://%ServerAddress%:8443/workpoint/rest

注：ステップ3cの文字列と正確に一致する箇所だけを置換してください。23箇所よりも多く

置換した場合は、変更を元に戻す必要があります。

e. 次の文字列を検索します。

<binding name="jsonBinding"

f. 次に示すように、</binding>の直前に1行挿入します。

<binding name="jsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:02:00" receiveTimeout="00:02:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,
WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">
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<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

g. 次の文字列を検索します。

<binding name="longJsonBinding"

h. 次に示すように、</binding>の直前に1行挿入します。

<binding name="longJsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:20:00" receiveTimeout="00:20:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,

WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

i. 次の手順に従い、workflowBaseUrlOverrideの値を削除します。

I. RSA Archerワークフローサービスを実行する各サーバで、次のファイルを編集します。

C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint\conf\templates\
WpServiceHost.exe.config

II. appsettingsで、workflowBaseUrlOverrideをコメント アウトします。例：

4. 新しい証明書をファイルからインポートする場合は、次の手順を実行します。

注：コンピュータ アカウントの［個人］ストアに証明書をインストールする必要があります。

a. 拡張ワークフローサービスを実行するサーバに証明書をコピーします。

b. 証明書ウィンドウの［全般］タブで、［発行先］フィールドのホスト名をコピーします。
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注：発行先のホスト名は、Archerコントロールパネルで使用します。

c. 証明書をダブルクリックします。

d. ［証明書のインストール］をクリックします。

e. ［ローカルマシン］を選択し、［次へ］をクリックします。
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f. ［証明書をすべて次のストアに配置する］を選択します。

g. ［証明書ストア］ウィンドウで、［個人］ストアを選択します。

h. ［OK］をクリックします。

i. ［完了］をクリックします。
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5. 次の手順に従い、SSL証明書として証明書を登録します。

a. 証明書をダブルクリックします。

b. ［詳細］タブで、拇印をコピーします。

c. ハッシュからすべてのスペースと非表示のUnicode文字を削除します。

d. コマンド プロンプトで次のコマンドを実行します。<port>と<hash>は、ステップ2のポート番号

と、ステップ5cのハッシュ値に置換します。ハッシュの前に疑問符が表示される場合は、疑

問符を削除します。

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:<port> certhash=<hash> certstorename=My appid=
{aa910ced-4811-477a-a4ee-fb86b5f8e5c8}

6. Archerコントロールパネルの［インストールの設定］タブで、［ワークフローホストまたはロード バラ

ンサURL］の値を変更します。証明書からコピーしたホスト名を、URLのサーバ名として指定し

ます。httpsと、サービスがリッスンする新しいポート番号を指定します。
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注：この設定は、1台のマシンでのみ更新する必要があります。マルチホスト環境では、Archer
コントロールパネルの設定は構成サービスを介して共有されます。

7. 各サーバで、拡張ワークフローサービスを再開します。

8. 次の手順に従い、IISを再開します。

a. コマンド プロンプトを開きます。

b. 次のコマンドを実行します。

iisreset
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