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前書きと概要
Thermo Scientific™ Security Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアには、スペクトルデータのセキュリティと

整合性を確保するとともに、21 CFR Part11の要件を満たすのに役立つ安全な環境を提供するように設

計された一連のソフトウェアアプリケーションが含まれています。

このSecurity Suite( セキュリティスイート ) は、イベントログサービスを使用して、お使いのThermo Scientific
機器の活動の監査証跡を提供します。このサービスは、Security Administration( セキュリティ管理) と機
器アプリケーションの操作、すなわち「イベント」を安全なデータベースに記録します。

データセキュリティで構成された機器アプリケーションは作動中に、定義されたセキュリティ設定を強制する

ために、Security Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアとの継続的な通信を維持します。

このSecurity Suite( セキュリティスイート ) には、以下の4つの主要成分が含まれています:

Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアは、通常Security Administrator( セキュリティ管

理者 ) として指定されているユーザーが、アクセス制御、電子記録の監査、電子署名の制御のためのセ

キュリティ設定を定義することを許可します。通常、このソフトウェアはネットワークサーバーまたはコンピュー

タにインストールされて、ネットワーク上のすべてのユーザーアカウントを一元管理します。このソフトウェアを

使用して定義されたセキュリティ設定は、ネットワークサーバーまたはコンピュータの安全なファイルに保存さ

れ、Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションからのクエリに対応します。

Audit Manager( 監査マネージャー) ソフトウェアは、ログに記録されたセキュリティイベントを表示するととも

に、ログに記録されたイベントのレポートを作成するために使用されます。Audit Manager( 監査マネー

ジャー) のコピーは、Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアと同じコンピュータに自動的にイ

ンストールされます。このAudit Manager( 監査マネージャー) ソフトウェアは、監査マネージャーデータベース

にアクセスできるネットワーク上の他のシステムにインストール可能です。

Thermo Scientific Security Service( Thermo Scientificセキュリティサービス) は、Windowsオペレーティ

ングシステムソフトウェア下でサービスとして実行され、Security Administration( セキュリティ管理 ) プログラ

ム内で定義されたセキュリティ設定に関する情報を提供します。このSecurity Service( セキュリティサービ

ス) は、ネットワーク上の異なるコンピュータで作動中の複数のThermo Scientific instrument applications
( Thermo Scientific機器アプリケーション) を同時に処理することができます。

Thermo Scientific Audit Log Service( Thermo Scientific監査ログサービス) は、ログに記録されたイベ

ントを監査ログデータベースに書き込みます。

このSecurity Suite( セキュリティスイート ) には以下も含まれています …
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Thermo Scientific File Change Monitor Service( ファイル変更監視サービス) 。これはWindowsエクスプ

ローラソフトウェアなどの他のアプリケーションからのファイルへの変更をログに記録します。

Thermo Scientific Secure Data Storage Service( Thermo Scientific 安全データストレージサービ

ス) 。これは機器アプリケーションが、現ユーザーにはアクセス権のない安全な場所にデータを書き込むこと

を可能にします。

これらのサービスは、Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアではなく、機器コンピュータにイ

ンストールされます( 但し、機器コンピュータにSecurity Administration( セキュリティ管理 ) プログラムもイン

ストールされている場合を除く) 。

Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの作動中は、定義されたセキュリティ設定を強制する

ために、Thermo Scientific Security Service( Thermo Scientificセキュリティサービス) との継続的な通信を

維持します。
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システムポリシー機能を設定し、ア
プリケーションへのアクセス機能を制
御
Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアを使用して、アプリケーション機能にアクセスするた

めのセキュリティ設定を定義し、システムとアプリケーションのポリシーを設定し、電子署名を制御します。

内容

Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアをナビゲート 8

保護された機能のアクセス権 を指定する 11

セキュリティスイートアプリケーション) のシステムポリシーを設定 22

Security Suite Applications( セキュリティスイートアプリケーション) にSignature Meanings( 署名の
意義 ) を割り当てる 30

アプリケーションの追加 36

アプリケーションの削除 37

自動画面ロックを設定 38

セキュリティ設定 を保存 40

セキュリティ設定 を印刷 41
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Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフ
トウェアをナビゲート

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアを起動すると、Security Administration( セキュリ

ティ管理) ウィンドウが表示されます。追加されたアプリケーションのセキュリティ設定を表示するウィンドウの

例を以下に示します。

図 2-1: Security Administration( セキュリティ管理) のメインウィンドウ

ナビゲーションペインには「ツリー」構造があり、最初はサブレベルが折りたたまれた状態で表示されます。ツ

リー内のアイコンまたはフォルダーの左側にあるプラス記号をクリックすると、ツリー内のアイコンまたはフォル
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ダーがさらに表示されるように展開されます。ツリー内のいくつかのアイコンをクリックすると、右側のペインに

機能が表示され、Security Administration( セキュリティ管理) または別のSecurity Suite( セキュリティス

イート ) アプリケーションのセキュリティ機能を設定できます。

ツールバーを表示する

View( ビュー) メニューのToolbar( ツールバー) を使用して、一般的に使用されるメニューコマンドを選択す

るためのボタンを含むツールバーを表示または削除します。ツールバーの位置については、前のセクションの

図を参照してください。

Toolbar( ツールバー) オプションについて、以下で簡単に説明します。

ツール

バー

ボタン

ツールバーボタン)

セキュリティ設定を保存します。

プリンタを選択してセキュリティ設定を印刷できます。

レビューまたは印刷用のセキュリティ設定のプレビューを表示します。

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのヘルプシステムを開きます。

Security Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアのThermo Scientific Audit Log Service
( Thermo Scientific監査ログサービス) の現在のステータスを表示します。緑のチェックマーク

は、Audit Log Service( 監査ログサービス) がインストールされ、正しく実行されていることを示

します。赤の「X」は、サービスがインストールされていないか、または正しく設定されていないこと

を示します。

表1 - Security Administration( セキュリティ管理 ) ツールバーボタン

ステータスバーを表示する

View( ビュー) メニューのStatus Bar( ステータスバー) を使用して、基になるSecurity Suite( セキュリティス

イート ) サービスのステータスなどのステータス情報を表示するステータスバーを表示または削除します。ナビ

ゲーションペインの下にステータスバーが表示されます。

キーボードを使用して、ナビゲーションペインで項目を選択します

ナビゲーションペインでアプリケーションのセキュリティ機能( システムポリシーなど) を選択した場合は、View
( ビュー) メニューのSelect Previous( 前を選択 ) またはSelect Next( 次を選択 ) を使用して、ツリー内の以
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前の項目( 存在する場合) を選択できます。Ctrlキーを押しながら、上矢印キーまたは下矢印キーを押し

ます。

これらのキーボードショートカットは、複数のアクセス制御機能またはシステムポリシーを順番に設定する場

合に役立ちます。片手でキーボードを使用してツリー内の次の( または前の) 項目を迅速に選択し、もう一

方の手でマウスを使用してその項目の設定を変更できます。
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保護された機能のアクセス権 を指定する

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのナビゲーションペインで監視対象アプリケーション

のアイコンを開くと、アプリケーションの3種類のセキュリティ機能がナビゲーションペインで利用できるようにな

ります。Access Control( アクセス制御 ) 、System Policies( システムポリシー) 、およびSignature
Meanings( 署名の意義) 。次に例を示します。

l Access Control( アクセス制御 ) を使用すると、アプリケーションの保護された機能を使用するための

個々のユーザーまたはユーザーのグループの権限を設定できます。詳細情報については、「Access to
Application( アプリケーションへのアクセス) 機能の制御」を参照してください。

l System Policies( システムポリシー) を使用すると、ファイルの上書きの防止や電子署名の要求など

をカバーするポリシーを設定できます。詳細については、「Security Suite Applications( セキュリティス

イートアプリケーション) のSystem Policies( システムポリシー) の設定」を参照してください。

l Signature Meanings( 署名の意義 ) 機能を使用すると、システムのユーザーが提供する電子署名で

使用できる意味を指定できます。詳細情報については、「Security Suite Applications( セキュリティス

イートアプリケーション) へのSignature Meanings( 署名の意義 ) の割り当て」を参照してください。

これらの機能を使用してSecurity Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションのセキュリティ機能を設定した

後、File( ファイル) > Save Settings( 設定の保存 ) を選択してセキュリティ設定を保存します。

注記ネットワークを使用する場合、Security Administration( セキュリティ管理) プログラムがインストー

ルされている中央コンピュータでのアクセス権、システムポリシー、または署名の意義の変更は、ネット

ワーク上のすべてのSecurity Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションとコンピュータですぐに使用され

ます。
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Access to Application( アプリケーションへのアクセス) 機能を制
御する

Access Control( アクセス制御 ) を使用して、Security Administration( セキュリティ管理) プログラムに追

加されたアプリケーションの保護された機能を使用する個々のユーザーまたはユーザーのグループの権限を

設定します。アプリケーションの機能は、ログインしたユーザーがそれを使用する権利を持っている場合にの

み利用できます。

プラス記号をクリックしてアプリケーションのAccess Control( アクセス制御 ) フォルダーを開くと、フォルダーお

よびその他の項目のツリーが表示されます。ツリーの各項目は、アプリケーションの保護された機能または

機能のグループを表します。つまり、アクセス制御機能が利用可能な操作です。フォルダの左側にプラス

記号がある場合、そのフォルダはコマンドのメニューなどの機能のグループを表します。プラス記号をクリック

してこれらのフォルダの一つを開くと、アイコンのツリーが表示されます。メニューのDelete Annotation( 注釈

の削除 ) コマンドを表す選択されたアイコンを示す例を以下に示します。
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図 2-2: お使いのSecurity Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの機能にアクセスできるユーザーを指

定

右側のペインのツールを使用して、選択した機能にアクセスできるユーザーまたはグループを指定できま

す。詳細については、本書の「Specify Access Rights for Protected Features( 保護された機能への

Access Rights( アクセス権 ) の指定 ) 」および「Add or Remove a User or Group for Access Control( アク

セス制御機能に対するユーザーまたはグループの追加または削除 ) 」を参照してください。提供されるツー

ルは、設定するアプリケーションによって異なります。

注記File( ファイル) メニュー内のAdd To All Access Control Items in the File( アクセス制御項目に追

加) を使用して、Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアによってアクセスが制御される

アプリケーションのすべての機能へのユーザーアクセスを迅速に許可または拒否できます。詳細について

は、本書の「Grant or Deny Users Access to All Protected Features of an Application( アプリケーショ

ンのすべての保護された機能へのユーザーアクセスの許可またはDeny( 拒否) ) 」を参照してください。
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同様に、File( ファイル) メニュー内のRemove From All Access Control Items( すべてのアクセス制御項

目から削除) を使用して、アクセスがSecurity Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアによって制

御されるアプリケーションのすべての機能からユーザーの許可または拒否の指定を削除できます。詳細

については、「Remove a User’s Access Designation for all Protected Features of an Application( ア
プリケーションのすべての保護された機能に対するユーザーのアクセス指定を削除する) 」を参照してく

ださい。

Add or Remove a User or Group for Access Control( アクセ
ス制御機能に対するユーザーまたはグループの追加または削
除 )
Security Administration( セキュリティ管理) メインウィンドウの右側ペインにあるツールを使用して、

Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの機能または署名の意義について、Security
Administration( セキュリティ管理) プログラムのAccess Rights( アクセス権 ) ボックスにリストされていない

ユーザーまたはグループのアクセスを指定します。

❖ アクセス制御ユーザーまたはグループを追加するには

1. Security Administration( セキュリティ管理) ナビゲーション( 左 ) ペインのAccess Control( アクセス制

御) で機能を選択します。次に例を示します。

2. 右側のペインの右側にあるNames( 名前) ボックスでアクセスを指定するユーザーまたはグループを選

択するか、リストの下のテキストボックスにタイプ入力します。
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名前をタイプ入力する場合は、以下の構文を使用してください。

<domainname>\<accountname>

ここで、「domainname」はユーザーまたはグループのドメインの場所の名前であり、「accountname」は
ユーザーまたはグループのアカウント名です。

注記Domain( ドメイン) ボックスからネットワークまたはローカルコンピュータを選択すると、そのネット

ワークまたはコンピュータ上のユーザーとグループがNames( 名前 ) ボックスに一覧表示されます。選

択したDomain( ドメイン) がActive Directory( アクティブディレクトリ) をサポートしている場合は、

Organization( 組織) を選択できる別のリストボックスが表示されます。Organization( 組織) を選

択すると、ドメイン上のすべてのユーザーとグループではなく、その組織内のユーザーとグループのみ

が一覧表示されます。

3. Add( 追加 ) を選択します。

ユーザー名またはグループ名がAccess Rights For Selected Feature( 選択した機能へのアクセス権)
ボックスに追加されます。既定のアクセス権設定は「Allow( 許可) 」です。次に、Allow( 許可) セルをク

リックし、表示されるリストボックスでDeny( 拒否) を選択して、アクセス仕様を変更できます。
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Access Rights( アクセス権 ) ボックスからユーザーまたはグループを削除するには、それらを選択して

Remove( 削除 ) を選択します。

これにより、選択した機能に対するそのユーザーまたはグループの権利が削除されます。( これには例

外があります: 削除されたユーザーが本ソフトウェアを起動する権利を持つグループのメンバーである場

合、ユーザーにはその権利があります。)

アプリケーションの保護されたすべての機能へのアクセスをユー
ザーに許可または拒否するGrant or Deny Users Access to
All Protected Features of an Application( アプリケーションの
保護されたすべての機能へのアクセスをユーザーに許可または
拒否する)
File( ファイル) メニュー内のAdd To All Access Control Items( アクセス制御項目に追加 ) を使用して、アプ

リケーションの保護されたすべての機能へのユーザーまたはユーザーグループのアクセスを迅速に許可また

は拒否します。これは、すべての機能へのユーザーまたはユーザーグループのアクセスを個別に許可または

拒否するのと同じ効果があります。
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❖ アプリケーションの保護されたすべての機能へのアクセスをユーザーに許可または拒否するた

め

1. ナビゲーションペインのアイコンをクリックして、アクセスを許可または拒否するアプリケーションを選択しま

す。

2. File( ファイル) ( メニュー) > Add To All Access Control Items( すべてのアクセス制御項目に追加 ) を
選択します。

ボックスには、利用可能なユーザーとグループが一覧表示されます。次に例を示します。

3. アクセスを許可または拒否するユーザーまたはユーザーグループを指定します。

これを行うには、リストボックスで項目を選択するか、テキストボックスに名前をタイプ入力します。

4. Grant Access( アクセスの許可 ) またはDeny Access( アクセスの拒否 ) を選択して、アクセスを許可

するか拒否するかを指定します。

5. OKを選択します。
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アプリケーションのすべての保護された機能に対するユーザーの
アクセス指定を削除

File( ファイル) メニュー内のRemove From All Access Control Items(  すべてのアクセス制御項目から削

除) を使用して、アプリケーションのすべての保護された機能に対するユーザーまたはユーザーグループの許

可または拒否の指定を迅速に削除します。これは、すべての機能の指定を個別に削除するのと同じ効

果があります。

❖ アプリケーションの保護されたすべての機能に対するユーザーのアクセス指定を削除するには

1. ナビゲーションペインのアイコンをクリックして、ユーザーのアクセス指定を削除するアプリケーションを選択

します。

2. File( ファイル) ( メニュー) > Remove From All Access Control Items( すべてのアクセス制御項目か

ら削除 ) を選択します。

ボックスには、利用可能なユーザーとグループが一覧表示されます。次に例を示します。

3. アクセスを拒否するユーザーまたはユーザーグループを指定します。

これを行うには、リストボックスで項目を選択するか、テキストボックスに名前をタイプ入力します。

4. OKを選択します。

アプリケーションのすべての保護された機能のグループ名を置換

Security Suite( セキュリティスイート ) の既定のユーザーグループ名( Administrators( 管理者) とUsers
( ユーザー) ) は、Windowsソフトウェアの管理者とユーザーの既定の認証グループに基づいています。既定

のグループ名は、一般的にSecurity Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアを使用する2つの主要なグルー

プ( つまり、Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアの管理者 ( Administrators( 管理者 ) ) と
機器オペレーター( Users( ユーザー) ) を表します。「Administrators( 管理者) 」グループは、システム構成

1 OMNIC Paradigmユーザーガイド Thermo Scientific



を含むSecurity Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアのすべての機能にアクセスすることができま

す。「Users( ユーザー) 」グループは、Security Administration( セキュリティ管理) プログラムにアクセスでき

ず、Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアによって制御される機器アプリケーションへのア

クセスが制限されます( つまり、安全なデータストレージで機器を操作するのに必要な機能のみ) 。

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアの既定のグループ名は、現在のアクセス制御設定

に影響を与えることなく、貴組織にさらに有意なグループ名に再割り当てすることができます。

注記新規ユーザーグループをSecurity Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアで利用できるよう

にするには、ユーザー( またはインストールサイトのIT Administrator( IT管理者) ) がWindows管理で新

規ユーザーグループを作成する必要があります。詳細情報については、現地の担当 IT Administrator
( IT管理者) にお問い合わせください。

❖ Security Suite( セキュリティスイート ) ユーザーグループ名を置換するには

1. Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアで、File( ファイル) ( メニュー) > Replace
User/Group in All Access Control Items( すべてのアクセス制御項目のユーザー/グループを置換 ) を
選択します。

メッセージボックスには、このコンピュータで使用できるユーザーアカウントとグループの名前が一覧表示

されます。

2. 再割り当てするユーザーグループ( 例えば、Administrators( 管理者 ) ) を選択し、［OK］を選択しま

す。
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別のメッセージボックスには、このコンピュータで使用できるユーザーアカウントとグループの名前が一覧

表示されます。

3. 割り当てる新規ユーザーグループ名 ( SA_Adminなど) を見つけるか、入力ボックスにその名前をタイプ

入力してOKを選択します。
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注記

新規グループ名がこのリストに表示されない場合は、担当のIT Administrator( IT管理者) に
Windows管理で新規グループを作成するよう求めてください。

置き換えられたユーザーグループは、置き換えられたユーザーグループと同じアクセス制御設定にな

ります。

ネットワークユーザーグループは、Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのアクセス

制御設定にのみ使用されます。したがって、この置き換えは、本書の後半で説明するSystem
Policies( システムポリシー) とSignature Meanings( 署名の意義 ) には影響しません。
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セキュリティスイートアプリケーション) のシステム
ポリシーを設定

System Policies( システムポリシー) を使用して、ファイルの上書きの防止や電子署名の要求などをカバー

するポリシーを設定します。既定では、アプリケーションのすべてのシステムポリシーは、最も制限が厳しく

制御された環境を提供するように構成されています。

ナビゲーションペインでプラス記号をクリックしてSystem Policies( システムポリシー) 項目を開くと、アイコンの

ツリーが表示されます。ツリー内の各アイコンは、システムポリシーを表します。アイコンの左側にプラス記号

がある場合は、関連するポリシーのグループを表します。プラス記号をクリックして、個々のポリシーを表示

します。Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーション用に選択されたシステムポリシーの例を以下

に示します。
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図 2-3: 各ポリシーグループのシステムポリシー設定を指定します

右側のペインのツールを使用してポリシーグループを作成し、各ポリシーグループのポリシー設定を定義で

きます。ポリシーグループは、システムポリシーを設定できるユーザーのグループです。すべてのシステムポリ

シーには、ポリシーグループの一つGlobal Polices For Everyone( みんなのためのグローバルポリシー) があ

ります。その目的は、まだグループに割り当てていないユーザーにポリシー設定を提供することです。すべて

のユーザーは自動的にこのグループのメンバーになります。グループを削除したり、名前を変更したり、グ

ループからユーザーを削除したり、グループにユーザーを追加したりすることはできません。ユーザーが別のグ

ループのメンバーである場合、そのユーザーのポリシー設定が、Global Polices For Everyone( みんなのた

めのグローバルポリシー) グループの設定の代わりに使用されます。
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利用可能なポリシーは、設定しているアプリケーションによって異なります。ナビゲーションペインのポリシーの

左側にチェックボックスが表示されている場合は、選択したポリシーグループに対してポリシーが選択されて

いるかどうかを指定できます。ポリシーの左側にチェックボックスが表示されない場合( 例えば、Default
Configuration( 既定の構成 ) ) 、ポリシーグループの既定の構成や既定のディレクトリなどのシステム属性

を指定できます。システムポリシーを設定する具体的な手順については、お使いのSecurity Suite( セキュリ

ティスイート ) アプリケーションに付属のセキュリティ設定ガイドを参照してください。

ポリシーグループのシステムポリシーを設定

Policy Groups( ポリシーグループ) ボックスでポリシーグループを選択すると、選択可能なポリシーに対する

そのグループの設定がナビゲーションペインのツリーに表示されます( 各ポリシー名の左側のチェックボックス

にチェックマークが表示されるか、または表示されません) 。これにより、グループの選択可能な すべての設

定を一目で確認できます。加えて、選択したグループのメンバーは、Users In Selected Policy Group( 選
択したポリシーグループ内のユーザー) ボックスにアルファベット順に一覧表示されます。ポリシーグループを

選択したら、次の手順に従ってグループのポリシーを設定します。

❖ ポリシーグループのシステムポリシーを設定するには

1. Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアの左側のペインのSystem Policies( システムポ

リシー) で最初のポリシーを選択します。

2. 右側ペインのSelect A Policy Group( ポリシーグループの選択) ボックスでポリシーグループを選択しま

す。

3. 右側のペインで、そのポリシーに関連付けられているチェックボックスを選択または選択解除します。既

定のポリシーグループに対して選択された( 必須の) ポリシーの例を以下に示します。
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4. 左側のペインで次のポリシーを選択し、右側のペインでそのチェックボックスを選択または選択解除しま

す。

5. すべてのポリシーが設定またはレビューされるまで、選択したポリシーグループの残りのシステムポリシー

の選択と設定を続けます。

6. File( ファイル) ( メニュー) > Save Settings( 設定の保存 ) を選択して、セキュリティ設定を保存しま

す。

Policy Group( ポリシーグループ) をCreate( 作成 ) 、Edit( 編
集 ) 、またはDelete( 削除 )
Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアで新規システムポリシーグループを作成したり、ポリ

シーグループを削除したり、ポリシーグループの名前を編集することができます。新規ポリシーグループを作

成する場合は、そのポリシーグループに個別にポリシーを設定できます。その後、ユーザーアカウントをポリ

シーグループに割り当てることができます。ユーザーアカウントは、ただ一つのポリシーグループだけのメンバー

である必要があります。
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❖ ポリシーグループを作成するには

1. Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアで、ナビゲーション( 左) ペインでポリシーグループ

を作成するアプリケーションのアイコンを開きます。

2. ナビゲーションペインで、選択したアプリケーションのSystem Policies( システムポリシー) グループを開

き、任意のシステムポリシーを選択します。

3. 右側のペインで、Policy Groups( ポリシーグループ) の下のAdd( 追加 ) ボタンをクリックします。

4. Add Policy Group Name( ポリシーグループ名の追加 ) ボックスに、作成するシステムポリシーユーザー

グループのわかりやすい名前を入力し、OKを選択します。
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入力したわかりやすい名前を含む名前で、新規グループがPolicy Groups( ポリシーグループ) リストに

表示されます。次に例を示します。

このセクションで後述するように、Access Rights( アクセス権 ) ボックスの右側にあるAdd( 追加) ボタンを使

用して、ユーザーをグループに追加できます。

❖ ポリシーグループを削除するには

1. Policy Groups( ポリシーグループ) ボックスでグループ( Global Policies For Everyone( みんなのための

グローバルポリシー) グループ以外 ) を選択します。

2. Delete( 削除 ) をクリックします。

グループがリストから削除されます。

❖ ポリシーグループの名前を編集するには

1. Policy Groups( ポリシーグループ) ボックスでグループ( Global Policies For Everyone( みんなのための

グローバルポリシー) グループ以外 ) を選択します。

2. Edit( 編集 ) をクリックします。
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Edit Policy Group Name( ポリシーグループ名の編集) ボックスが表示されます。次に例を示します。

3. グループの新規説明をタイプ入力し、OKを選択します。

編集したグループ名がPolicy Groups( ポリシーグループ) ボックスに表示されます。

ポリシーグループからのユーザーの追加または削除

選択したポリシーグループにユーザーを追加したり、グループからユーザーを削除することができます。

❖ ポリシーグループにユーザーを追加するには

1. Names( 名前 ) ボックスでユーザー名を選択するか、リストの下のテキストボックスに名前をタイプ入力

します。

2. Add( 追加 ) を選択します。

以下に示すように、ユーザー名がUsers in this policy group( このポリシーグループのユーザー) ボックス

に表示されます。
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名前をタイプ入力する場合は、以下の構文を使用してください。

<domainname>\<accountname>

ここで、「domainname」はユーザーまたはグループのドメインの場所の名前であり、「accountname」は
ユーザーまたはグループのアカウント名です。

ユーザーが別のドメインの別の組織に所属している場合は、Domain( ドメイン) とOrganization( 組織 )
のリストボックスを使用して、目的の場所を選択します。

❖ ポリシーグループからユーザーを削除するには

1. Policy Group Members( ポリシーグループメンバー) ボックスでユーザーを選択します。

2. Remove( 削除 ) を選択します。
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Security Suite Applications( セキュリティスイー
トアプリケーション) にSignature Meanings( 署
名の意義 ) を割り当てる

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのSignature Meanings( 署名の意義 ) 機能によ

り、Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの指定ユーザーが提供する電子署名に利用可能

な署名の意義を指定することができます。例えば、特定のユーザー( ラボマネージャーなど) のみが

「Approval( 承認 ) 」権限を持ってファイルに署名できるように、Signature Meanings( 署名の意義 ) 機能を

設定することができます。デジタル署名の一般的な説明については、以下のセクションの「About Digital
Signatures( デジタル署名について) 」を参照してください。

各アプリケーションには、独自の署名の意義リストがあります。これらの意義は編集したり削除することも、

新たな意義を追加することもできます。また、特定の意義を使用できるユーザーやグループを指定すること

もできます。

注記一部のアプリケーションには、ユーザーがカスタム署名の意義を入力できるかどうかを指定するシス

テムポリシーが含まれています。詳細情報については、お使いのアプリケーションのセキュリティ設定ガイ

ドに記載されている「Prevent signature meaning entry when signing file( ファイル署名時に署名の意

義の入力を防止する) 」システムポリシーを参照してください。

デジタル署名 について

デジタル署名の表示部分は、ユーザー名、日付、および署名の理由( 署名の「意義」) で構成されていま

す。Thermo Scientificアプリケーションのユーザーが提供する電子署名に利用可能な「署名の意義」の指

定に関する情報については、「Edit Signature Meanings( 署名の意義の編集 ) 」を参照してください。ま

た、デジタル署名 ) は、署名後に記録が変更されたかどうかを検出できる暗号化された情報も含まれてい

ます。

ユーザーは、多くのアプリケーションで記録に電子署名したり、記録が電子署名されていることを検証する

ことができます。

ユーザーは記録保存時に、デジタル署名が必要かどうかを指定することができます。ユーザーは、セキュリ

ティ管理者が選択したシステムポリシーに応じて、記録への署名を求められる場合があります。

ユーザーが保存されたスペクトルを開くと、History( 履歴) またはSecurity( セキュリティ) タブのSpectrum
Information( スペクトル情報 ) にデジタル署名情報が表示されます。履歴を表示するには、スペクトルを選

択してから、Results( 結果 ) ペインの上にある時計アイコンを選択します。スペクトル情報を表示するに

は、スペクトルの横にある［I］ボタンを選択します。記録が署名されていない場合は、「Signature( 署名) :
Not Signed( 署名されていません) 」と表示されます。記録が署名されている場合は、署名者の名前が、
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署名の日付と時間およびSignature Meanings( 署名の意義) とともに表示されます。例えば、「Signature
( 署名) : Smith, John, 02-21-2017 12:02:37 (GMT-06:00)、Authorship( 著者 ) 」( 「GMT-06:00」はグリ

ニッジ標準時を基準にした場所の時間を示します)

複数の署名は記録内容が変更されていない場合にのみ許可されます。記録が変更された場合、一つま

たは複数の署名すべてが無効となるため、再度署名する必要があります。

既定のSignature Meanings( 署名の意義 )
このセクションでは、Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの既定の署名の意義と、Security
Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアによって作成されたユーザーグループ( Administrators( 管理者 ) と
Users( ユーザー) ) へのアクセス許可について説明します。現在の( 推奨) 設定とユーザーグループを保持

するか、または必要に応じてそれらを変更して、インストールサイトのセキュリティ要件に確実に準拠するこ

とができます。

以下の署名の意義は、すべてのThermo Scientificアプリケーションに利用可能な署名の意義の既定リス

トに含まれています。

このリストは、Security Administration( セキュリティ管理 ) プログラムを初めて使用するときに、ナビゲーショ

ンペインで任意のアプリケーションのSignature Meanings( 署名の意義) アイコンをクリックしたときに表示さ

れます。署名の意義のリストに変更を加えた場合、お使いのソフトウェアで利用できる意義が異なる場合

があります。利用可能な意味を変更する一般的な手順、またはファイルに署名するときに各意味を選択

できるユーザーを指定する手順については、前のセクションの「View or Change Signature Meaning
Assignments( ［署名の意義］の割り当てのビューまたは変更 ) 」を参照してください。

既定の署名の意義は、以下で説明するように使用することを目的としています。

l Authorship( 著者 ) 。ファイルに署名するユーザーがファイルの作成者であることを示します。例えば、ス

ペクトルを保存する化学者は、この署名の意義を選択して、誰がスペクトルを測定取得したかを示す

ことが可能です。

l Approval( 承認 ) 。ファイルに署名するユーザーがそのファイルの使用を承認したことを示します。例え

ば、測定条件を保存するラボ監督者はこの署名の意義を選択して、技術者が使用する測定条件

を承認することができます。

l Review( レビュー) 。ファイルに署名するユーザーがファイルをレビューしたことを示します。例えば、技術

者が処理したスペクトルを保存するラボ監督者は、この署名の意義を選択して、スペクトルが適切な

個人によってレビューされたことを示すことができます。
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l Revision( 改訂 ) 。ファイルに署名したユーザーがファイルを変更したことを示します。例えば、処理され

たスペクトルを保存する技術者は、この署名の意義を選択して、誰がスペクトルデータを変更したかを

表示することができます。

署名の意義の割り当てをビューまたは変更

現在の署名の意義の割り当てを表示するには、アプリケーションのSignature Meanings( 署名の意義 ) ア
イコンをクリックします。Signature Meanings( 署名の意義 ) 機能が右側のペインに表示されます。次に例

を示します。
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図 2-4: お使いのアプリケーションの署名の意義にアクセスできるユーザーを指定します

右側ペインのツールを使用して、ファイルに署名するときに選択した署名の意義にアクセスできるユーザー

またはグループを指定できます。詳細については、本書の「Specify Access Rights for Protected
Features( 保護された機能へのAccess Rights( アクセス権) の指定) 」および「Add or Remove a User or
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Group for Access Control( アクセス制御機能に対するユーザーまたはグループの追加または削除) 」を参

照してください。

終了したら、File( ファイル) ( メニュー) > Save Settings( 設定の保存 ) を選択して、セキュリティ設定を保

存します。

下表は、Security Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェア( Administrators( 管理者 ) とUsers( ユーザー) )
によって作成されたユーザーロールの既定のSignature Meaning( 署名の意義) へのアクセス権設定を示し

ています。

Signature Meaning( 署名の意

義 )
Description( 説明 )

Default Access( 既定のアクセ

ス)

Authorship( 著者 ) 所有権を示します Users( ユーザー)

Approval( 承認 ) ファイルの使用承認 Administrators( 管理者 )

Review( レビュー) ファイルがレビューされました Administrators( 管理者 )

Revision( 改訂)
File( ファイル) が改訂されまし

た
Users( ユーザー)

表1 - すべてのSecurity Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの既定の署名の意義のグループと設定

Signature Meanings( 署名の意義 ) を編集

以下の手順に従って、利用可能な署名の意義のリストを変更します。

利用可能な意味のリストに新たな署名の意義を追加するには、Add( 追加) を選択します。Add
Signature Meaning( 署名の意義を追加) ボックスが表示されます。次に例を示します。

このボックスに目的のテキストをタイプ入力し、［OK］を選択します。入力したテキストは、利用可能な署

名の意義のリストに表示されます。次に、ファイルに署名するときにこの署名の意義を選択できるユーザー

グループを指定できます。
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利用可能な意義のリストから署名の意義を削除するには、それをクリックして該当する意義を選択し、

Delete( 削除 ) を選択します。その意義は、ユーザーがファイルに署名する際に使用することができなくなり

ます。

利用可能な意味のリストで署名の意義を編集するには、それをクリックして意義を選択してから、Edit( 編
集) を選択します。Signature Meaning( 署名の意義) ボックスが表示されます。次に例を示します。

必要に応じてボックス内のテキストをEdit( 編集 ) し、［OK］を選択します。編集されたテキストは、利用可

能な署名の意義のリストに表示されます
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アプリケーションの追加

Security Suite( セキュリティスイート ) が最初にインストールされると、それに含まれているすべてのアプリ

ケーションのXMLファイルがSecurity Administration( セキュリティ管理 ) プログラムに自動的に追加されま

す。Security Administration( セキュリティ管理) プログラムを実行すると、各アプリケーションのフォルダアイコ

ンをナビゲーションペインで利用できます。以下にいくつかの例を挙げます:

その時点で、それらのアプリケーションのアクセス権、システムポリシー、および署名の意義を設定することが

できます。

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアによって制御される新規機能を搭載した新バー

ジョンのアプリケーションをインストールした直後には、Add Application in the File( ファイルにアプリケーション

を追加 ) メニューを使用して、新バージョンの.XMLファイルをSecurity Administration( セキュリティ管理 ) ソ
フトウェアに追加します。これにより、新規機能がセキュリティ設定ファイルにマージされ、既存のあなたの設

定はすべて保持されます。

❖ Security Administration( セキュリティ管理 ) プログラムにアプリケーションを追加するには

1. File( ファイル) ( メニュー) > Add Application( アプリケーションを追加 ) を選択します。

Open( 開く) ボックスが表示されます。

2. 開きたいアプリケーション( .XML) ファイルを見つけて選択します。

通常、アプリケーション( .XML) ファイルは、アプリケーションのインストールメディアのルートディレクトリに

あります。

3. Open( 開く) を選択します。

アプリケーションは、ナビゲーションペインのツリーにアイコンとして表示されます。新規アプリケーションのセ

キュリティ機能を設定する手順については、「Setting Security Features for Monitored Applications( 監
視対象アプリケーションのセキュリティ機能の設定 ) 」を参照してください。
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アプリケーションの削除

Remove Application in the File( ファイル内アプリケーションの削除) メニューを使用して、Security
Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのナビゲーションペインからアプリケーションを削除します。

❖ Security Administration( セキュリティ管理 ) プログラムからアプリケーションを削除するには

1. Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのナビゲーションペインでアプリケーションのアイコ

ンを選択します。

2. File( ファイル) ( メニュー) > Remove Application( アプリケーションの削除 ) を選択します。

メッセージが表示されます。

3. Yes( はい) を選択して、アプリケーションを削除します。
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自動画面ロックを設定

システムが指定された時間非アクティブになった後、コンピュータ画面を自動的にロックするようにすべての

Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションを設定できます。

❖ すべてのSecurity Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションの自動画面ロックを設定するに

は

1. Security Administration( セキュリティ管理) メインウィンドウで、ナビゲーション( 左) ペインの上部にある

Admin( 管理) グループを開きます。

2. Admin( 管理) グループで、System Policies( システムポリシー) グループを開き、「Automatically lock
inactive system after (minutes)( 非アクティブなシステムを一定時間( 分単位) 後に自動的にロックす

る) 」機能を選択します。

3. 右側のペインで、システムが自動的にロックされるまでの非アクティブの分数を指定します。

4. Select A Policy Group( ポリシーグループの選択 ) ボックスを使用して、影響を受けるユーザーまたはグ

ループを選択するか、既定のグループ( Global Policies For Everyone( みんなのためのグローバルポリ

シー) ) を選択したままにして、ポリシーをすべてのユーザーに適用します。
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注記特定のシステムポリシーのユーザーグループを作成したり、選択したコンピュータまたはドメイン

からWindowsユーザーグループまたは個人を追加したりすることもできます。詳細については、本書

の「Security Suite Applications( セキュリティスイートアプリケーション) のSystem Policies( システム

ポリシー) の設定」を参照してください。

5. File( ファイル) ( メニュー) > Save Settings( 設定の保存 ) を選択します。
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セキュリティ設定 を保存

File( ファイル) メニューのSave Settings( 設定の保存 ) を使用して、Security Suite( セキュリティスイート ) ア
プリケーションに指定したセキュリティ設定を保存します。ユーザーがアプリケーションを起動したときに新規

設定を有効にするには、新規設定を保存する必要があります。

設定の保存後には、それらを表示または印刷することができます。詳細情報については、「Printing the
Security Settings( セキュリティ設定の印刷 ) 」を参照してください。

注記Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアを実行するための自分のアクセス権を誤っ

て削除した場合は、メッセージで通知されます。メッセージを閉じ、Admin( 管理 ) アイコン下のAccess
Control( アクセス制御) フォルダーにあるAdminister Security Database( セキュリティデータベースの管

理) 項目を使用して自分のアクセス権を復元し( 「Controlling access to Security Administration( セ
キュリティ管理へのアクセス制御) 」を参照) 、自分の変更を保存します。Security Administration( セ
キュリティ管理) を使用する権限を持つ別のユーザーのみが、プログラムの実行権限を削除することが

できます。これにより、一人の管理者が誤ってプログラムからロックアウトされるのを防ぐことができます。

Security Administration( セキュリティ管理) プログラムを使用してセキュリティ設定を変更しているときに

Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションが実行されていた場合、アプリケーションを終了してリ

スタートするまで、新規設定は有効になりません。

注記セキュリティ設定に加えたすべての変更は、設定の保存時に監査ログに記録されます。
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セキュリティ設定 を印刷

File( ファイル) メニューには、印刷前にセキュリティ設定をプレビューしたり、印刷に影響するオプションを設

定したり、設定のリストを印刷したりできる3つのコマンドが含まれています。印刷機能を使用すると、最近

保存した設定のハードコピー記録を保持できます。

セキュリティ設定 をプレビュー

印刷する前に、File( ファイル) メニューのPrint Preview( 印刷プレビュー) を使用してセキュリティ設定を表

示します。

注記保存した設定のみが表示されます。詳細情報については、「Security Settings( セキュリティ設

定) の保存」を参照してください。

❖ セキュリティ設定をプレビューするには

1. File( ファイル) ( メニュー) > Print Preview( 印刷プレビュー) を選択します。

セキュリティ設定の最初のページまたは最初の2ページを示すウィンドウが表示されます。( 表示される

ページ数は、最後にPrint Preview( 印刷プレビュー) を使用し終えたときに表示されたページが1ページ

か2ページかによって異なります。)

注記コンピュータにプリンタドライバがインストールされていない場合、セキュリティ設定が正しく表示

されない場合があります。この場合は、適切なプリンタドライバをインストールしてください。

セキュリティ設定を表示しているときに、Two Page( 2ページ) ボタンとOne Page( 1ページ) ボタンを使

用して、一度に1ページを表示するか2ページを表示するかを切り替えることができます。

最初のページの上部には、セキュリティ設定を最後に更新したユーザー、そのユーザーが属するネット

ワークドメイン、およびセキュリティ設定が最後に更新された日付と時間を示すリストがあります。リスト

に続いて、現在のセキュリティ設定があります。

Zoom In( ズームイン) ボタンをクリックすると、ページのテキストを拡大して読みやすくすることができま

す。ズームインすると、一度に1ページしか表示されません。ページをさらに表示するためにズームアウト

するには、Zoom Out( ズームアウト ) ボタンをクリックします。ボタンは、サイズ調整の制限に達していな

い場合にのみ使用できます。

ページをクリックしてズームインすることもできます。ページを可能な限り拡大したときに、もう一度クリック

すると、ビューが完全にズームアウトされます。
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次の( または前の) ページ( または複数のページ) を表示するには、Next Page( 次のページ) ( または

Prev Page( 前のページ) ボタンをクリックします。

セキュリティ設定を印刷する場合は、Print( 印刷 ) ボタンをクリックします。表示されるボックスで印刷オ

プションを設定し、［OK］を選択します。ヘルプが必要な場合は、Windowsの文書を参照してくださ

い。

2. セキュリティ設定の表示が終了したら、Close( 閉じる) ボタンをクリックします。

印刷オプションを設定する

セキュリティ設定を印刷する前に、File( ファイル) メニューからPrint Setup( 印刷設定) を選択して、用紙サ

イズやページの向きなどのオプションを設定します。

セキュリティ設定を印刷

File( ファイル) メニューからPrint( 印刷) を選択して、セキュリティ設定を印刷します。

1 OMNIC Paradigmユーザーガイド Thermo Scientific



Audit Log( 監査ログ) のビュー
このSecurity Suite( セキュリティスイート ) は、お使いのThermo Scientific™機器およびソフトウェアの活動の

監査証跡を生成します。これは、Security Administration( セキュリティ管理) と機器アプリケーションの操

作、すなわち「イベント」を安全なデータベースに記録します。Audit Manager( 監査マネージャー) を使用

すると、ログに記録されたセキュリティイベントを表示することができ、特定のイベントタイプや時間枠のレ

ポートを作成したり、特定のユーザーからのレポートを作成することもできます。

Audit Manager( 監査マネージャー) は、以下のサービスをSecurity Suite( セキュリティスイート ) に追加しま

す:

Thermo Scientific Audit Log Service( Thermo Scientific監査ログサービス) — ログに記録されたイベン

トを監査ログデータベースにWrite( 書き込み) ます

内容

Audit Logs( 監査ログ) バージョン情報 44

選択したディレクトリをAudit Log( 監査ログ) から除外する 48

Audit Log Database( 監査ログデータベース) を再構成します 50

Audit Log( 監査ログ) をView( ビュー) 51

レポートの作成、署名、および印刷 55

Audit Manager( 監査マネージャー) のユーザー環境設定 58
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Audit Logs( 監査ログ) バージョン情報

OMNIC Paradigmアプリケーションは、Audit Manager( 監査マネージャー) ログのスペクトルデータへの変更

とデータベースのスペクトルデータ記録を自動的に追跡します。

Security Suite( セキュリティスイート ) がインストールされていると、機器オペレーターはこのロギングプロセス

を制御することができず、監査証跡を変更することはできません。これは、スペクトルデータおよびAudit
Manager( 監査マネージャー) データベースに自動的に保存される安全なスペクトルデータ変更監査証跡

を提供します。このスペクトルデータ履歴は、OMNIC Paradigm software( OMNIC Paradigmソフトウェア)
から表示・印刷を行ったり、その他のワードプロセッシングプログラムやグラフィックプログラムに貼り付けたりす

ることができます。

自動的にログに記録されるスペクトルデータ処理情報には、以下が含まれます:

測定取得の日付と時間 ( 現地時間またはUTC)
オペレーター名

データ測定取得パラメーター

スペクトロメーター情報

スペクトルデータ処理履歴

Digital signature( デジタル署名) 情報

スペクトル品質チェック結果

Collection( 測定取得) エラー

Collection( 測定取得) およびデータ処理の詳細

データが変更されるたびに、以下の項目がログに記録されます:

実行された操作

オペレーター名

変更の日付と時間 ( UTC)

ログに記録される全てのイベントには、以下に記載されている種類の情報の一部またはすべてを含む

フィールドが含まれます。この情報を記録することで、Security Suite( セキュリティスイート ) は、21 CFR
Part11の監査証跡要件に対応するのに役立ちます。以下の情報が、ログに記録されたイベントに対して

取得されます:

l イベントトリガー

l イベントが発生した日付と時間

l イベント発生時に使用されていた機器のアプリケーション名

l 現在および過去の設定を含む、発生したイベントタイプと詳細な説明

l イベントの重大度
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l イベントが発生したときのログイン者のMicrosoft® Windows®ユーザー名( フルネーム) とID

l イベントが発生したときに使用されていたコンピュータID

l コンピュータ名

Security Suite( セキュリティスイート ) アプリケーションと一つまたは複数の機器アプリケーションがインストー

ルされ、Security Administration( セキュリティ管理) プログラムに追加されると、Security Administration
( セキュリティ管理 ) ソフトウェアがインストールされているコンピュータの監査ログは、当該アプリケーションが

インストールされているネットワーク上の任意のコンピュータアプリケーションで実行される顕著な操作の記

録を自動的に開始します。Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアでセキュリティ設定に

加えるChange( 変更) は、その変更を保存するときにログに記録されます。

注記このSecurity Suite( セキュリティスイート ) により、本システムで実行されているすべてのアプリケー

ションの内外で、すべてのファイル操作がログに記録されます。したがって、アプリケーションが未作動の

場合でも、本システム上の記録を変更するいかなる試みもログに記録されます。

ログに記録されるイベントには、以下のような多くのソース/光源が存在します:

Admin( 管理 ) — Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェア設定への変更を追跡します。

Thermo Scientific Security Service( Thermo Scientificセキュリティサービス) — Thermo Scientific
Security Service( Thermo Scientificセキュリティサービス) の活動と変更を追跡します。

Thermo Scientific Audit Manager( Thermo Scientific監査マネージャー) — Audit Manager( 監査マ

ネージャー) アプリケーションの活動とそれに関連するレポートへの変更を追跡します。

Thermo Scientific Audit Log Service( Thermo Scientific監査ログサービス) — ログに記録されたイベン

トを監査ログデータベースにWrite( 書き込み) ます。

Thermo Scientific File Change Monitor Service( ファイル変更監視サービス) — 機器アプリケーションが

未作動時に、それらの機器アプリケーションに関連付けられているファイルへの変更を追跡します。

注記このFile Change Monitor Service( ファイル変更監視サービス) は、インストールされているコン

ピュータのローカルドライブで発生するファイル変更に対してのみイベントを生成します。分散型の

Security Suite( セキュリティスイート ) 構成を使用していて、機器コンピュータとは異なるネットワークコン

ピュータにデータを保存するつもりがある場合は、データ保存に使用するネットワークコンピュータに

Thermo Scientific File Change Monitor Service( ファイル変更監視サービス) をインストールする必要

があります。

Thermo Scientific instrument applications( Thermo Scientific機器アプリケーション) — OMNIC
Paradigm software( OMNIC Paradigmソフトウェア) などの機器アプリケーションの作動中および機器アプ

リケーション実行中のファイルへの変更を追跡します。

上記のサービスに対してログに記録されるイベントには、以下が含まれます( ソース/光源別にグループ化) :
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Thermo Scientific Security Service( Thermo Scientificセキュリティサービス)

サービスが開始されました

Security ( セキュリティ) 設定ファイルが開きました

サービスを開始できませんでした

サービスが停止しました

Admin( 管理 )

Access Control( アクセス制御 ) 項目が変更されました

ポリシーグループが追加されました

ポリシーグループが変更されました

ポリシーグループが削除されました

ポリシー項目が変更されました

Signature( 署名) 理由が追加されました

Signature( 署名) 理由が変更されました

Signature( 署名) 理由が削除されました

Thermo Scientific Audit Manager( Thermo Scientific監査マネージャー)

ログオンに成功しました

ログオンに失敗しました

ログオフに成功しました

Windowsイベントのインポートに成功しました

Windowsイベントのインポートに失敗しました

Thermo Scientific Audit Log Service( Thermo Scientific監査ログサービス)

サービスが開始しました

サービスが停止しました

Thermo Scientific File Change Monitor Service( ファイル変更監視サービス)
File( ファイル) が作成されました

File( ファイル) が修正変更されました

File( ファイル) が削除されました

File( ファイル) 名の変更が行われました

ディレクトリ名の変更が行われました

Thermo Scientific OMNIC Paradigm software(s)( Thermo Scientific OMNIC Paradigmソフトウェア)
OMNIC Paradigmにログオン

OMNIC Paradigmからログオフ)
OMNIC Paradigmへのログオンに失敗しました

データ測定取得を開始

データ測定取得をEnd( 終了 )
記録が作成されました

記録に署名されました
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記録署名に失敗しました

記録が修正されました

記録が削除されました

ファイルの署名検証に失敗しました( ファイルの改ざん)
ライブラリが作成されました

ライブラリスペクトルが追加されました

ライブラリスペクトルが削除されました

ライブラリが削除されました

ライブラリスペクトルのテキストフィールドが編集されました
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選択したディレクトリをAudit Log( 監査ログ) から
除外する

選択したフォルダーを監査ログから除外して、それらのフォルダー名への変更がログに表示されないようにす

ることができます。これは、例えば、ウェブブラウザで使用される特定のフォルダー、またはデータのセキュリ

ティに影響を与えないその他のサービスで役立ちます。

❖ 選択したディレクトリを監査ログから除外するには

1. Security Administration( セキュリティ管理) メインウィンドウで、ナビゲーション( 左) ペインの上部にある

Admin( 管理) グループを開きます。

2. Admin( 管理) グループで、System Policies( システムポリシー) グループを開き、「List of directories to
exclude …( 除外するディレクトリのリスト ) 」機能を選択します。

3. 右側のペインで、除外するディレクトリをList of directories to exclude …( 除外するディレクトリのリスト )
ボックスに追加します。

ボックスは、除外する複数のディレクトリを指定できます。各ディレクトリはセミコロンで区切る必要があ

ります。次に例を示します。
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4. Select A Policy Group( ポリシーグループの選択 ) ボックスを使用して、指定したディレクトリを除外する

ユーザーまたはグループを選択するか、または既定のグループ( Global Policies For Everyone( みんな

のためのグローバルポリシー) ) を選択したままにして、全員のディレクトリを除外します。

注記特定のポリシーのユーザーグループを作成したり、選択したコンピュータまたはドメインから

Windowsユーザーグループまたは個人を追加したりすることもできます。

5.File( ファイル) ( メニュー) > Save Settings( 設定の保存 ) を選択します。
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Audit Log Database( 監査ログデータベース) を
再構成します

データベースエンジンタイプまたはそのリリースバージョンを他のプロパティに変更した場合に、Audit Log
Database( 監査ログデータベース) を再構成するのに役立つユーティリティプログラムを提供しています。

ユーティリティプログラムは、以下のディレクトリにあります。

C:\Program Files (x86)\Thermo Scientific\Audit Log Service\Configuration Utility.exe

ユーティリティを実行し、新規データベース情報を入力して、Audit Log Database( 監査ログデータベース)
を再構成します。
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Audit Log( 監査ログ) をView( ビュー)
Audit Manager( 監査マネージャー) のメインウィンドウには、追跡されたイベントのログが含まれています。

次に例を示します。

リストをスクロールするか、または次のツールを使用して、特定のイベントを迅速に見つけることができます。

l Timestamp( タイムスタンプ) 、Category( カテゴリ) 、Source( ソース/光源) などに従ってイベントをsort
( 並べ替える) には、関連する列見出しをクリックします。

l Source( ソース/光源) 、Computer Name( コンピュータ名) 、Severity( 重大度 ) 、またはCategory( カ
テゴリ) に基づいてイベントをfilter( フィルタ) するには、関連するフィルタ ボタンをクリックし、表示 ( また
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は非表示) する項目を選択( または選択解除 ) して、Done( 完了 ) をクリックします。

reset all filters( すべてのフィルタをリセット ) して初期設定にするには( イベントをすべて表示するに

は) 、Clear Filters( フィルタをクリア) をクリックします。

l 特定のユーザーによって生成されたイベントをサーチするには、ユーザーサーチボックスにユーザー名( ま
たは名前の一部 ) またはユーザーIDを入力します。

キーワードを含むイベントをサーチするには、Description( 説明 ) サーチボックスにキーワードを入力しま

す。

特定の日または特定の時間枠内に作成されたイベントをサーチするには、Date Range( 日付範囲 )
ボタンをクリックし、日または時間枠を指定して、Done( 完了 ) をクリックします。

注記Date Range( 日付範囲 ) サーチは、Timestamp Local( タイムスタンプローカル) フィールドに基

づいています。

l イベントに関する利用可能な すべての情報を表示するには、ログでイベント ( 行 ) を選択します。ウィン

ドウ下部のペインに情報が表示されます。イベントがファイルの署名であった場合、署名の意義が情

報ペインに表示されます。

リスト内の前のイベントまたは次のイベントに関する情報を表示するには、キーボードの上矢印キーま

たは下矢印キーをクリックします。

l 監査ログのフィールドを構成するには、Columns( 列 ) ボタンをクリックし、表示( または非表示) する

フィールドを選択 ( または選択解除 ) して、Done( 完了 ) をクリックします。

l 監査ログをアップデートして、Audit Manager( 監査マネージャー) アプリケーションの起動後に追加され

たイベントを表示するには、Refresh( リフレッシュ) ボタンをクリックします。

l イベントにコメントを追加するには、イベントを選択し、Add Comment( コメントの追加) をクリックしてコ

メントをタイプ入力し、Done( 完了 ) をクリックします。

監査ログに監査日などのグローバルコメントを追加 するには、Global Comments( グローバルコメント )
メニューを開き、Open( 開く) を選択します。次に、Add Comment( コメントの追加 ) をクリックし、コメン

トをタイプ入力してSubmit( 送信 ) をクリックします。グローバルコメントの追加が終了したら、Done( 完
了) をクリックします。

Event Information( イベント情報 )
以下の表は、ログに記録されたイベントに利用可能な情報のカテゴリーをリストして説明しています。
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Field( フィールド) Description( 説明 )

Source( ソース/光源)

Action that triggered the event( イベントをトリガーした処理 ) 。以下の

ソース/光源が利用可能です:

Admin( 管理)

Thermo Scientific Security Service( Thermo Scientificセキュリティサー

ビス)

Thermo Scientific Audit Manager( Thermo Scientific監査マネー

ジャー)

OMNIC ParadigmなどのThermo Scientific instrument applications
( Thermo Scientific機器アプリケーション)

User ID( ユーザーID) ログインユーザーのWindowsアカウント名

User Name( ユーザー名) ログインユーザーのWindowsユーザーのフルネーム

Computer Name( コン

ピュータ名)
イベントが発生したコンピュータのWindowsコンピュータのフルネーム

Severity( 重大度)

システムセキュリティに対するイベントの重要性。以下のSeverity( 重大

度) 評価が可能です:

Information( 情報 )

Error( エラー)

Warning( 警告)

Critical( 重大 )

Timestamp Local( タイムス

タンプローカル)
イベントが発生した日付と時間は、このコンピュータのローカル日付と時

間に変換されます

Timestamp UTC( タイムス

タンプUTC)
協定世界時( UTC) タイムクロックに基づいてイベントが発生した日付と

時間

Timestamp at Origin( 元の

タイムスタンプ)
イベントが発生したコンピュータでイベントが発生した日付と時間

表1 - ログに記録された各イベントに利用可能なInformation( 情報 )
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Field( フィールド) Description( 説明 )

Category( カテゴリ)

発生したイベントタイプ。以下のイベントタイプが可能です。

Server( サーバ)

Login Audits( ログイン監査)

File Change( ファイル変更)

Signature( 署名)

Data Change( データの変更)

Application( アプリケーション)

Description( 説明 )

イベントタイプの詳細な説明。以下にいくつかの例を挙げます:

Successful logon( 正常なログオン)

ユーザーがアプリケーションを正常に終了またはログオフしました

Details( 詳細 ) 測定条件設定などを含むイベントに関する追加情報

注記これらの各フィールドの情報は自動的に生成されます。
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レポートの作成、署名、および印刷

特定のイベントタイプ、時間枠、または特定のユーザーからのイベントを表示するように監査ログを簡単に

構成し、リストをレポートとして保存、署名、および印刷できます。

❖ レポートを作成するには

1. Columns( 列 ) ボタンをクリックして、このレポートに表示 ( または非表示) するフィールドを選択( または

選択解除 ) します。

2. Source( ソース/光源) 、Computer Name( コンピュータ名) 、Severity( 重大度 ) 、またはCategory( カ
テゴリ) に基づいてこのレポートのイベントをfilter( フィルタ) するには、関連するfilter( フィルタ) ボタンを

クリックし、表示( または非表示) する項目を選択( または選択解除) して、Done( 完了 ) をクリックしま

す。

3. このレポートのイベントを日付、カテゴリ、ユーザーなどでsort( 並べ替える) には、関連する列見出しを

クリックします。

4. レポートを保存するには、Report( レポート ) (メニュー) > Save( 保存 ) をクリックします。

5. Save Report( レポートの保存 ) ボックスに、レポートのファイル名を入力し、Save( 保存 ) を選択しま

す。

注記Audit Log( 監査ログ) レポートは、HTMLフォーマット ( .htmlファイル名拡張子 ) で監査ログデータ

ベースに自動的に保存されます。

❖ 保存したレポートに署名するには

1. Report( レポート ) ( メニュー) > Sign( 署名 ) をクリックします。

2. Sign Report( レポートの署名 ) ボックスで、署名する保存済みレポートを選択し、Open( 開く) を選択

します。

3. Digital signature( デジタル署名) ボックスにユーザー名とパスワードを入力して、OKを選択します。

レポートが正常に署名されたことを示すメッセージが表示されます。

4. OKを選択して、メッセージボックスを閉じます。
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❖ 署名されたレポートの検証を行うには

1. Report( レポート ) ( メニュー) > Verify( 検証 ) をクリックします。

2. Verify Report( レポートの検証) ボックスで、検証するレポートを選択し、Open( 開く) を選択します。

Verify Signed File( 署名済みファイルの検証) ボックスには、署名の状態、ファイル名、署名、署名の

日付、および署名の理由が表示されます。次に例を示します。

3. OKを選択して、メッセージボックスを閉じます。

❖ 保存したレポートを印刷するには

1. Report( レポート ) ( メニュー) > Print( 印刷 ) をクリックします。

2. Print Report( レポートの印刷) ボックスで、印刷するレポートを選択し、Open( 開く) を選択します。

レポートは、Print( 印刷 ) ボックスとともにHTMLフォーマットで表示されます。次に例を示します。
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3. Print( 印刷 ) ボックスのツールを使用して、プリンターを選択し、レポートを印刷します。

4. 終了したら、閉じるボタンをクリックしてレポートウィンドウを閉じます。
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Audit Manager( 監査マネージャー) のユーザー
環境設定

特定の列を表示するように監査ログを設定し、filter( フィルタ) を使用して特定のタイプのイベントを削除し

てから、表示設定を保存できます。環境設定はドロップダウンリストから簡単に選択することも、初期環境

設定としても設定することができます。

初期環境設定として別の詳細設定セットを選択しない限り、本ソフトウェアは起動後に「Factory Presets
( 工場出荷時の初期設定 ) 」のUser Preferences( 環境設定) を自動的に開きます。Factory Presets
( 工場出荷時の初期設定 ) のユーザー環境設定を上書きすることはできません。

❖ 一連のユーザー環境設定を作成するには

1. Columns( 列 ) ボタンをクリックして、表示( または非表示 ) するフィールドを選択します。

2. Source( ソース/光源) 、Computer Name( コンピュータ名) 、Severity( 重大度 ) 、またはCategory( カ
テゴリ) に基づいてこれらのユーザー環境設定イベントをfilter( フィルタ) するには、関連するfilter( フィル
タ) ボタンをクリックし、表示( または非表示) する項目を選択( または選択解除) して、Done( 完了 )
をクリックします。

3. Save( 保存 ) をクリックします。

4. Save Preferences( 環境設定の保存) ボックスに、これらのユーザー環境設定名( 例えば、New
User1( 新規ユーザー１) を入力し、OKを選択します。

ユーザー環境設定 ) の新セット名が監査ログの上にあるUser Preferences( ユーザー環境設定) ボック

スに表示され、選択したユーザー環境設定になります。

❖ 一連のユーザー環境設定を選択するには

1. Preferences( 環境設定 ) ボックス内の下矢印をクリックして、一連のユーザー環境設定) を選択しま

す。
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ユーザー環境設定名がPreferences( 環境設定) ボックスに表示され、表示されたイベントのリストが

アップデートされます。

❖ ユーザー環境設定 ) をアップデートするには

1. Preferences( 環境設定 ) ボックス内の下矢印をクリックして、アップデートする一連のユーザー環境設

定を選択します。

2. 必要に応じて、列またはfilter( フィルタ) の設定をChange( 変更 ) します。

3. Save( 保存 ) をクリックします。

4. Save Preferences( 環境設定の保存) ボックスで、OKを選択します。

5. Yes( はい) を選択して確認します。

❖ 一連のユーザー環境設定を削除するには

1. Preferences( 環境設定 ) ボックス内の下矢印をクリックして、削除する一連のユーザー環境設定 ) を
選択します。

2. Delete( 削除 ) をクリックします。

3. OKを選択して確認します。

それら一連のユーザー環境設定はドロップダウンリストに表示されなくなり、既定の一連のユーザー環

境設定) が選択された環境設定になります。
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❖ 既定のユーザー環境設定を指定するには

1. Preferences( 環境設定 ) ボックス内の下矢印をクリックして、既定として使用する一連のユーザー環

境設定) を選択します。

2. Save( 保存 ) をクリックします。

3. Save Preferences( 環境設定の保存) ボックスで、Set As Default( 既定として設定 ) を選択し、OK
を選択します。

4. Yes( はい) を選択して確認します。

「既定」というワードがユーザー環境設定名の右側に表示されます。

次回にAudit Manager( 監査マネージャー) を起動すると、本ソフトウェアはこれらのユーザー環境設

定) を読み込みます。
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初期設定とポリシー
以下のリストには、ログに記録されたイベントの初期設定だけでなく、Security Administration( セキュリティ

管理 ) アプリケーションのAccess Control( アクセス制御 ) およびSystem Policies( システムポリシー) の設定

も記載されています。

Security Settings( セキュリティ設定 ) とSystem Policies( システムポリシー) の管理の概要と手順について

は、"システムポリシー機能を設定し、アプリケーションへのアクセス機能を制御"( システムポリシーの設定

とアプリケーションへのアクセスの制御 ) を参照してください

内容

既定のAccess Control( アクセス制御 ) 62

既定のシステムポリシー 64
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既定のAccess Control( アクセス制御 )
Security Administration( セキュリティ管理) プログラムのAccess Control( アクセス制御 ) 機能を使用する

と、個々のユーザーまたはユーザーのグループがお使いのSecurity Suite( セキュリティスイート ) の各アプリ

ケーションの保護された機能 ( セキュリティデータベースに含まれる機能 ) を使用する権限を設定できます。

保護された機能は、ログインしたユーザーがそれを使用する権利を持っている場合にのみ、アプリケーション

で利用できます。例えば、ユーザーが保護されたメニューコマンドを使用する権限を持っていない場合、そ

のコマンドはメニューに表示されません。

以下のセクションでは、Security Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアの既定のAccess Control( アクセス

制御 ) 設定リストと、Security Suite( セキュリティスイート ) の既定のユーザーグループ( Administrators( 管
理者 ) とUsers( ユーザー) ) の機器アプリケーションを示します。

既定のグループ名は、通常Security Suite( セキュリティスイート ) ソフトウェアを使用するユーザーの2つの主

要なグループ( つまり、Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアの管理者 ( Administrators
( 管理者 ) ) と機器オペレーター( Users( ユーザー) ) を表します。Administrators( 管理者) グループは、シ

ステム構成を含む、Security Administration( セキュリティ管理 ) プログラムのすべての機能へのフルアクセ

ス権 を持っています。Users( ユーザー) グループは、Security Administration( セキュリティ管理 ) プログラム

にアクセスできず、Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアによって制御される機器アプリ

ケーションへのアクセスが制限されます( つまり、安全なデータストレージで機器を操作するのに必要な機

能のみ) 。現在の( 推奨) 設定と既定のユーザーグループを保持するか、必要に応じてそれらを変更して、

インストールサイトのセキュリティ要件に確実に準拠することができます。

Security Administration( セキュリティ管理 )
ナビゲーションペインからAdmin( 管理) を選択して、Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェ

アの設定を表示または編集します。

Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアによって制御される

機能

Default Access( 既定

のアクセス)

Administer security database( セキュリティデータベースの管理 )

Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアを実行できるユーザー

またはグループを決定します。

Administrators( 管理

者)
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Audit Manager( 監査マネージャー)
どのユーザーまたはグループがAudit Manager( 監査マネージャー) 機能にアクセスできるかを制御します。

Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアによって制御

される機能

Default Access( 既定のアクセ

ス)

Audit Manager( 監査マネージャー) を実行する機能

Users( ユーザー) 1

注 : ゲストのアクセスは拒否され

ます。

イベントコメントの追加をAllow( 許可) します Administrators( 管理者 )

グローバルコメントの追加をAllow( 許可 ) します Administrators( 管理者 )

データベースコメントの構成をAllow( 許可 ) します Administrators( 管理者 )

1既定のUsers( ユーザー) グループには、Administrators( 管理者 ) も含まれます。
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既定のシステムポリシー

Access Control( アクセス制御 ) 機能を使用して、ユーザーまたはグループが使用できるソフトウェア機能を

判別できますが、System Policies( システムポリシー) を使用して、追加のアプリケーション動作のオプション

を設定します。例えば、システムポリシーを使用すると、署名が必要なタイミングの設定、一定期間非アク

ティブになった後にシステムを自動的にロックすることなど多くの機能を行うことができます。

Access Control( アクセス制御 ) 設定と同様に、システムポリシーは特定のユーザーまたはグループに設定

することも、サイトの全員に適用することもできます。

Security Administration( セキュリティ管理 )
Security Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのシステムポリシーを設定します。Security
Administration( セキュリティ管理) ソフトウェアのポリシーは、左側のペインのAdmin( 管理) の下に一覧表

示されます。

Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアによって制御される

System Policies( システムポリシー)
Default Setting
( 初期設定 )

Automatically lock inactive system after (minutes)( 一定時間 ( 分 ) 後に非アク

ティブなシステムを自動的にロックします)
10分

Audit Manager( 監査マネージャー)
Audit Manager( 監査マネージャー) ソフトウェアのシステムポリシーを設定します。

Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフトウェアによって制御されるSystem
Policies( システムポリシー)

Default
Setting
( 初期設

定 )

Prevent signature meaning entry when signing file( ファイル署名時に署名の意義の入力

を防止 )

ユーザーがファイル署名時にカスタム署名の意義を入力するのを防ぎます。このポリシーを

選択すると、影響を受けるユーザーは、Security Administration( セキュリティ管理 ) ソフト

ウェアで定義されている標準の署名の意義のみを使用できます。

True
( 真 )

Prevent cancellation of signature( 署名のキャンセルを防止 )

Sign File( ファイルに署名) ダイアログボックスのCancel( キャンセル) ボタンを無効にします。こ

れにより、ユーザーは以前の操作を完了するためにファイルに署名する必要があります。

True
( 真 )
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