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OpenLAB Data Store システムのアーキテクチャ

OpenLAB Data Store は、Windows Server 2012 R2 または Windows Server 
2008 R2 SP2 。OpenLAB Data Store には、OpenLAB Shared Services (OLSS) 
が含まれており、同じマシンに自動的にインストールされます。インストール
後にサーバーのドメインを変更する場合は、Agilent サポートに直接お問い合わせく
ださい。

Data Store サーバーにアクセスするクライアントマシンは、次のコンポーネン
トを使用します。

• OpenLAB Data Store Web インターフェイス - OpenLAB Data Store は、
Microsoft Internet Explorer によってアクセスできるシンクライアント型の
Web ベースのユーザーインターフェイスを提供しています。Web インター
フェイスからは、Data Store のフォルダーとファイルにアクセスできます。

• OpenLAB コントロールパネル - OpenLAB コントロールパネルは、OpenLAB
Data Store と OpenLAB Shared Services の管理に使用される管理機能への
アクセスを提供するユーザーインターフェイスです。

図 1 OpenLAB Data Store のアーキテクチャ
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OpenLAB Data Store のライセンス

ライセンス

表 1 に、OpenLAB Data Store のライセンス機能の一覧を示します。

Data Store に同時にデータを保存する機器１台ごとに、追加の機器接続ライセ
ンス（例、OpenLAB Data Store MS 機器および OpenLAB Data Store CDS 機器
ライセンス）が必要です。

Flexera ライセンスマネージャー

OpenLAB Data Store では、Flexera 製の FlexNet Producer Suite と呼ばれる
サードパーティツールを使用してライセンスを管理しています。必要なライセ
ンスサーバーコンポーネントは、Data Store サーバーにデフォルトでインス
トールされています。

OpenLAB Shared Services のライセンス管理で、追加の Windows サービスを
実行する必要があります。この Windows サービスは、Agilent OpenLAB ライ
センスサーバーと呼ばれます。このサービスは、ライセンス管理を行うサーバー
上で実行する必要があります。 

表 1 ライセンス

説明 OpenLAB Data Store のライセンス機能

OpenLAB CDS Shared Services サーバー 1 x AgilentOpenLABSharedServices

OpenLAB Data Store サーバー 1 x AgilentOpenLABDataStoreServer
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セキュリティとデータ整合性

このセクションでは、内蔵セキュリティ機能と FDA 21 CFR Part 11 のサポート
状況について説明します。また、OpenLAB Shared Services により提供される
システムセキュリティ機能についても説明します。

セキュリティ

OpenLAB Data Store のセキュリティは、OpenLAB Shared Services が担当し
ています。 

セキュリティ関連の OpenLAB Shared Services 機能には以下が含まれます（詳
しくは 8 ページの「OpenLAB コントロールパネル」を参照してください）。

• システムアクティビティログ

• 認証プロバイダの選択

• ユーザー、グループ、ロールの管理

• セキュリティポリシー

データ整合性

OpenLAB Data Store は、21 CFR Part 11 への準拠をサポートする方法でデー
タを保存します。アクセスコントロールおよび監査証跡を行ってデータを安全
に保存します。データファイルは、データの完全性とトレーサビリティを確保
するためにバージョン化されています。また、OpenLAB Data Store では電子署
名によるデータへのサインオフが可能です。
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OpenLAB コントロールパネル

OpenLAB コントロールパネルを使用すると、セキュリティポリシー、セントラ
ルコンフィグレーションなどの OpenLAB Shared Services コントロール機能
にアクセスできます。これらの機能を、この章で詳細に説明します。

ライセンス管理

このサービスは、システムに必要なすべてのライセンスの管理を行います。 

ライセンスファイルを追加する前にまずライセンスを購入し、SubscribeNet を
利用してライセンスファイルを作成する必要があります。新規ライセンスファ
イル作成についての詳細は、『Agilent OpenLAB Data Store インストールガイ
ド』を参照してください。 

OpenLAB コントロールパネル内のライセンス管理で以下の機能を利用でき
ます。

• ライセンスファイルをライセンスサーバーに追加できます。

• ライセンスモニタへ移動し、ライセンスサーバーにインストール済みのすべ
てのライセンスのプロパティを表示することが可能です。

• ライセンスファイルをライセンスサーバーから削除できます。これは、無効
なライセンスファイルが追加された場合に便利です。 

• ライセンスサーバーを表示または変更することが可能です。

• ライセンスサーバーの MAC アドレスを表示、コピーまたは保存することが
可能です。

• Agilent Electronic Software and License Delivery（Agilent 電子ソフトウェ
アおよびライセンスデリバリ）Web ページに移動してライセンスを入手でき
ます。

ライセンスファイルの追加およびライセンスプロパティの表示についての詳細
は、OpenLAB コントロールパネルのオンラインヘルプを参照してください。

インストール済みライセンスについては以下のプロパティが表示されます。

• [Feature]：使用しているライセンスタイプを表示します。

• [Version]：ライセンスにバージョン番号がある場合、バージョン番号を見る
ことができます。バージョン番号が付いていないライセンスの場合には、バー
ジョンは常に 1.0 として表示されます。
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• [In Use (Available)]：現在使用中のライセンスの数（括弧内はライセンスの
総数）を示します。OpenLAB Data Store のライセンス戦略では、ソフトウェ
アのインスタンスが実行されているときのみ、ライセンスが使用中になりま
す（6 ページの「OpenLAB Data Store のライセンス」を参照）。

• [Expiration]：ライセンスが期間限定である場合、有効期限が表示されます。

• [Alerts] ペインで、特定の機能で使用できるライセンス数がゼロになった場
合、または使用不可能なライセンスが必要なソフトウェアインスタンスを起
動した場合に、通知が表示されます。

システムアクティビティログ

システムアクティビティログでは、すべてのシステムアクティビティに一元的
にアクセスできます。ここには、OpenLAB Shared Services に関連するさまざ
まなイベントに関する情報が含まれます。リストをフィルタリングして、特定
のタイプのイベント、特定の時間範囲内のイベント、特定のユーザーが作成し
たイベント、または特定の内容を含むイベントだけを表示できます。

以下のイベントタイプが記録されます。

• システム

• ユーザー

• グループ

• セキュリティ

• プリンタ

• ライセンス

イベントに関する詳細情報を見るには、作業ログブックビューア内で対象行を
拡大します。

注記
デフォルトでは、アクティビティログが無効になっています。OpenLAB コン
トロールパネルで有効にするには、［アクティビティログのプロパティの編
集］権限が必要です。一度有効にすると、アクティビティログは再度無効に
することができません。
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診断

[診断 ] ビューでは、診断の目的でいくつかのレポートおよびツールにアクセス
できます。

• OpenLAB Shared Services サーバーへの Ping を行います。

• OpenLAB Shared Services サーバーについて、オペレーティングシステム、
プロセッサ、ディスクドライブ、プロセス、ネットワークおよび接続につい
ての情報が含まれるレポートを作成します。

• 登録モジュールが作成するログファイル、トレースファイルなどに一元的に
アクセスすることができます。

管理レポート

[管理レポート ] ビューでは、システムのコンフィグレーションに関連した種々
の XML または PDF レポートを作成してエクスポートすることができます。

• ロールと権限のレポート

システム上で定義されたすべてのロールについて、各ロールに含まれるすべ
ての権限についての詳細を含めた情報を提供します。

• ユーザーおよびグループレポート

このレポートは、システム上の機器およびプロジェクトに対するすべての
ユーザーおよびグループアクセス権限についての概要を記します。機器また
はプロジェクトへのアクセスを付与されていないユーザーおよびグループ
は、このレポートに含まれません。
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認証プロバイダ

認証プロバイダは、システムにログインするユーザーを識別証明するために使
用されます。 

インストール中、自動的に OpenLAB Data Store サーバーが有効となり、デフォ
ルトユーザーを admin、パスワードを openlab とする内部認証を使って設定さ
れます。初めてログインする場合、先に進む前にシステムがユーザーにパスワー
ドの変更を求めます。必要な場合は、ここで認証モードを変更できます。 

OpenLAB Data Store は以下の認証プロバイダをサポートします。

• 内部

このモードでは、ユーザーの資格情報が OpenLAB Shared Services データ
ベースに保存されます。その他のユーザーをセットアップする前に、
OpenLAB Shared Services のための管理者アカウントを作成するよう促さ
れます。これはシステムに新規ユーザーを作成できる唯一のモードであり、
その他のモードでは別のシステムに存在するユーザーへのマッピングのみを
行えます。

• Windows ドメイン

既存の Windows ユーザーを OpenLAB Shared Services にインポートしま
す。認証はエンタープライズ内の Windows ドメインによって行われます。
OpenLAB Shared Services は、マッピングされたユーザーの ID およびパス
ワードのみを使用します。OpenLAB Data Store のロールおよび権限は、そ
のまま OpenLAB Shared Services でコンフィグレーションが行えます。
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セキュリティポリシー
認証プロバイダが [内部 ] である場合、以下で説明するすべてのパラメータを
OpenLAB コントロールパネルで設定できます。Windows ドメイン認証を使用
すると、OpenLAB コントロールパネルに非アクティブの時間のみを設定できま
すが、その他のパラメータはすべて外部システムによって定義されます。表 2 に
セキュリティポリシーの設定を示します。

表 2 セキュリティポリシー設定

設定 説明

パスワードの長さ ユーザーがパスワードを変更する場合、指定された文字数以
上の長さのパスワードを入力しなければなりません。デフォ
ルト設定は 5 です。 

[内部] 認証プロバイダのみで利用可能です。

パスワード有効期間
（日）

デフォルト値は 0 日です。この期間は OpenLAB システムの管
理者がリセットできます。この期間後にユーザーがログイン
しようとすると、パスワードの変更を促すシステムメッセー
ジが出ます。有効期限は、 後のパスワード変更時または新
規デフォルトパスワードを持つユーザーの作成時から開始
されます。 

[内部] 認証プロバイダのみで利用可能です。

アカウントロックまで
のログイン試行回数

ユーザーが無効なユーザー情報で何度もログインを試行し
た場合、そのユーザーを一定期間システムからロックアウト
します（以下の [アカウントロック時間 ] を参照してくださ
い）。有効なユーザー資格情報を用いてもログインができな
くなります。許容するログイン試行回数を定義できます。デ
フォルト設定は 3 です。 

[内部] 認証プロバイダのみで利用可能です。

アカウントロック時間
（分）

ユーザーがアカウントロックまでのログイン試行回数を超
過したときに、再試行可能になるまでに経過しなければなら
ない時間です。デフォルト設定は 5 分です。

[内部] 認証プロバイダのみで利用可能です。

アプリケーションロッ
ク前の無通信時間

コントロールパネルを使用しない状態がこの時間続くと、
ユーザーインターフェイスがロックされます。この設定は、
ChemStation におけるタイムベースセッションロックの設定
にも利用されます。 

デフォルト設定は 10 分です。ロックを一切行わない場合
は、値をゼロに設定してください。

シングルサインオン シングルサインオンを有効にすると、OpenLAB コントロール
パネルのログイン画面は表示されなくなります。 

[Windows ドメイン] 認証プロバイダのみで利用可能です。
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ユーザー管理
OpenLAB Shared Services では、特定のロールをユーザーまたはユーザーグ
ループに割り当てることができます。Windows ドメイン内でユーザーを管理す
る場合、これらの既存のユーザーを OpenLAB Shared Services にマッピングで
きます。

１人のユーザーが複数グループのメンバーである場合もあります。各グループ
に対して特定のロールを割り当てる必要があります。単一ユーザーに対して
ロールを割り当てることもできますが、簡素化のためロールの割り当てはグ
ループレベルで行うことを推奨します。 

ロールには多くの固有権限が付随しており、それら権限によりユーザーは
OpenLAB コントロールパネルおよび OpenLAB Data Store での表示と実行が
許可されます。表 3 にユーザー資格情報を示します。

ユーザー

表 3 ユーザー資格情報

値 説明 必須

名前 システムにログインするためのユーザー名 はい

説明 ユーザーについての追加情報（部署、機能など） いいえ

パスワード ユーザー用のパスワード。セキュリティポリシーで定義されている長さ
以上のもの。

はい

電子メール ユーザーの電子メールアドレス いいえ

フルネーム ユーザーのフルネーム いいえ

連絡先情報 一般的な問い合わせ先情報（電話番号、ポケットベルなど） いいえ

アカウントを無効に
する

チェックボックスを選択するとユーザーを無効化します。無効にされた
ユーザーはログインすることができなくなります。ログイン失敗を何度
も繰り返すと、そのユーザーは自動的に無効化されます。 

ユーザーが無効化されると、チェックボックスの代わりに対応するメッ
セージが表示されます。一定時間が経過すると（[セキュリティポリシー ]
設定内の [アカウントロック時間] を参照）、ユーザーは自動的に再び有効
となります。

いいえ

ユーザーはパスワー
ドを変更できない

ユーザーが自分自身のパスワードを変更可能かどうかを示すフラグで
す。デフォルトではフラグはオフになっています（つまり、ユーザーは
自身のパスワードを変更できます）。

いいえ

ユーザーは次回ログ
オン時にパスワード
の変更が必要

オンになっている場合、ユーザーは次のログインの際に自身のパスワー
ドを変更しなければなりません。ユーザーがパスワードを変更すると、こ
のフラグは自動的にオフになります。このフラグは、新規ユーザーの場
合はデフォルトでオンになっています。

いいえ

パスワードを無期限
にする

設定をオンにすると、ユーザーはパスワードを変更する必要がなくなり
ます。

いいえ
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外部認証プロバイダとして Windows ドメインを利用する場合、新規ユーザーを
作成することはできません。代わりに認証システム内の既存ユーザーをイン
ポートする必要があります。検索機能を利用して、認証システム内の特定ユー
ザーを見つけることができます。OpenLAB コントロールパネルでこれらの外部
ユーザー用のロールを管理できますが、ユーザー名やパスワードといった実際
のユーザー資格情報を管理することはできません。外部ユーザーを削除するに
は、OpenLAB コントロールパネル内でユーザーをマッピング解除します。当該
ユーザーは外部認証システムにそのまま残ります。

グループ

外部認証プロバイダを利用する場合、外部システムの既存のグループ名をイン
ポートするか、新規内部グループを作成するかのいずれかが可能です。マッピ
ングおよび作成できるグループの数に制限はありません。

外部システムまたは OpenLAB コントロールパネルのグループにユーザーを割
り当てることができます。OpenLAB CDS にのみ関係のある追加のユーザー割
り当てが必要な場合には、OpenLAB コントロールパネルに作成します。ユー
ザー割り当てが必要でない場合は、グループをインポートして、そのグループ
に必要なロールを割り当てるだけで十分です。

グループを削除またはマッピング解除する場合、そのグループのメンバーであ
るユーザーに対する変更は行われません。

ロールと権限

ロールは、ユーザーまたはユーザーグループにグローバルに権限を割り当てる
ために使用されます。システムには定義済みロールのリストが、システムイン
スタレーションの一部としてインストールされています（表 4 を参照）。各ロー
ルには、固有の権限が割り当てられています。

グループ
メンバーシップ

ユーザーを関連するグループに割り当てます。

ロール
メンバーシップ

ロールを直接ユーザーに割り当てます。

表 3 ユーザー資格情報 (続き)

値 説明 必須
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権限をロールに割り当てる場合、まず必要なロールタイプを選択してからその
ロールタイプに関連する権限を選択します。各ロールは、特定のロールタイプ
１つに対応する権限のみを有します。例外として、定義済みロールの [すべて ]
だけは、すべてのロールタイプのすべての権限を有します。ユーザーまたはグ
ループがシステム機能を実行するためには、複数のロールが必要な場合があり
ます。

表 4 Data Store の定義済みロール

権限

Data Store 
承認者

Data Store 
投稿者

Data Store 
読者

アーキビ
スト

システム
管理者

プロジェクト
管理者

ファイルに電子署名を
付与

X X X

コンテンツの保存
または変更

X X X X

コンテンツの表示 X X X X X X

プロジェクトの表示 X X X X X X

コンテンツのアーカイ
ブとアーカイブ解除

X

システム設定の変更 X

セキュリティの管理 X
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OpenLAB サーバーユーティリティ
Agilent OpenLAB サーバーユーティリティプログラムは、OpenLAB ソフト
ウェアと同時に自動的にインストールされ、管理者がシステムを管理するため
に役立ちます。

ユーティリティを開くには、Windows の［スタート］ > ［すべてのプログラム］
> ［Agilent Technologies］ > ［OpenLAB］ > ［OpenLAB サーバーユーティリティ］
を選択します。

このユーティリティにアクセスするには Windows 管理者権限が必要です。

アクティビティログエクスポート
アクティビティログデータベースのサイズが時間とともに大きくなり、アク
ティビティログ関連の操作のパフォーマンスが低下する可能性があります。[ア
クティビティログエクスポート] を使用して、アクティビティログのエントリを
XML ファイルにアーカイブし、アクティビティログデータベースから消去する
ことができます。

このエクスポートでアクセスできるのは、サーバーユーティリティプログラム
を使用しているコンピュータに保存されたログだけです。

クライアント/サーバーシステムのアクティビティログをエクスポートする

1 サーバー上にインストールされたサーバーユーティリティプログラムにアク
セスします。 

2 データ範囲を指定し、［エクスポート］をクリックします。

ワークステーションのアクティビティログをエクスポートする

1 ワークステーション上にインストールされたサーバーユーティリティプログ
ラムにアクセスします。

2 ［現在のアクティビティログ データベースからのエクスポート］を選択します。

3 データ範囲を指定し、［エクスポート］をクリックします。

ワークステーションのアーカイブされたアクティビティログをエクス
ポートする
アーカイブされたアクティビティログは、SQL CE（主にワークステーションに
関連）と 1 GB 以上のデータベースを使用したシステムからのアップグレード中
にのみ作成可能です。 

1 ワークステーション上にインストールされたサーバーユーティリティプログ
ラムにアクセスします。

2 ［アーカイブされたアクティビティログ データベースからのエクスポート］
を選択します。

3 アーカイブされたデータベースに移動し選択します。 

4 ［エクスポート］をクリックします。 
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エクスポートまたは消去中には、OpenLAB コントロールパネルがサーバーから
切断されます。エクスポートの開始前にすべてのユーザーに通知することをお
勧めします。

バックアップとリストア
この機能は、OpenLAB Data Store システムでは使用できません。OpenLAB
Data Store のバックアップとリストアの方法については、『Agilent OpenLAB
Data Store メンテナンスガイド』を参照してください。

Windows ドメイン
Windows ドメイン認証を使用して OpenLAB ユーザーを識別する場合、資格情
報が保存されているサーバーに OpenLAB がアクセスできる必要があります。

[Windows ドメイン] を使用して、Windows ドメインサーバーにアクセスするた
めに OpenLAB が使用する資格情報を指定または変更します。この機能でアク
セスできるのは、サーバーユーティリティプログラムを使用したコンピュータ
に保存された資格情報だけです。

Windows ドメインサーバーへのアクセスに使用する Windows アカウントのド
メイン、ユーザー名、またはパスワードを指定または変更するには、サーバー
上にインストールされているサーバーユーティリティプログラムを使用します。

サーバー設定
クライアント/サーバー構成では、[サーバー設定] を使用して、ローカルシステ
ムでのサーバー接続を管理します。ここにあるサーバーのリストによって、
OpenLAB にログインする際にユーザーが接続先として選択できるサーバーが
決まります。管理者は、このタブでユーザーがデフォルト以外のサーバーに切
り替えることを制限できます。

この機能は、サーバーユーティリティプログラムを使用しているコンピュータ
のサーバー接続を管理します。

クライアント/サーバーシステムのクライアントのサーバー接続は、各クライア
ントを通じて管理されます。したがって、クライアントのサーバー接続を変更
するには、そのクライアントにインストールされているサーバーユーティリ
ティプログラムにアクセスします。 

ワークステーション構成では、サーバー接続は通常１つなので、この機能は使
用されません。
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FTP サーバープロトコル

Data Store は FTP サーバーとして使用可能で、すべての FTP サーバープロト
コルからアクセスできます。

Data Store サーバーを FTP サーバーとして使用する

1 サーバー上で、C:¥Program Files (x86)¥Agilent Technologies¥OpenLAB 
Data Store¥tomcat¥webapps¥alfresco¥WEB-INF¥classes¥alfresco¥
module¥ds-alfresco に移動します。 

2 テキストエディタで、alfresco-global.properties ファイルを開きます。

3 ftp.enabled=false を ftp.enabled=true に変更します。

4 ファイルを保存します。

5 tomcat サービスを再起動します。

FTP プロトコルから Data Store に接続する

1 FTP クライアントにアクセスします。

2 FTP プロトコル内では以下を使用してください。

• FTP ホスト名として Data Store サーバーアドレス

• Data Store サーバーポート

• コントロールパネルのユーザー名とパスワード

3 FTP プロトコルに従って接続します。
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Data Store サーバーを FTP サーバーとして使用しない

1 サーバー上で、C:¥Program Files (x86)¥Agilent Technologies¥OpenLAB 
Data Store¥tomcat¥webapps¥alfresco¥WEB-INF¥classes¥alfresco¥
module¥ds-alfresco に移動します。 

2 テキストエディタで、alfresco-global.properties ファイルを開きます。

3 ftp.enabled=true を ftp.enabled=false に変更します。

4 ファイルを保存します。

5 tomcat サービスを再起動します。

リポジトリ SSL キーストアの作成

以下の手順で、Alfresco 認証局（CA）による署名証明書と、リポジトリのため
の RSA 公開鍵 /秘密鍵の鍵ペアを作成します。ただし、自分の法人証明書また
は Verisign からの証明書も使用できます。

また、CA 証明書を含むリポジトリに truststore を作成し、Solr から指定のリポ
ジトリの URL への認証接続に使用することもできます。この手順では、リポジ
トリ証明書に署名するための Alfresco CA キーと証明書が存在すると仮定して
います。ただし、これらはセキュリティ上の理由により使用できないことがあ
ります。その場合、自分で CA キーと証明書を作成するか、Verisign などの一
般的な認証局を使用できます。自分で CA キーと証明書を作成するには、22 ペー
ジの「認証局（CA）キーと証明書を作成」を参照してください。 

注記
<store password> は、keystore のパスワードです。
C:¥DSContent¥keystore¥ssl-keystore-passwords.proper
ties ファイルには SSL keystore のパスワードが含まれ、
C:¥DSContent¥keystore¥ssl-truststore-passwords-prop
erties ファイルには SSL truststore のパスワードが含まれます。
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1 リポジトリの公開鍵/秘密鍵の鍵ペアを keystore 内に作成します。

$ keytool -genkey -alias repo -keyalg RSA -keystore 
ssl.keystore -storetype JCEKS -storepass <store password> 

Enter keystore password:

Re-enter new password:  

What is your first and last name?

[Unknown]:Data Store Repository 

What is the name of your organizational unit?   

[Unknown]:   

What is the name of your organization?   

[Unknown]:Alfresco Software Ltd. 

What is the name of your City or Locality?   

[Unknown]:Maidenhead  

What is the name of your State or Province?   

[Unknown]:UK 

What is the two-letter country code for this unit?   

[Unknown]:GB 

Is CN=Alfresco Repository, OU=Unknown, O=Alfresco 
Software Ltd., L=Maidenhead, ST=UK, C=GB correct?   [no]: 
yes  

Enter key password for <repo>

(RETURN if same as keystore password): 

2 リポジトリキーのための証明書要求を作成します。

$ keytool -keystore ssl.keystore -alias repo -certreq 
-file repo.csr -storetype JCEKS -storepass <store 
password>

3 Alfresco CA が証明書要求に署名し、365 日間有効な証明書を作成します。

$ openssl x509 -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial 
-req -in repo.csr -out repo.crt -days 365 Signature ok 
subject=/C=GB/ST=UK/L=Maidenhead/O=Alfresco Software 
Ltd./OU=Unknown/CN=Alfresco Repository 
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Getting CA Private Key 

Enter pass phrase for ca.key:

4 Alfresco CA キーをリポジトリ keystore 内にインポートします。

$ keytool -import -alias AlfrescoCA -file ca.crt 
-keystore ssl.keystore -storetype JCEKS -storepass <store 
password> 

Enter keystore password:   

Owner:CN=Alfresco CA, O=Alfresco Software Ltd., 
L=Maidenhead, ST=UK, C=GB Issuer: CN=Alfresco CA, 
O=Alfresco Software Ltd., L=Maidenhead, ST=UK, C=GB 
Serial number: 805ba6dc8f62f8b8 Valid from: Fri Aug 12 
13:28:58 BST 2011 until:Mon Aug 09 13:28:58 BST 2021 
Certificate fingerprints:  MD5: 
4B:45:94:2D:8E:98:E8:12:04:67:AD:AE:48:3C:F5:A0  SHA1: 
74:42:22:D0:52:AD:82:7A:FD:37:46:37:91:91:F4:77:89:3A:C9
:A3  Signature algorithm name:SHA1withRSA  Version: 3  
Extensions:   #1:ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false 
SubjectKeyIdentifier [ KeyIdentifier [ 0000:08 42 40 DC 
FE 4A 50 87   05 2B 38 4D 92 70 8E 51  .B@..JP..+8M.p.Q 
0010: 4E 38 71 D6                                        N8q. 
] ]  #2:ObjectId:2.5.29.19 Criticality=false 
BasicConstraints:[   CA:true   PathLen:2147483647 ]  #3: 
ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false 
AuthorityKeyIdentifier [ KeyIdentifier [ 0000: 08 42 40 
DC FE 4A 50 87   05 2B 38 4D 92 70 8E 51  .B@..JP..+8M.p.Q 
0010: 4E 38 71 D6                                        N8q. 
]  [CN=Alfresco CA, O=Alfresco Software Ltd., 
L=Maidenhead, ST=UK, C=GB] SerialNumber:[    805ba6dc 
8f62f8b8] ]  

Trust this certificate? [no]: yes 

Certificate was added to keystore
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5 CA が署名したリポジトリ証明書をリポジトリ keystore 内にインポートします。

$ keytool -import -alias repo -file repo.crt -keystore 
ssl.keystore -storetype JCEKS -storepass <store password> 

Enter keystore password:   

Certificate reply was installed in keystore

6 リポジトリ keystore を pkcs12 形式の keystore（IE などのブラウザでの使用
のため）に変換します。pkcs12 形式の keystore のパスワードには、「alfresco」
を指定します。これを IE にインポートする場合は https を使用する必要があ
ります。

keytool -importkeystore -srckeystore ssl.keystore 
-srcstorepass <keystore password> -srcstoretype JCEKS 
-srcalias  repo -srckeypass kT9X6oe68t -destkeystore 
Browser.p12 -deststoretype pkcs12 -deststorepass alfresco 
-destalias repo  -destkeypass alfresco

7 Alfresco CA 証明書を含むリポジトリ truststore を作成します。

keytool -import -alias AlfrescoCA -file ca.crt -keystore 
ssl.keystore -storetype JCEKS -storepass <store password>

8 keystore と truststore を、リポジトリ keystore の保存場所 
C:¥DSContent¥keystore にコピーします。

9 SSL プロパティ（alfresco.encryption.ssl.keystore または 
alfresco.encryption.ssl.truststore から始まるプロパティ）を更
新します。

認証局（CA）キーと証明書を作成

自分で CA キーと証明書を作成し、リポジトリ証明書に署名します。

1 CA 秘密鍵を作成します。

$ openssl genrsa -des3 -out ca.key 1024 Generating RSA 
private key, 1024 bit long modulus ..........++++++ 
..++++++ e is 65537 (0x10001) 

Enter pass phrase for ca.key: 

Verifying - Enter pass phrase for ca.key:
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2 CA 自己署名証明書を作成します。

$ openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out 
ca.crt 

Enter pass phrase for ca.key: 

You are about to be asked to enter information that will 
be incorporated into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a 
Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some 
blank. 

For some fields, there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. ----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:GB 

State or Province Name (full name) [Some-State]:UK 

Locality Name (eg, city) []:Maidenhead 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty 
Ltd]:Alfresco Software Ltd. 

Organizational Unit Name (eg, section) []: 

Common Name (eg, YOUR name) []:Alfresco CA 

Email Address []:

ファイルサーバープロパティ

簡単な keystore と truststore を作成する

keytool を使用して、JSSE での使用に適した簡単な JKS keystore を作成しま
す。keystore に keyEntry（公開鍵 / 秘密鍵）を作成し、truststore に対応す
る trustedCertEntry（公開鍵のみ）を作成します（クライアント認証の場合、同
様の処理がクライアントの証明書に対して必要です）。PKCS12 へのトラスト ア
ンカーの保存はサポートされません。トラスト アンカーの保存には JKS を使用
し、PKCS12 は秘密鍵に使用する必要があります。

この手順の詳細については、Solaris または Microsoft Windows 用の keytool ド
キュメントを参照してください。
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ユーザー入力は太字で表示されています。

1 新しい keystore と、対応する公開鍵/秘密鍵が記載された自己署名証明書を
作成します。

% keytool -genkeypair -alias ftp -keyalg RSA -validity 7
-keystore ftp.keystore 

Enter keystore password: password

What is your first and last name?

[Unknown]: Duke

What is the name of your organizational unit?

[Unknown]: Java Software

What is the name of your organization?

[Unknown]: Sun Microsystems, Inc.

What is the name of your City or Locality?

[Unknown]: Palo Alto

What is the name of your State or Province?

[Unknown]: CA

What is the two-letter country code for this unit?

[Unknown]: US 
Is CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems, Inc.",
L=Palo Alto, ST=CA, C=US correct?
[no]: yes

Enter key password for <ftp>

(RETURN if same as keystore password): <CR>

      

この keystore はサーバーによって使用されます。

2 keystore を確認します。エントリのタイプは keyEntryです。すなわち、こ
のエントリには秘密鍵が関連付けられています（赤で表示されています）。

% keytool -list -v -keystore ftp.keystore

Enter keystore password: password

Keystore type: jks
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Keystore provider:SUN

Your keystore contains 1 entry

Alias name: ftp

Creation date:Dec 20, 2001

Entry type:keyEntry

Certificate chain length:1

Certificate[1]:

Owner:CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems, 
Inc.",

L=Palo Alto, ST=CA, C=US

Issuer:CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems, 
Inc.", L=Palo Alto, ST=CA, C=US

Serial number:3c22adc1

Valid from: Thu Dec 20 19:34:25 PST 2001 until: Thu Dec 
27 19:34:25 PST 2001

Certificate fingerprints:

MD5:F1:5B:9B:A1:F7:16:CF:25:CF:F4:FF:35:3F:4C:9C:F0
SHA1:B2:00:50:DD:B6:CC:35:66:21:45:0F:96:AA:AF:6A:3D:

E4:03:7C:74

3 自己署名証明書をエクスポートして確認します。

% keytool -export -alias ftp -keystore ftp.keystore -rfc 
-file ftp.cer

Enter keystore password: password

Certificate stored in file <ftp.cer>

% cat ftp.cer

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICXjCCAccCBDwircEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwdjELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAkNB

MRIwEAYDVQQHEwlQYWxvIEFsdG8xHzAdBgNVBAoTFlN1biBNaWNyb3N5
c3RlbXMsIEluYy4xFjAU
OpenLAB Data Store 管理者用ガイド 25



 

BgNVBAsTDUphdmEgU29mdHdhcmUxDTALBgNVBAMTBER1a2UwHhcNMDEx
MjIxMDMzNDI1WhcNMDEx

MjI4MDMzNDI1WjB2MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExEjAQ
BgNVBAcTCVBhbG8gQWx0

bzEfMB0GA1UEChMWU3VuIE1pY3Jvc3lzdGVtcywgSW5jLjEWMBQGA1UE
CxMNSmF2YSBTb2Z0d2Fy

ZTENMAsGA1UEAxMERHVrZTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkC
gYEA1loObJzNXsi5aSr8

N4XzDksD6GjTHFeqG9DUFXKEOQetfYXvA8F9uWtz8WInrqskLTNzwXgm
NeWkoM7mrPpK6Rf5M3G1

NXtYzvxyi473Gh1h9k7tjJvqSVKO7E1oFkQYeUPYifxmjbSMVirWZgvo
2UmA1c76oNK+NhoHJ4qj

eCUCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCRPoQYw9rWWvfLPQuPXowv
FmuebsTc28qI7iFWm6BJ

TT/qdmzti7B5MHOt9BeVEft3mMeBU0CS2guaBjDpGlf+zsK/UUi1w9C4
mnwGDZzqY/NKKWtLxabZ

5M+4MAKLZ92ePPKGpobM2CPLfM8ap4IgAzCbBKd8+CMp8yFmifze9Q==

-----END CERTIFICATE-----

または、-certreqを指定して証明書署名要求（CSR）を作成し、認証局
（CA）に送信して署名を依頼することもできますが、この例の範囲を超える
ため、ここでは説明しません。

4 新しい truststore に証明書をインポートします。

% keytool -import -alias ftpcert -file ftp.cer -keystore 
ftp.truststore

Enter keystore password: trustword

Owner: CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems,
Inc.", L=Palo Alto, ST=CA, C=US

Issuer: CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems,
Inc.", L=Palo Alto, ST=CA, C=US

Serial number:3c22adc1

Valid from: Thu Dec 20 19:34:25 PST 2001 until: Thu Dec
27 19:34:25 PST 2001

Certificate fingerprints:

MD5:F1:5B:9B:A1:F7:16:CF:25:CF:F4:FF:35:3F:4C:9C:F0
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SHA1:B2:00:50:DD:B6:CC:35:66:21:45:0F:96:AA:AF:6A:3D:
E4:03:7C:74

Trust this certificate? [no]: yes

Certificate was added to keystore

5 truststore を確認します。エントリタイプは trustedCertEntry です。す
なわち、このエントリには秘密鍵は使用できません（赤で表示されています）。
また、このファイルが KeyManager の keystore として適切でないこともわか
ります。

% keytool -list -v -keystore ftp.truststore 
Enter keystore password: trustword

Keystore type: jks

Keystore provider: SUN

Your keystore contains 1 entry

Alias name: ftpcert

Creation date: Dec 20, 2001

Entry type: trustedCertEntry

Owner: CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems, 
Inc.", L=Palo Alto, ST=CA, C=US

Issuer: CN=Duke, OU=Java Software, O="Sun Microsystems, 
Inc.", L=Palo Alto, ST=CA, C=US

Serial number: 3c22adc1

Valid from: Thu Dec 20 19:34:25 PST 2001 until: Thu Dec 
27 19:34:25 PST 2001

Certificate fingerprints:

MD5:F1:5B:9B:A1:F7:16:CF:25:CF:F4:FF:35:3F:4C:9C:F0

SHA1:B2:00:50:DD:B6:CC:35:66:21:45:0F:96:AA:AF:6A:3
D:E4:03:7C:74

6 ファイル ftp.cer、ftp.keystore、ftp.truststore を C:¥DSContent¥Keystore
にコピーします。
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FTPS をサポートするために、以下のプロパティを追加および設定する必要が
あります。C:¥Program Files (x86)¥Agilent Technologies¥
OpenLAB Data Store¥tomcat¥webapps¥alfresco¥WEB-INF¥
classes¥alfresco¥module¥ds-alfresco¥alfresco-global.prop
erties、および以下のプロパティを編集してください。

• ftp.keyStore: FTPS をサポートする keystore ファイル名の絶対パスを指
定します（例、C:¥¥DSContent¥¥keystore¥¥ftp.keystore）

• ftp.trustStore: FTPS をサポートする truststore ファイル名の絶対パスを
指定します
（例、C:¥¥DSContent¥¥keystore¥¥ftp.truststore）

• ftp.keyStorePassphrase: keystore ファイルのパスフレーズを指定しま
す。前のセクションで指定したパスワードと同じものです。

• ftp.trustStorePassphrase: truststore ファイルのパスフレーズを指定し
ます。前のセクションで指定した trustword と同じものです。

• ftp.requireSecureSession: FTP サーバーにログインする場合、安全な 
FTPS セッションのみを許可するか指定します。すべての接続で FTPS を
使用する場合は、ftp.requireSecureSession=true と設定してくだ
さい。

システム上で IPv6 が使用可能な場合、Alfresco は自動的に IPv6 を使用します。

FTPS をサポートするには、ftp.keyStore、ftp.trustStore、
ftp.keyStorePassphrase、ftp.trustStorePassphrase の値をすべて指定する必
要があります。これらのファイルは C:¥DSContent¥keystore 下にあります。

explicit FTP over SSL/TLS mode のみサポートしています。暗号化データセッ
ションはサポートしてません。
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