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PRIVILEGED ACCESS アップグレードガイド

Bomgar Privileged Access ソフトウェアのアップグレード
Bomgar Privileged Access ソフトウェアの各リリースの詳細については、製品変更ログを確認してください。
アップグレードの準備
l

l

l

l

l

l

l

アップグレードの前には、常に/login > 管理 > ソフトウェア管理から設定と構成のバックアップを作成します。最適な方法として、SSL
証明書とプライベートキーのコピーをエクスポートし、さらにアップグレードに失敗した場合でも連続性を確保するために、これをローカル
に保存します。
主要なソフトウェアリリースでは、現在保守契約のあるお客様はロールアウトスケジュールに組み込まれます。アップグレードの準備が
完了したら、Bomgar はこのアップデート手順を開始するE メールを送信して通知します。
インストールには、通常 15 分から1 時間程度かかります。ただし、アプライアンスに大量のデータを保存する場合( セッションの記録な
ど) 、インストールはこれよりもかなり長くかかる場合があります。
Bomgar では、スケジュールされたメンテナンス枠でアップグレードを行うことを推奨しています。アップグレードの最中、Bomgar サイトは
一時的に使用できなくなります。ログインしているすべてのユーザーおよびすべてのアクティブなセッションは終了します。
Bomgar では製品の使用前に、制御された環境内で更新のテストを実施することも推奨しています。フェールオーバー関係にある2 つ
のアプライアンスがあり、非同期でアップデートを行う場合に、テストを行うことができます。( 15 ページの「検証とテスト」を参照)
Base の更新中に問題が発生した場合、Bomgar アプライアンスを再起動しないでください。Bomgar 技術サポートまでお問い合わせ
ください。
フェールオーバー構成で 2 つの設定済みアプライアンスがある場合、アップデートを同期または非同期で行うか検討します。
o

同期アップデートを使用すると、プライマリアプライアンスが最初に更新され、プライマリとしての役割が維持されます。この方法
は一定のダウンタイムを伴わない、アップデート時にオフラインになることで影響を受けない、容易な導入およびシナリオ用に推
奨されます。

o

非同期アップデートを使用すると、バックアップアプライアンスが最初にアップデートされ、プライマリの役割は維持されます。この
方法は最小限のダウンタイムを伴い、確実なアップタイムに依存する大規模な展開とシナリオに推奨されます。ネットワーク
は、バックアップアプライアンスにフェールオーバーするために変更されることがあり、一定の複雑性を伴います。

クライアントのアップグレード
更新用のクライアントソフトウェアが必要なのは、特定のアップグレードのみです。基本ソフトウェアのアップデートおよびライセンスのアドオンは、
クライアントソフトウェアの更新を必要としません。しかし、サイトバージョンの更新ではクライアントの更新が必要です。ほとんどのクライアント
更新は自動的に行われますが、クライアントのタイプごとに想定される更新手順が以下に記載されています。
l

インストールされたアクセスコンソールは、サイトアップグレードの後にアップグレードする必要があります。通常、次回ユーザーががアク
セスコンソールを実行した時に、これは自動的に行われます。
o

ロックダウンされたコンピュータで MSI を使って以前展開されたアクセスコンソールについては、アップグレードが完了した後にもう
一度展開する必要がある場合があります。

o

Bomgar 技術サポートによってお使いのサイトで抽出できるアクセスコンソール機能が有効になっている場合、アプライアンスを
アップグレードする前に、アクセスコンソールを更新するためにMSI インストーラをダウンロードすることができます。これを実行す
るには、手動または自動的に新しい更新プログラムを確認します。更新されたコンソールは、アプライアンスが更新されるまでオ
ンラインには表示されませんのでご留意ください。新たにコンソールを展開する前に、元のコンソールをアンインストールしなくて
も、自動的に新しいものに置き換えられます。しかし、最適な方法として、アプライアンスが更新された後で、期限切れのコン
ソールのインストールを削除するために過去の MSI インストーラのコピーを保存しておくには、この削除操作を実行する必要が
あります。新規の MSI では、これを実行できません。

(missing or bad snippet)
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l

アップグレード後、展開したJump Client は自動的にアップデートされます。
o

多数の Jump Client のアップデートを同時に試みた場合、利用可能な帯域幅とハードウェアに応じて、アプライアンスおよび
ネットワークの両方でアプライアンスが溢れ、重大な作業欠陥を及ぼす可能性があります。Jump Client のアップデートが消費
する帯域幅とリソース消費量量を調節するために、/login > Jump > Jump Client のページで、Jump Client 同時アップグ
レードの最大数を低い数値に設定します。

o

アクティブおよびパッシブの Jump Client は、アプライアンスのアップデートの後、アプライアンスの最初のチェックイン時にアップ
デートされます。これらのチェックインイベントは、TCP ポート443 を介したJump Client ホストからアプライアンスのアウトバウン
ドで定期的に発生します。アクティブな Jump Client は、アプライアンスでアップグレードが完了した直後にチェックインします。
パッシブな Jump Client は、起動時、アクセスコンソールにより接続された時、システム トレイアイコンからチェックインが指示さ
れた時、または 24 時間以内に一度チェックインを行います。

l

アップグレード後、配置したJumpoint は自動的にアップデートされます。

l

Bomgar 接続エージェントは、サイトのアップグレード後も自動的に更新されます。

l

l

Bomgar 統合クライアントは、サイトのアップグレード後も自動的には更新されません。統合クライアントは、手動で再インストールする
必要があります。統合クライアントのインストーラは、help.bomgar.com の「ダウンロード」ページから入手できます。
アップグレード時には、以前の Jump Client およびアクセスコンソール用に作成されたインストーラパッケージを再び生成する必要があ
ります。前述の通り、クライアント自身が更新されます。ただし、それらを生成したアプライアンスがアップグレードされると、インストーラ
ファイルは無効になります。

(missing or bad snippet)
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自動アップデートを使用して単一の Bomgar アプライアンスをアップグ
レードする
多くの場合、Bomgar のお客様は、Bomgar 技術サポートのアシストなしでアップデートをダウンロードしてインストールできます。アップグレード
を利用できるかどうかを確認するには Bomgar アプライアンス(/appliance) にログインします。「アップデート」ページで「アップデートを確認す
る」をクリックします。

ソフトウェアのアップデートが利用できる場合、利用可能なアップデートに表示されます。このアップデートをインストールするをクリックすると、ア
プライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフトウェアをダウンロードし、自動的にインストールします。

注：一部のパッケージでは他のパッケージを先にインストールする必要があります。利用可能なパッケージをインストールして、依存するもの
を有効にします。

(missing or bad snippet)
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動作するべき自動アップデートが失敗した場合は、www.bomgar.com/help/SolutionFAQ.aspx?id=377 にあるアップデートの確認 FAQ トラ
ブルシューティングを参照してください。引き続き自動アップデートが実行できない場合は、7 ページの「手動アップデートを使用して単一の
Bomgar アプライアンスをアップグレードする」を参照してください。

(missing or bad snippet)
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手動アップデートを使用して単一の Bomgar アプライアンスをアップグ
レードする
自動アップデートが利用できない場合は( 例：お使いのアプライアンスが制限付きネットワーク上にある場合) 、手動でアップデートを実行しま
す。
Bomgar アプライアンスにログインして、アップデートページへ進みます。アプライアンスダウンロードキーリンクをクリックし、一意のアプライアン
スキーを生成します。制限のないシステムから、update.bomgar.com よりそのキーをBomgar のアップデートサーバーへ送信します。利用可
能なアップデートを取り外しのできる保存デバイスへダウンロードした後、そのアップデートをお使いのアプライアンスが管理できるシステムへ転
送します。
アップデートページにある、手動インストールセクションでファイルを参照し、ソフトウェアのアップデートボタンをクリックしてインストールを完了し
ます。アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフトウェアをインストールします。

注：ダウンロード後にすぐソフトウェアアップデートを直接インストールできるよう準備をします。アップデートがインストールされると、利用可
能なアップデートのリストに表示されなくなります。アップデートを再度ダウンロードする必要がある場合は、Bomgar 技術サポートまでお問
い合わせください。

注：エラーが発生した場合、/appliance > ステータス > 基本事項ページに記載されている時間が正しいことを確認してください。アプライア
ンスのダウンロードキーを含む Bomgar アプライアンスのほとんどの機能は、この時間が正しくないと機能しません。時間が正しくない場
合、ネットワーク> IP 構成ページで NTP の設定を確認してください。

(missing or bad snippet)
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フェールオーバー構成で 2 つのアプライアンスをアップグレードする
重要！
Bomgar では、混んでいないトラフィック時間内にメンテナンス枠をスケジュールするように推奨しています。
フェールオーバー環境のアップグレードには 2 つのオプションがあります：同期アップグレードおよび非同期アップグレード。
フェールオーバー関係にある2 つの Bomgar アプライアンスを同期アップグレードする
同期アップデートを使用すると、プライマリアプライアンスが最初に更新され、プライマリとしての役割が維持されます。この方法は一定のダウン
タイムを伴わない、アップデート時にオフラインになることで影響を受けない、容易な導入およびシナリオ用に推奨されます。
利点：フェールオーバーイベントがない。
欠点：実働サイトのダウンタイムが長い。
フェールオーバー関係にある2 つの Bomgar アプライアンスを非同期アップグレードする
非同期アップデートを使用すると、バックアップアプライアンスが最初にアップデートされ、プライマリの役割は維持されます。この方法は最小限
のダウンタイムを伴い、確実なアップタイムに依存する大規模な展開とシナリオに推奨されます。ネットワークは、バックアップアプライアンスに
フェールオーバーするために変更されることがあり、一定の複雑性を伴います。
利点：最小の実働ダウンタイム。
欠点：フェールオーバーアクティビティが必要。
注意事項
1. ダウンタイムおよびコミュニティのニーズに最もマッチしたフェールオーバーのアップグレードオプションを選択します。
2. アップグレードを完了する2 つの個別のメンテナンス枠をスケジュールします。
3. アップグレードプロセスには、両方のアプライアンスで同じ時間がかかります。
4. 実働環境において、新規ソフトウェアバージョンを確認するのに十分な 2 つのメンテナンス枠の間で暫定期間を計画しますが、フェール
オーバー構成を持たない一時的な環境を最小限にするためになるべく短い期間にします。

(missing or bad snippet)
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フェールオーバー関 係 にある 2 つの Bomgar アプライアンスを同 期 アップグレードする
同期アップデートを使用すると、プライマリアプライアンスが最初に更新され、プライマリとしての役割が維持されます。この方法は一定のダウン
タイムを伴わない、アップデート時にオフラインになることで影響を受けない、容易な導入およびシナリオ用に推奨されます。
Bomgar では、スケジュールされたメンテナンス枠でアップグレードを行うことを推奨しています。アップグレードの最中、Bomgar サイトは一時的
に使用できなくなります。ログインしているすべてのユーザーおよびすべてのアクティブなセッションは終了します。アップグレードを完了する2 つの
個別のメンテナンス枠をスケジュールする必要があります。インストールには、通常 15 分から1 時間程度かかります。ただし、アプライアンスに
大量のデータを保存する場合( セッションの記録など) 、インストールはこれよりもかなり長くかかる場合があります。実働環境において、新規ソ
フトウェアバージョンを確認するのに十分な 2 つのメンテナンス枠の間で暫定期間を計画しますが、フェールオーバー構成を持たない一時的な
環境を最小限にするためになるべく短い期間にします。Bomgar では製品の使用前に、制御された環境内で更新のテストを実施することも推
奨しています。Base の更新中に問題が発生した場合、Bomgar アプライアンスを再起動しないでください。Bomgar 技術サポートまでお問い
合わせください。
これらの手順では、アプライアンス(A) がプライマリアプライアンス( プライマリホスト名が解決するアプライアンス) で、アプライアンス(B) はバック
アップアプライアンスであることを確認してください。
バックアップと同期
アップグレード前に、現在お使いの Bomgar ソフトウェア設定のバックアップを作成します。アプライアンス(A) より、/login > 管理 > ソフトウェア
管理を選択します。

バックアップのダウンロードボタンをクリックして、安全な場所にバック
アップファイルを保存します。

/login > 管理 > フェールオーバーに移動し、今すぐ同期をクリックし
て同期が完了するまで待ちます。
同期が終了したら、「フェールオーバー関係を遮断する」をクリックし
ます。

アプライアンス(A) のアップデート
自動または手動で、アプライアンス(A) をアップデートします。
自動
多くの場合、Bomgar のお客様は、Bomgar 技術サポートのアシストなしでアップデートをダウンロードしてインストールできます。利用できる
アップグレードがあるかを確認するには、/appliance > アップデートへ進みます。

(missing or bad snippet)
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アップデートを確認するをクリックします。

ソフトウェアのアップデートが利用できる場合、利用可能なアップ
デートに表示されます。このアップデートをインストールするをクリック
すると、アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフトウェアをダ
ウンロードし、自動的にインストールします。

注：多くの場合、「Bomgar」のソフトウェアアップデートは、1
つまたは複数の「基本ソフトウェア」のアップデートによって異な
ります。依存する Bomgar アップデートを有効にするには、利
用可能な基本ソフトウェアアップデートをインストールします。
その後、フェールオーバーや、別のアプライアンスでアップデート
のインストールなどを実行する前に、バックアップをダウンロード
したら直ちに Bomgar ソフトウェアアップデートをインストールし
ます。
動作すべき自動アップデートが失敗した場合は、help.bomgar.com/ssc/SolutionFAQ.aspx?id=377 にあるアップデートの確認 FAQ トラブル
シューティングを参照してください。
手動
自動アップデートが利用できない場合は( 例：お使いのアプライアンスが制限付きネットワーク上にある場合) 、手動でアップデートを実行しま
す。
/appliance > アップデートへ進みます。

アプライアンスダウンロードキーリンクをクリックし、一意のアプライア
ンスキーを生成します。制限のないシステムから、
update.bomgar.com よりそのキーをBomgar のアップデートサー
バーへ送信します。利用可能なアップデートを取り外しのできる保
存デバイスへダウンロードした後、そのアップデートをお使いのアプラ
イアンスが管理できるシステムへ転送します。
アップデートページにある、手動インストールセクションでファイルを
参照し、ソフトウェアのアップデートボタンをクリックしてインストールを
完了します。アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフトウェ
アをインストールします。

注：ダウンロード後にすぐソフトウェアアップデートを直接インス
トールできるよう準備をします。アップデートがインストールされ
ると、利用可能なアップデートのリストに表示されなくなりま
す。アップデートを再度ダウンロードする必要がある場合は、
Bomgar 技術サポートまでお問い合わせください。

(missing or bad snippet)
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検証とテスト
アップグレードプロセスの完了後に、アップデートが正常に完了し、お使いのソフトウェアが正常に動作していることを確認します。インストール
されたアクセスコンソールは、サイトアップグレードの後にアップグレードする必要があります。通常、次回ユーザーががアクセスコンソールを実
行した時に、これは自動的に行われます。コンソールを実行しているソフトウェアのビルドを確認するには、コンソールにログインし、次にヘルプ
> バージョン情報をクリックします。また、セッションを介して、リモートコンピュータに接続できることを確認します。

注：ロックダウンされたコンピュータで MSI を使って以前展開されたアクセスコンソールについては、アップグレードが完了した後にもう一度
展開する必要がある場合があります。Bomgar 技術サポートによってお使いのサイトで抽出できるアクセスコンソール機能が有効になって
いる場合、アプライアンスをアップグレードする前に、アクセスコンソールを更新するために MSI インストーラをダウンロードすることができま
す。これを実行するには、手動または自動的に新しい更新プログラムを確認します。更新されたコンソールは、アプライアンスが更新される
までオンラインには表示されませんのでご留意ください。新たにコンソールを展開する前に、元のコンソールをアンインストールしなくても、自
動的に新しいものに置き換えられます。しかし、最適な方法として、アプライアンスが更新された後で、期限切れのコンソールのインストー
ルを削除するために過去の MSI インストーラのコピーを保存しておくには、この削除操作を実行する必要があります。新規の MSI では、こ
れを実行できません。

アプライアンス(B) のアップデート
自動または上記に定義されているように手動にて、アプライアンス(B) をアップデートします。その後、アップデートが正常に完了したことを検証
およびテストします。
フェールオーバー関係の再構築
アプライアンス(A) より、/login > 管理 > フェールオーバーを選択します。

注：有効な接続を設定するには、両方のアプライアンスが同一の内部アプライアンスキーを持っている必要があります。各アプライアンス
キーを確認するには、/login > 管理 > セキュリティページを参照してください。
アプライアンス(B) をアプライアンスのバックアップおよび保持として、
アプライアンス(A) をプライマリアプライアンスとして、フェールオーバー
関係を再構築します。
2 つのアプライアンス間の関係の確立は、プライマリアプライアンスに
するフェールオーバーのページで行います。ここに入力されたアドレス
は関係を確立し、アプライアンスがいつでも互いに接続できるように
します。このページのフィールドは、「新しいバックアップサイトの接続
詳細」と呼ばれ、バックアップアプライアンスとなるアプライアンスに接
続する方法をプライマリアプライアンスに指示します。このフィールド
は、このプライマリサイトのリバース接続詳細と呼ばれ、バックアップ
アプライアンスに付与され、このプライマリアプライアンスに再接続す
る方法を支持します。これらのフィールドには、有効なホスト名または IP アドレス、および TLS ポート番号を使用する必要があります。これらす
べてのフィールドが設定された後、関係の確立ボタンをクリックして、関係確立を試行します。

注：Bomgar は、これらの設定を構成する際に、できる限り各アプライアンスの固有 IP アドレスを使用することを推奨しています。
関係が確立された後、不要なタブはバックアップサイトから削除されます。最初のデータ同期の開始に約 60 秒かかりますが、今すぐ同期ボタ
ンをクリックして同期を強制し、プライマリアプライアンスからバックアップアプライアンスのメモリに最新の情報を取得することもできます。同期自
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体は、同期する必要のあるデータ量に応じて数秒から数時間かかることがあります。同期が完了すると、「フェールオーバー」のページに、最後
に行われたデータ同期の日付と時刻が一覧表示されます。
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フェールオーバー関 係 にある 2 つの Bomgar アプライアンスを非 同 期 アップグレードする
非同期アップデートを使用すると、バックアップアプライアンスが最初にアップデートされ、プライマリの役割は維持されます。この方法は最小限
のダウンタイムを伴い、確実なアップタイムに依存する大規模な展開とシナリオに推奨されます。ネットワークは、バックアップアプライアンスに
フェールオーバーするために変更されることがあり、一定の複雑性を伴います。
Bomgar では、スケジュールされたメンテナンス枠でアップグレードを行うことを推奨しています。アップグレードの最中、Bomgar サイトは一時的
に使用できなくなります。ログインしているすべてのユーザーおよびすべてのアクティブなセッションは終了します。アップグレードを完了する2 つの
個別のメンテナンス枠をスケジュールする必要があります。インストールには、通常 15 分から1 時間程度かかります。ただし、アプライアンスに
大量のデータを保存する場合( セッションの記録など) 、インストールはこれよりもかなり長くかかる場合があります。実働環境において、新規ソ
フトウェアバージョンを確認するのに十分な 2 つのメンテナンス枠の間で暫定期間を計画しますが、フェールオーバー構成を持たない一時的な
環境を最小限にするためになるべく短い期間にします。Bomgar では製品の使用前に、制御された環境内で更新のテストを実施することも推
奨しています。Base の更新中に問題が発生した場合、Bomgar アプライアンスを再起動しないでください。Bomgar 技術サポートまでお問い
合わせください。
これらの手順では、アプライアンス(A) がプライマリアプライアンス( プライマリホスト名が解決するアプライアンス) で、アプライアンス(B) はバック
アップアプライアンスであることを確認してください。
バックアップと同期
アップグレード前に、現在お使いの Bomgar ソフトウェア設定のバックアップを作成します。アプライアンス(A) より、/login > 管理 > ソフトウェア
管理を選択します。

バックアップのダウンロードボタンをクリックして、安全な場所にバック
アップファイルを保存します。

/login > 管理 > フェールオーバーに移動し、今すぐ同期をクリックし
て同期が完了するまで待ちます。
同期が終了したら、「フェールオーバー関係を遮断する」をクリックし
ます。

アプライアンス(B) のアップデート
アプライアンス(B) を、自動または手動にてアップデートします。
自動
多くの場合、Bomgar のお客様は、Bomgar 技術サポートのアシストなしでアップデートをダウンロードしてインストールできます。利用できる
アップグレードがあるかを確認するには、/appliance > アップデートへ進みます。
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アップデートを確認するをクリックします。

ソフトウェアのアップデートが利用できる場合、利用可能なアップ
デートに表示されます。このアップデートをインストールするをクリック
すると、アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフトウェアをダ
ウンロードし、自動的にインストールします。

注：多くの場合、「Bomgar」のソフトウェアアップデートは、1
つまたは複数の「基本ソフトウェア」のアップデートによって異な
ります。依存する Bomgar アップデートを有効にするには、利
用可能な基本ソフトウェアアップデートをインストールします。
その後、フェールオーバーや、別のアプライアンスでアップデート
のインストールなどを実行する前に、バックアップをダウンロード
したら直ちに Bomgar ソフトウェアアップデートをインストールし
ます。
動作すべき自動アップデートが失敗した場合は、help.bomgar.com/ssc/SolutionFAQ.aspx?id=377 にあるアップデートの確認 FAQ トラブル
シューティングを参照してください。
手動
自動アップデートが利用できない場合は( 例：お使いのアプライアンスが制限付きネットワーク上にある場合) 、手動でアップデートを実行しま
す。
/appliance > アップデートへ進みます。
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アプライアンスダウンロードキーリンクをクリックし、一意のアプライア
ンスキーを生成します。制限のないシステムから、
update.bomgar.com よりそのキーをBomgar のアップデートサー
バーへ送信します。利用可能なアップデートを取り外しのできる保
存デバイスへダウンロードした後、そのアップデートをお使いのアプラ
イアンスが管理できるシステムへ転送します。
アップデートページにある、手動インストールセクションでファイルを
参照し、ソフトウェアのアップデートボタンをクリックしてインストールを
完了します。アプライアンスは新しいバージョンの Bomgar ソフトウェ
アをインストールします。

注：ダウンロード後にすぐソフトウェアアップデートを直接インス
トールできるよう準備をします。アップデートがインストールされ
ると、利用可能なアップデートのリストに表示されなくなりま
す。アップデートを再度ダウンロードする必要がある場合は、
Bomgar 技術サポートまでお問い合わせください。

検証とテスト
アップグレードプロセスの完了後に、アップデートが正常に完了し、お使いのソフトウェアが正常に動作していることを確認します。
アプライアンス(B) にアクセスできる少なくとも2 つのローカルマシンで、お使いのサイトのホスト名が、アプライアンス(B) の IP アドレスに解決さ
れるよう、ホストファイルを編集します。1 台のコンピュータ上で、アクセスコンソールを実行します。インストールされたアクセスコンソールは、
サイトアップグレードの後にアップグレードする必要があります。通常、次回ユーザーががアクセスコンソールを実行した時に、これは自動的に
行われます。コンソールを実行しているソフトウェアのビルドを確認するには、コンソールにログインし、次にヘルプ> バージョン情報をクリックしま
す。また、セッションを介して、リモートコンピュータに接続できることを確認します。

注：ロックダウンされたコンピュータで MSI を使って以前展開されたアクセスコンソールについては、アップグレードが完了した後にもう一度
展開する必要がある場合があります。Bomgar 技術サポートによってお使いのサイトで抽出できるアクセスコンソール機能が有効になって
いる場合、アプライアンスをアップグレードする前に、アクセスコンソールを更新するために MSI インストーラをダウンロードすることができま
す。これを実行するには、手動または自動的に新しい更新プログラムを確認します。更新されたコンソールは、アプライアンスが更新される
までオンラインには表示されませんのでご留意ください。新たにコンソールを展開する前に、元のコンソールをアンインストールしなくても、自
動的に新しいものに置き換えられます。しかし、最適な方法として、アプライアンスが更新された後で、期限切れのコンソールのインストー
ルを削除するために過去の MSI インストーラのコピーを保存しておくには、この削除操作を実行する必要があります。新規の MSI では、こ
れを実行できません。

アプライアンス(B) をプライマリアプライアンスに設定
アプライアンス(B) を、フェールオーバー計画で事前に定義された手順に従い、プライマリロール：共有 IP スイッチ、DNS スイング、または NAT
スイングに設定します。

注：Bomgar 統合クライアントを使用しており、ホスト名ではなくIP アドレスで構成している場合、アプライアンス (B) をプライマリアプライア
ンスとしてを定義した後、アプライアンス (B) からデータを抽出できることを確認します。

(missing or bad snippet)

PRIVILEGED ACCESS アップグレードガイド

注：フェールオーバーが無効の間どちらかのアプライアンスで完了したセッションからのデータは、フェールオーバー関係が再構築された後に
自動的に同期されます。
共有 IP スイッチ
アプライアンス(A) で、/appliance > ネットワーク> IP 構成を選択します。

共有 IP アドレスをクリックし、「有効」ボックスのチェックを外して編集
を行ないます。「変更の保存」をクリックします。
すぐにアプライアンス(B) で、/appliance > ネットワーク> IP 構成に
移動します。このページを前もって別のブラウザ タブで開いておくと便
利です。
共有 IP アドレスをクリックし、「有効」ボックスにチェックを入れて編集
を行ないます。「変更の保存」をクリックします。
切り替えが行われるとすぐに、通常の活動を再開することができま
す。サイトへのすべてのリクエストは、アプライアンス(B) にて保存されます。
DNS スイング
DNS コントローラにアクセスし、Bomgar サイトの DNS エントリを検索します。アプライアンス(B) の IP アドレスを指定するために、エントリを編
集します。DNS エントリが伝達された後、通常の活動を再開することができます。サイトへのすべてのリクエストは、アプライアンス(B) にて保存
されます。
NAT スイング
NAT コントローラにアクセスし、Bomgar サイトの NAT エントリを検索します。アプライアンス(B) の IP アドレスを指定するために、エントリを編
集します。切り替えが行われるとすぐに、通常の活動を再開することができます。サイトへのすべてのリクエストは、アプライアンス(B) にて保存さ
れます。
アプライアンス(A) のアップデート

注：顧客の環境はそれぞれ異なるため、Bomgar は各機能をテストしていますが、お客様が経験する可能性のあるすべてのシナリオをテス
トすることはできません。アプライアンス A をアップデートする前に、お使いの環境で Bomgar ソフトウェアが動作していることを確認してくださ
い。
自動または上記に定義されている手動にて、アプライアンス(A) をアップデートします。その後、アップデートが正常に完了したことを検証および
テストします。
フェールオーバー関係の再構築
アプライアンス(B) より、/login > 管理 > フェールオーバーを選択します。

注：有効な接続を設定するには、両方のアプライアンスが同一の内部アプライアンスキーを持っている必要があります。各アプライアンス
キーを確認するには、/login > 管理 > セキュリティページを参照してください。
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アプライアンス(A) をバックアップアプライアンスとして、アプライアンス
(B) をプライマリアプライアンスとして、フェールオーバーを再構築しま
す。
2 つのアプライアンス間の関係の確立は、プライマリアプライアンスに
するフェールオーバーのページで行います。ここに入力されたアドレス
は関係を確立し、アプライアンスがいつでも互いに接続できるように
します。このページのフィールドは、「新しいバックアップサイトの接続
詳細」と呼ばれ、バックアップアプライアンスとなるアプライアンスに接
続する方法をプライマリアプライアンスに指示します。このフィールド
は、このプライマリサイトのリバース接続詳細と呼ばれ、バックアップ
アプライアンスに付与され、このプライマリアプライアンスに再接続する方法を支持します。これらのフィールドには、有効なホスト名または IP ア
ドレス、および TLS ポート番号を使用する必要があります。これらすべてのフィールドが設定された後、関係の確立ボタンをクリックして、関係
確立を試行します。

注：Bomgar は、これらの設定を構成する際に、できる限り各アプライアンスの固有 IP アドレスを使用することを推奨しています。
関係が確立された後、不要なタブはバックアップサイトから削除されます。最初のデータ同期の開始に約 60 秒かかりますが、今すぐ同期ボタ
ンをクリックして同期を強制し、プライマリアプライアンスからバックアップアプライアンスのメモリに最新の情報を取得することもできます。同期自
体は、同期する必要のあるデータ量に応じて数秒から数時間かかることがあります。同期が完了すると、「フェールオーバー」のページに、最後
に行われたデータ同期の日付と時刻が一覧表示されます。
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Bomgar ハードウェアのアップグレード
Bomgar アプライアンスを、物理アプライアンスから他のアプライアンスへアップグレードする、または物理アプライアンスと仮想アプライアンスの間
でアップグレードする場合、両方に新しいアプライアンスをインストールして、元のアプライアンスからデータを転送する必要があります。
1. 適切なセットアップガイドに従い、新しいアプライアンスをインストールします。
l

l

Bomgar 仮想アプライアンスのインストール：www.bomgar.com/docs/privileged-access/gettingstarted/deployment/virtual/index .htm
Bomgar アプライアンスハードウェアのインストール：www.bomgar.com/docs/privileged-access/gettingstarted/deployment/hardware index.htm

2. 現在のアプライアンスソフトウェア設定のバックアップを行います。
a. 現在のアプライアンスで、/login > 管理 > ソフトウェア管理へ進みます。
b. 「ソトウェア:: バックアップの設定」セクションで、「バックアップのダウンロード」ボタンをクリックします。
c. 安全な場所にバックアップファイルを保存します。
3. 新しいアプライアンスに、既存の SSL 証明書チェーンをインポートします。
a. 現在のアプライアンスで、/appliance > セキュリティ> 証明書へ進みます。
b. 「セキュリティ:: 証明書 」セクションで、アクティブIP アドレスに割り当てられている証明書の横にあるチェックボックスにチェックを
入れます。次に、このセクションのページの上にあるドロップダウンリストから、「エクスポート」を選択します。

注：証明書のエクスポートによって、アプライアンスから証明書が削除されることはありません。
c. 「セキュリティ:: 証明書 :: エクスポート」ページで、証明書、秘密キー、証明書チェーンを含めるためにオプションにチェックを入
れます。秘密キーのパスフレーズを設定することが強く推奨されます。
d. 現在のアプライアンスで、/appliance > セキュリティ> 証明書へ進みます。
e. セキュリティ:: 証明書のインストールのセクションで、「インポート」ボタンをクリックします。
f. 前回エクスポートした証明書ファイルを参照し、「アップロード」をクリックします。
4. IP アドレスを証明書に割り当てます。
a. 現在のアプライアンスで、/appliance > セキュリティ> 証明書へ進みます。
b. セキュリティ:: 証明書のセクションで、SSL 証明書のエントリを見つけます。通常は、アプライアンス( 例えば、
access.example.com) の完全修飾ドメイン名を含む「発行先」フィールドがあります。
c. 新しい証明書の警告が表示されていないことを確認します。警告が表示されている場合は、この警告の解決方法に関する
詳細は、Bomgar テクニカル サポートのセルフサービスセンターの FAQ 755 を参照してくださ
い：help.bomgar.com/ssc/SolutionFAQ.aspx?id=755。
d. すべての警告が解決したら、証明書の行で割り当てるIP リンクをクリックします。ページの下部で割り当てるIP アドレスを確認
し、「構成の保存」ボタンをクリックします。
5. 新しいソフトウェアパッケージをインストールします。
a. 新しいアプライアンスで、/appliance > アップデートへ進みます。
b. 「アップデートを確認する」をクリックする、または「アプライアンスダウンロードキー」を画面上の指示に従って使用します。
c. 「この更新プログラムをインストールする」をクリックします。インストールの前にEULA に署名する必要があります。
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6. 元のアプライアンスから、ソフトウェアの構成設定をインポートします。
a. 新しいアプライアンスの /login インタフェースにログインします。初回のログイン資格情報は、「admin」と「password」です。
b. /login > 管理 > ソフトウェア管理へ進みます。
c. 「ソフトウェア:: 設定の復元」のセクションで、以前ダウンロードしたバックアップファイルを参照し、「バックアップのアップロード」
をクリックして新しいアプライアンスのバックアップを復元します。
この時点で、DNS サーバーを更新して新しいアプライアンスの IP アドレスのトラフィックへダイレクトし、新しいアプライアンスのアクセスセッション
のテストを開始することができます。正常に機能していることを確認した後、元のアプライアンスが物理アプライアンスの場合は返品することがで
き、仮想アプライアンスの場合は削除することができます。物理アプライアンスを返品する場合は、次の手順に従います：
1. 元のアプライアンスの/appliance Web インターフェイスにログインします。
2. ステータス> 基本事項ページを参照し、「アプライアンスを出荷時の既定値にリセットする」をクリックします。
3. リセットが完了するまで待ち、その後「このアプライアンスをシャットダウン」をクリックします。
4. アプライアンスを配送するために梱包します。
5. Bomgar の返品配送ラベルを箱の外側に貼り、運送会社に集荷を依頼します。配送ラベルを持っていない場合は、Bomgar 技術サ
ポートに問い合わせてください。
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PRIVILEGED ACCESS アップグレードガイド

免責条項、ライセンシングの制限 & テクニカル サポート
免責条項
本文書は、情報の提供のみを目的としています。Bomgar Corporation は、告知することなく、本文書の内容を変更することがあります。本
文書は、エラーを含まない完全な状態を保証するものではありません。または商品の適格性、特定目的との適合性、明示または法による黙
示の保証をすることなく提供されるものです。Bomgar Corporation は、本文書に関する責任を負うことはなく、契約上の義務は、この文書に
より直接的にも間接的にも生じないものとします。本文書に記載された技術、機能性、サービス、プロセスは予告なく変更される場合がありま
す。
BOMGAR、BOMGAR BOX、mark B、JUMP、UNIFIED REMOTE SUPPORT は、Bomgar Corporation の登録商標です。表示されてい
るその他の登録商標は、それぞれの所有者の資産です。

ライセンシングの制限
1 つの Bomgar Privileged Access ライセンスで 1 人のカスタマー サポート技術スタッフが一度に対応できるリモートコンピュータは、使用者が
有人または無人にかかわらず、台数に限りはありません。同じライセンスに複数のアカウントが存在することもありますが、複数のカスタマー サ
ポート技術スタッフを同時にトラブルシューティングに対応させるには、2 つ以上のライセンス( 同時に必要なカスタマーサポート技術スタッフごとに
1 つ) が必要になります。
1 つの Bomgar Privileged Access ライセンスで、1 つのエンドポイントシステムへのアクセスが可能になります。元のシステムにアクセスする必
要がなくなった場合、このライセンスを別のシステムに転送できます。同時に複数のエンドポイントへアクセスする場合は、複数のライセンス( 各
エンドポイントに1 つのライセンス) が必要になります。

テクニカル サポート
Bomgar では、当社のお客様が生産性を最大限に向上させながら、操作に必要なあらゆる要素を自在に扱えるように、最高の品質サービス
の提供に向けて取り組んでいます。ご質問等は、Bomgar 技術サポートhelp.bomgar.com までお問い合わせください。
技術サポートは、年間メンテナンスプランをご購入いただいてのご提供となります。

(missing or bad snippet)

