シスコ ターミナル サービス（TS）エージェント バージョン
1.0 ガイド
初版：2016 年 08 月 29 日
最終更新：2017 年 10 月 13 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネット
ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意
図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company.(1110R)
© 2017

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目次
ターミナル サービス（TS）エージェントの概要 1
シスコ ターミナル サービス（TS）エージェントについて 1
サーバおよびシステム環境要件 2
Firepower Management Center での TS エージェントに関する問題のトラブルシューティン
グ 4
既知の問題と解決済みの問題 7
TS エージェントのインストールと設定 9
TS エージェントのインストール 9
TS エージェント設定インターフェイスの開始 10
TS エージェントの設定 10
TS エージェントの設定フィールド 12
REST VDI ロールの作成 17
TS エージェント データの表示 19
TS エージェントに関する情報の表示 19
TS エージェント ユーザ、ユーザ セッション、および TCP/UDP 接続データの Firepower
Management Center での表示 20
TS エージェントの管理 21
現在のユーザ セッションの終了 21
TS エージェント サービス コンポーネントの状態の表示 22
TS エージェント プロセスの開始と停止 22
TS エージェント アクティビティ ログのサーバでの表示 22
TS エージェントのアンインストール 23

シスコ ターミナル サービス（TS）エージェント バージョン 1.0 ガイド
iii

目次

シスコ ターミナル サービス（TS）エージェント バージョン 1.0 ガイド
iv

第

1

章

ターミナル サービス（TS）エージェントの
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シスコターミナルサービス（TS）エージェントについて
シスコ ターミナル サービス（TS）エージェントを使用すると、Firepower Management Center また
は ISE/ISE-PIC では、Microsoft Windows ターミナル サーバによってモニタされるユーザ トラフィッ
クを一意に識別できるようになります。TS エージェントがない場合、システムは、Microsoft
Windows ターミナル サーバからのすべてのトラフィックを、共通の IP アドレスから発信された
単一のユーザ セッションとして認識します。

（注）

潜在的な問題を回避するとともに、ご使用のソフトウェアが最新であることを確保するため、
シスコは、TS エージェントの最も新しくリリースされたバージョンを使用することを推奨し
ます。最新バージョンを確認するには、https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.htmlシスコ
サポートのサイトを参照してください。TS エージェントをアップグレードすることはできま
せん。新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンをアンインストールする必要
があります。詳細については、TS エージェントのアンインストール, （23 ページ）を参照し
てください。
TS エージェントは、デスクトップ仮想化ソフトウェアと一緒に Microsoft Windows ターミナル サー
バ上にインストールおよび設定されると、一定範囲のポートを個別のユーザ セッションに割り当
て、その範囲内のポートをユーザ セッションにおける TCP/UDP 接続に割り当てます。システム
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は、ネットワーク上のユーザによる個別の TCP/UDP 接続を識別するのに一意のポートを使用しま
す。
コンピュータのシステム コンテキスト内で実行されるサービスによって生成されるトラフィック
は、TS エージェントによって追跡されません。特に、サーバ メッセージ ブロック（SMB）トラ
フィックはシステム コンテキスト内で実行されるため、TS エージェントは、SMB トラフィック
を識別しません。
このバージョンの TS エージェントは、TS エージェント ホストごとに最大 199 の同時ユーザ セッ
ションをサポートします。単一のユーザが複数の同時ユーザ セッションを実行している場合、TS
エージェントは、個別のユーザ セッションのそれぞれに一意のポート範囲を割り当てます。ある
ユーザがセッションを終了すると、TS エージェントは、そのポート範囲を別のユーザ セッション
に使用できます。
お使いのサーバにインストールされる TS エージェントには、3 つの主要コンポーネントがありま
す。
• インターフェイス：TS エージェントを設定し、現在のユーザ セッションをモニタするアプ
リケーション
• サービス：ユーザのログインおよびログオフをモニタするプログラム
• ドライバ：ポート変換を行うプログラム
また、TS エージェントをインストールすると、お使いのサーバの Microsoft .NET Framework は、
すべての通信に強力な暗号化（TLS 1.2）を使用するように変更されま
す。"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001 modification in your Windows Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\ を確認してください。
TS エージェントは次のいずれかに使用できます。
• Firepower Management Center 上の TS エージェント データは、ユーザ認識やユーザ コントロー
ルに使用できます。Firepower システムでの TS エージェント データの使用に関する詳細につ
いては、『Firepower Management Center Configuration Guide』を参照してください。

サーバおよびシステム環境要件
お使いのシステム上で TS エージェントをインストールして実行するには、次の要件を満たす必要
があります。

（注）

潜在的な問題を回避するとともに、ご使用のソフトウェアが最新であることを確保するため、
シスコは、TS エージェントの最も新しくリリースされたバージョンを使用することを推奨し
ます。最新バージョンを確認するには、シスコ サポートのサイトを参照してください。TS エー
ジェントをアップグレードすることはできません。新しいバージョンをインストールする前に
古いバージョンをアンインストールする必要があります。詳細については、TS エージェント
のアンインストール, （23 ページ）を参照してください。
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関連するトラブルシューティング情報については、Firepower Management Center での TS エージェ
ントに関する問題のトラブルシューティング, （4 ページ）を参照してください。
サーバ
64 ビット Microsoft Windows ターミナル サーバの次のバージョンのいずれかに TS エージェントを
インストールします。
• Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2012 R2

（注）

TS エージェントのインストールには、サーバ上に 576 KB の空き領域が必要です。
TS エージェントは、サーバにインストールされるターミナル サービス ソリューションのうち、
以下のものと同時に使用することができます。
• Citrix XenDesktop
• Citrix XenApp
• Xen Project Hypervisor
• VMware vSphere Hypervisor/VMware ESXi 6.0
• Windows ターミナル サービス または Windows リモート デスクトップ サービス（RDS）
このバージョンの TS エージェントでは、ポート変換およびサーバ システム間の通信に、単一の
ネットワーク インターフェイス コント ローラ（NIC）を使用することができます。サーバに有効
な NIC が 2 つ以上存在する場合、TS エージェントは、設定の際に指定されたアドレスに対しての
みポートの変換を実行します。有効な NIC には必ず、IPv4 もしくは IPv6 のアドレスが 1 つだけ、
または各タイプのアドレスが 1 つずつあります。有効な NIC が同じ種類のアドレスを複数持つこ
とはできません。

（注）

サーバに接続されているデバイスのいずれかでルータ アドバタイズメントが有効になってい
ると、それらのデバイスがサーバ上の NIC に複数の IPv6 アドレスを割り当て、TS エージェン
トで使用する NIC を無効にしてしまう可能性があります。

システム：Firepower システム
このバージョンの TS エージェントは、バージョン 6.2 以降の Firepower システムを実行するスタ
ンドアロンまたはハイ アベイラビリティの Firepower Management Center との接続をサポートしま
す。
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Firepower Management Center での TS エージェントに関す
る問題のトラブルシューティング
Firepower Management Center での TS エージェントに関する問題の詳細については、次の項を参照
してください。
Firepower Management Center がシステム プロセスについてはユーザ情報を表示しない
システム コンテキスト内で実行されるサービスによって生成されるトラフィックは、TS エージェ
ントによって追跡されません。特に、サーバ メッセージ ブロック（SMB）トラフィックはシステ
ム コンテキスト内で実行されるため、TS エージェントは、SMB トラフィックを識別しません。
TS エージェント ユーザのタイムアウトが期待されるときに発生しない
サーバと Firepower Management Center の時計を同期させる必要があります。
TS エージェントがユーザ セッション ポートの変換を実行しない
TS エージェントは、次の場合はポート変換を実行しません。
• ユーザ セッションが、設定されている [最大ユーザ セッション（Max User Sessions）] の値を
超えている。たとえば、[最大ユーザ セッション（Max User Sessions）] が 199 に設定されて
いる場合、TS エージェントは、200 番目のユーザ セッションに対しては、ポート変換を実行
しません。
• 使用可能なポートがすべて使用中。たとえば、[ユーザ ポート（User Ports）] の [範囲（Range）]
の値がユーザ セッションごとに 200 ポートに指定されている場合、TS エージェントは、201
番目の TCP/UDP 接続に対しては、ユーザが別の TCP/UDP 接続を終了してポートを開放する
まで、ポート変換を実行しません。
• ユーザ セッションに関連付けられたドメインがない。たとえば、サーバ管理者のセッション
が、ローカル システムには認証されたものの外部の Active Directory サーバには認証されな
かった場合、サーバ管理者は、サーバにログインしますがネットワークおよび TS エージェ
ントにはアクセスできず、TS エージェントは、そのユーザ セッションにポートを割り当て
ません。
TS エージェントがポート変換を期待されるように実行しない
サーバの IP アドレスを手動で編集する場合、TS エージェント上で [サーバ NIC（Server NIC）] を
編集する必要があります。その後で、TS エージェント設定を保存し、サーバを再起動します。
ユーザ セッションが Firepower Management Center に期待されるように報告されない
別の Firepower Management Center に接続するように TS エージェント設定を更新する場合は、新し
い設定を保存する前に、現在のすべてのユーザ セッションを終了する必要があります。詳細につ
いては、現在のユーザ セッションの終了, （21 ページ）を参照してください。
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クライアントアプリケーションのトラフィックがユーザトラフィックとして Firepower Management
Center に報告される
サーバにクライアント アプリケーションがインストールされており、そのアプリケーションが、
[システム ポート（System Ports）] の範囲外のポートを使用するソケットにバインドするよう設定
されている場合、[除外ポート（Exclude Port(s)）] フィールドを使用して、そのポートを変換から
除外する必要があります。そのポートを除外しないと、そのポートが [ユーザ ポート（User Ports）]
の範囲内である場合、TS エージェントは、そのポートでのトラフィックを、関係のないユーザ ト
ラフィックとして報告する可能性があります。
これを防ぐには、クライアント アプリケーションを、[システム ポート（System Ports）] の範囲内
のポートを使用するソケットにバインドするように設定します。
サーバ アプリケーションのタイムアウト、ブラウザのタイムアウト、または TS エージェントと
Firepower Management Center の間の接続障害
TS エージェント サーバ上のアプリケーションが TCP/UDP 接続を終了したものの、それに関連す
るポートが完全に閉じられていない場合、TS エージェントは、そのポートを変換に使用できませ
ん。サーバがポートを完全に閉じる前に TS エージェントがそのポートを変換に使用しようとする
と、接続は失敗します。

（注）

完全に閉じられていないポートを特定するには、netstat コマンド（サマリー情報用）または
netstat -a -o -n -b コマンド（詳細情報用）を使用できます。これらのポートのステータス
は、TIME_WAIT または CLOSE_WAIT です。
この問題が発生する場合は、問題によって影響を受ける TS エージェント ポートの範囲を大きく
します。
• 正しく閉じられていないポートが [ユーザ ポート（User Ports）] の範囲内である場合、サー
バ アプリケーションまたはブラウザのタイムアウトが発生します。
• 正しく閉じられていないポートが [システム ポート（System Ports）] の範囲内である場合、
TS エージェントと Firepower Management Center の間で接続障害が発生します。
TS エージェントと Firepower Management Center の間の接続障害
設定中に [テスト（Test）] ボタンをクリックしたときに TS エージェントが Firepower Management
Center との接続を確立できなかった場合は、次のことを確認してください。
• 入力した [ユーザ名（Username）] と [パスワード（Password）] が、REST VDI ロールの作成,
（17 ページ）で説明するように、REST VDI 特権を有する Firepower Management Center ユー
ザの正しいクレデンシャルであるか確認します。
TS エージェントからのユーザ認証が成功したかを確認するには、Firepower Management Center
で監査ログを表示します。
• ハイ アベイラビリティ設定で、設定の直後にセカンダリの Firepower Management Center への
接続が失敗した場合、それは、想定されている動作です。TS エージェントは、アクティブな
Firepower Management Center と常に通信します。
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セカンダリがアクティブな Firepower Management Center となっている場合、プライマリの
Firepower Management Center への接続は失敗します。
システム プロセスまたはサーバ上のアプリケーションが誤動作している
お使いのサーバ上のシステム プロセスが [システム ポート（System Ports）] の範囲にないポート
を使用またはリッスンしている場合、そのポートは、[除外ポート（Exclude Port(s)）] フィールド
を使用して手動で除外する必要があります。
お使いのサーバ上のアプリケーションが Citrix MA クライアントのポート（2598）または Windows
ターミナル サーバのポート（3389）を使用またはリッスンしている場合、それらのポートが [除
外ポート（Exclude Port(s)）] フィールドで除外されていることを確認してください。
Firepower Management Center に TS エージェントからの不明なユーザが表示される
Firepower Management Center が TS エージェントからの不明なユーザを表示するのは、次の状況で
す。
• TS エージェントのドライバ コンポーネントがクラッシュすると、ダウンタイム中に見られ
たユーザ セッションは、Firepower Management Center 上に不明なユーザとして記録されま
す。
• ハイ アベイラビリティ設定でプライマリの Firepower Management Center がダウンすると、
フェールオーバー中の 10 分のダウンタイムの間に TS エージェントによって報告されるログ
インは、次のように処理されます。
◦ Firepower Management Center で以前に見られたことのないユーザについて TS エージェ
ントがユーザ セッション データを報告した場合、そのデータは、Firepower Management
Center には、不明なユーザ アクティビティとして記録されます。
◦ Firepower Management Center で以前に見られたことがあるユーザの場合、データは正常
に処理されます。
ダウンタイム後、不明のユーザはアイデンティティ ポリシーのルールに従って再確認され、
処理されます。
サーバの NIC リストに NIC が表示されない
サーバに接続されているデバイスで、ルータアドバタイズメントメッセージを無効にする必要が
あります。ルータ アドバタイズメントが有効になっていると、デバイスがサーバ上の NIC に複数
の IPv6 アドレスを割り当て、TS エージェントで使用する NIC を無効にしてしまう可能性があり
ます。
有効な NIC には必ず、IPv4 もしくは IPv6 のアドレスが 1 つだけ、または各タイプのアドレスが
1 つずつあります。有効な NIC が同じ種類のアドレスを複数持つことはできません。
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既知の問題と解決済みの問題
既知の問題
警告 ID 番号

説明

CSCve54339

特に、ポートがシステムの一時的範囲（ポート 49152 ～ 65535）に割り当てら
れている場合に、UDP トラフィックがブロックされる。
回避策：サーバを再起動するか、TS エージェントをアンインストールしてく
ださい。

CSCve49682

TS エージェントが、リスニング ポートがバインド解除される前にリスニング
ポートをドロップする。
TS エージェントがインストールされているホストに、クライアントからの接
続を受けるためにポートをリッスンするサービスまたはアプリケーションがあ
る場合、TS エージェントは、そのようなポートのテーブルを更新し、ポート
を割り当てる（暗黙的なバインドが要求される場合）か、または、明確なバイ
ンドであれば許可する。
回避策：
• リスニング ポートが既知である場合、そのポートを [除外ポート（Exclude
Port(s)）] リストに追加することができます。
• 具体的には、Windows Management Instrumentation（WMI）の場合、固定
範囲または単一のポートを設定した後、それらのポートを除外すること
ができます。
• それ以外の、ポートがランダムにバインドされており、それらのポート
に関する事前の知識がない場合は、回避策はありません。

CSCvf25546

モニタ対象の NIC で IPv4 と IPv6 の両方が設定されていると、接続に使用でき
るポートが少なくなる。

CSCvf63615

デバッグ レベル 6 で、いくつかの不正な関数名がログに表示される。

CSCvf65188

断続的なトラフィックの失敗。

解決済みの問題
警告 ID 番号

説明

CSCve09114

画面上のメッセージから Firepower Management Center と FMC の文言を削
除しました。
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警告 ID 番号

説明

CSCve09083

TS エージェント インストーラは現在、利用可能な最新の .NET Framework
に依存しています。この記事の作成時点の最新版は、4.6.2 です。TLS 1.2
をサポートするためには、これが必要です。以前のバージョンの TS エー
ジェントとは異なり、レジストリ エントリは作成されません。

CSCve09055

REST API 接続のホスト名に大文字や複数のトークンが含まれていても
（例：this.is.a.domain.example）、TS エージェントはそのホスト
名を受け付けます。

CSCvd79876

TS エージェントの REST リクエストで、トークンが有効期限内であるか
どうかを追跡しないようになりました。
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TS エージェントのインストールと設定
• TS エージェントのインストール, 9 ページ
• TS エージェント設定インターフェイスの開始, 10 ページ
• TS エージェントの設定, 10 ページ
• REST VDI ロールの作成, 17 ページ

TS エージェントのインストール
はじめる前に
• サーバおよびシステム環境要件, （2 ページ）の説明に従って、TS エージェントがお使い
の環境でサポートされていることを確認してください。
• TS エージェントを以前にインストールしている場合、TS エージェントのアンインストール,
（23 ページ）の説明に従って、TS エージェントをアンインストールしてください。
• 現在のユーザ セッションの終了, （21 ページ）の説明に従って、現在のすべてのユーザ セッ
ションを終了してください。

手順
ステップ 1

管理者特権を持つユーザとしてサーバにログインします。

ステップ 2

サポート サイトから、TS エージェント パッケージ（TSAgent-1.0.0-36.exe）をダウンロードしま
す。
（注）
サイトから更新プログラムを直接ダウンロードします。ファイルを電子メールで転送す
ると、破損することがあります。
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ステップ 3

TSAgent-1.0.0-36.exe を右クリックし、[管理者として実行（Run as Administrator）] を選択
します。

ステップ 4

[インストール（Install）] をクリックして、エージェントをインストールするための指示に従いま
す。

次の作業
• TS エージェント サービス コンポーネントの状態の表示, （22 ページ）の説明に従って、TS
エージェントが実行されていることを確認します。
• TS エージェント設定インターフェイスの開始, （10 ページ）の説明に従って、TS エージェ
ントを起動します。
• TS エージェントの設定, （10 ページ）の説明に従って、TS エージェントを設定します。

（注）

TS エージェント インストーラによって .NET Framework の失敗が報告された場合、Windows
Update を実行し、TS エージェントのインストールを再試行してください。

TS エージェント設定インターフェイスの開始
TS エージェントのショートカットがデスクトップ上にある場合は、ショートカットをダブルク
リックします。そうでない場合、TS エージェント設定インターフェイスを起動するには、次の手
順を使用します。

手順
ステップ 1

管理者特権を持つユーザとしてサーバにログインします。

ステップ 2

C:\Program Files (x86)\Cisco\Terminal Services Agent

ステップ 3

TS エージェントのプログラム ファイルを表示します。
（注）
このプログラム ファイルは、表示専用です。これらのファイルは削除、移動、または
変更しないでください。

ステップ 4

TSAgentApp ファイルをダブルクリックして、TS エージェントを開始します。

を開きます。

TS エージェントの設定
TS エージェントを設定するには、TS エージェント インターフェイスを使用します。変更を有効
にするには、変更を保存してサーバを再起動する必要があります。
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はじめる前に
• Firepower システムに接続する場合は、『Firepower Management Center Configuration Guide』
の説明に従って、お使いのサーバがモニタするユーザをターゲットにした Active Directory レ
ルムを 1 つ以上設定し、有効化します。
• Firepower システムに接続する場合は、REST VDI 特権を持つユーザ アカウントを設定しま
す。
REST VDI ロールの作成, （17 ページ）の説明に従って、Firepower Management Center 内に
REST VDI ロールを作成する必要があります。
• Firepower システムにすでに接続しており、かつ別の Firepower Management Center に接続する
ように TS エージェントの設定を更新する場合は、新しい設定を保存する前に、現在のすべ
てのユーザ セッションを終了する必要があります。詳細については、次を参照してくださ
い。 現在のユーザ セッションの終了, （21 ページ）
• TS エージェント サーバと Firepower システムの時計を同期させます。
• TS エージェントの設定フィールド, （12 ページ）の説明に従って、設定フィールドを確認
し、理解してください。

手順
ステップ 1

TS エージェント設定インターフェイスの開始, （10 ページ）の説明に従って、TS エージェント
をインストールしたサーバで、TS エージェントを開始します。

ステップ 2

[構成（Configure）] をクリックします。

ステップ 3

タブ ページの [全般設定（General Settings）] セクションに移動します。

ステップ 4

[最大ユーザ セッション（Max User Sessions）] の値を入力します。

ステップ 5

ポート変換および通信に使用する [サーバ NIC（Server NIC）] を選択します。

ステップ 6

[システム ポート（System Ports）] および [ユーザ ポート（User Ports）] の値を入力します。有効
な設定では、システム ポートとユーザ ポートの範囲が重複しません。

ステップ 7

[除外ポート（Exclude Port(s)）] の値をコンマ区切りのリストとして入力します。
[除外ポート（Exclude Port(s)）] には、Citrix MA クライアントのポートと Windows ターミナル サー
バのポートに想定される値（それぞれ 2598、3389）が自動的に設定されます。Citrix MA クライア
ントと Windows ターミナル サーバのポートは、除外する必要があります。

ステップ 8

タブの [Firepower Management Center REST API 接続（Firepower Management Center REST API
Connection）] 設定セクションに移動します。

ステップ 9

[ホスト（Host）]、[ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）]、および [ポート（Port）] の値
を入力します。
Firepower Management Center には、[ポート（Port）] 443 が必要です。
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ステップ 10

[ユーザ名（Username）] と [パスワード（Password）] を入力します。

ステップ 11

必要に応じ、2 番目の行のフィールドで手順 9 と 10 を繰り返し、スタンバイ（フェールオーバー）
接続を設定します。

ステップ 12

[テスト（Test）] をクリックして、TS エージェントとシステムの間の REST API 接続をテストし
ます。
プライマリとセカンダリの Firepower Management Center を設定している場合は、セカンダリへの
テスト接続が失敗します。これは想定されている動作です。TS エージェントは、アクティブな
Firepower Management Center と常に通信します。プライマリがダウンして非アクティブの Firepower
Management Center になった場合、TS エージェントは、セカンダリの（アクティブになった）
Firepower Management Center と通信します。

ステップ 13

[保存（Save）] をクリックして、デバイスのリブートを確認します。

TS エージェントの設定フィールド
TS エージェントの設定には、次のフィールドを使用します。
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全般設定
表 1：全般設定フィールド

フィールド

説明

例

除外ポート（Exclude TS エージェントに無視させるポート。除外したい 2598、3389（Citrix MA
Port(s)）
ポートをコンマ区切りのリストとして入力します。 クライアントおよび
TS エージェントは、[除外ポート（Exclude Port(s)）] Windows ターミナル
サーバのポート）
に、Citrix MA クライアントのポートと Windows
ターミナル サーバのポートに想定される値（それ
ぞれ 2598、3389）を自動的に設定します。Citrix
MA クライアントおよび Windows ターミナル サー
バのポートを除外しないと、これらのポートを必要
とするアプリケーションが失敗する可能性がありま
す。
（注）

（注）

お使いのサーバ上のプロセスが [システ
ム ポート（System Ports）] の範囲にない
ポートを使用またはリッスンしている場
合、そのポートは、[除外ポート（Exclude
Port(s)）] フィールドを使用して手動で除
外する必要があります。
サーバにクライアント アプリケーション
がインストールされており、そのアプリ
ケーションが、特定のポート番号を使用
するソケットにバインドするよう設定さ
れている場合、[除外ポート（Exclude
Port(s)）] フィールドを使用して、その
ポートを変換から除外する必要がありま
す。

最大ユーザ セッショ TS エージェントにモニタさせるユーザ セッション 199（このバージョン
ン（Max User
の最大数。単一のユーザが一度に複数のユーザセッ の TS エージェントが
Sessions）
ションを実行する場合があります。
サポートする最大
このバージョンの TS エージェントは、最大 199 の 値）
ユーザ セッションをサポートします。
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フィールド

説明

システム ポート
（System Ports）

システム プロセスに使用するポートの範囲。TS
[開始（Start）] を
エージェントは、このアクティビティを無視しま 1024 に設定し、[範囲
す。[開始（Start）] ポートを設定し、範囲を開始す （Range）] を 1000
る場所を指定します。[範囲（Range）] の値を設定 に設定
し、個々のシステム プロセスに割り当てるポート
の数を指定します。
シスコが推奨する [範囲（Range）] の値は、200 以
上です。TS エージェントでシステム プロセス用の
ポートが頻繁に不足する場合は、[範囲（Range）]
の値を大きくします。
システム プロセスが指定された [システ
ム ポート（System Ports）] の範囲外のポー
トを要求する場合は、そのポートを [除外
ポート（Exclude Port(s)）] フィールドに
追加します。システム プロセスによって
使用されるポートを [システム ポート
（System Ports）] の範囲に指定するか除
外するかしないと、システム プロセスが
失敗する可能性があります。
TS エージェントは、次の数式を使用して、[終了
（End）] の値を自動的に設定します。
（注）

( [Start value] + [Range value] ) - 1

入力の結果、[終了（End）] の値が [ユーザ ポート
（User Ports）] の [開始（Start）] の値を超える場
合、[開始（Start）] および [範囲（Range）] の値を
調整する必要があります。
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フィールド

説明

例

サーバ NIC（Server
NIC）

このバージョンの TS エージェントでは、ポート変 Ethernet 2
換およびサーバ システム間の通信に、単一のネッ (192.0.2.1)（サーバ
トワーク インターフェイス コント ローラ（NIC） 上の NIC）
を使用することができます。サーバに有効な NIC
が 2 つ以上存在する場合、TS エージェントは、設
定の際に指定されたアドレスに対してのみポートの
変換を実行します。
TS エージェントは、このフィールドに、TS エー
ジェントがインストールされているサーバの各 NIC
の IPv4 アドレスおよび/または IPv6 アドレスを自
動的に設定します。有効な NIC には必ず、IPv4 も
しくは IPv6 のアドレスが 1 つだけ、または各タイ
プのアドレスが 1 つずつあります。有効な NIC が
同じ種類のアドレスを複数持つことはできません。
（注）

（注）

サーバの IP アドレスを手動で編集する場
合、TS エージェント上で [サーバ NIC
（Server NIC）] を編集する必要がありま
す。その後で、TS エージェント設定を保
存し、サーバを再起動します。
サーバに接続されているデバイスで、ルー
タ アドバタイズメント メッセージを無効
にする必要があります。ルータ アドバタ
イズメントが有効になっていると、デバ
イスがサーバ上の NIC に複数の IPv6 アド
レスを割り当て、TS エージェントで使用
する NIC を無効にしてしまう可能性があ
ります。
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フィールド

説明

例

ユーザ ポート（User ユーザ用に指定するポートの範囲。[開始（Start）] [開始（Start）] を
Ports）
ポートを設定し、範囲を開始する場所を指定しま 2024 に設定し、[範囲
す。[範囲（Range）] の値を設定し、個々のユーザ （Range）] を 200 に
セッションにおける TCP/UDP 接続に割り当てる
設定
ポートの数を指定します。
シスコが推奨する [範囲（Range）] の値は、200 以
上です。TS エージェントでユーザ トラフィック用
のポートが頻繁に不足する場合は、[範囲（Range）]
の値を大きくします。
使用されているポートの数が [範囲
（Range）] の値を超えると、ユーザ トラ
フィックがブロックされます。
TS エージェントは、次の数式を使用して、[終了
（End）] の値を自動的に設定します。
（注）

[Start value] + ( [Range value] * [Max User
Sessions value] ) - 1

入力の結果、[終了（End）] の値が 65535 を超える
場合、[開始（Start）] および [範囲（Range）] の値
を調整する必要があります。

Firepower Management Center の設定
プライマリのシステム アプライアンスに加え、必要に応じてスタンバイ（フェールオーバー）の
システム アプライアンスの接続を設定することができます。
• システム アプライアンスがスタンドアロンの場合、Firepower Management Center 接続フィー
ルドの 2 番目の行は空白のままにします。
• システム アプライアンスをスタンバイ（フェールオーバー）アプライアンスとともに展開し
ている場合、1 番目の行はプライマリ アプライアンスへの接続の設定に、2 番目の行はスタ
ンバイ（フェールオーバー）アプライアンスへの接続の設定に使用します。
表 2：Firepower Management Center 設定用のフィールド

フィールド

説明

例

ホスト名/IP アドレス プライマリの Firepower Management Center のホスト 192.0.2.1
（Hostname/IP
名または IP アドレス。
Address）
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フィールド

説明

例

ポート（Port）

Firepower Management Center が REST API 通信に使 443
用するポート。TS エージェントは、このフィール
ドに、Firepower Management Center の REST API
ポートである 443 を自動的に設定します。

ユーザ名とパスワー Firepower Management Center で REST VDI 特権を持 適用対象外
ド（Username and
つユーザの Firepower システム ユーザ名とパスワー
Password）
ド。このユーザの設定に関する詳細については、
REST VDI ロールの作成, （17 ページ）を参照して
ください。

REST VDI ロールの作成
TS エージェントを Firepower Management Center に接続するには、お使いの Firepower ユーザが
REST VDI ロールを持っている必要があります。REST VDI は、デフォルトでは定義されていませ
ん。ロールを作成し、TS エージェントの設定に使用するユーザに割り当てる必要があります。
ユーザおよびロールの詳細については、『Firepower Management Center Configuration Guide』を参
照してください。

手順
ステップ 1

Firepower Management Center にロール作成の権限を持つユーザとしてログインします。

ステップ 2

[システム（System）] > [ユーザ（Users）] をクリックします。

ステップ 3

[ユーザロール（User Roles）] タブをクリックします。

ステップ 4

[ユーザロール（User Roles）] タブ ページで、[ユーザロールの作成（Create User Role）] をクリッ
クします。

ステップ 5

[名前（Name）] フィールドに、REST VDI と入力します。
ロール名では、大文字と小文字が区別されません。

ステップ 6

[メニュー ベースのアクセス許可（Menu-Based Permissions）] セクションで、[REST VDI] をオン
にし、[REST VDI の変更（Modify REST VDI）] もオンになっていることを確認します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

ロールを TS エージェントの設定に使用するユーザに割り当てます。
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TS エージェント データの表示
• TS エージェントに関する情報の表示, 19 ページ
• TS エージェント ユーザ、ユーザ セッション、および TCP/UDP 接続データの Firepower
Management Center での表示, 20 ページ

TS エージェントに関する情報の表示
ネットワークにおける現在のユーザ セッションと、各セッションに割り当てられているポートの
範囲を表示するには、次の手順を使用します。このデータは読み取り専用です。

手順
ステップ 1

TS エージェント設定インターフェイスの開始, （10 ページ）の説明に従って、TS エージェント
をインストールしたサーバで、TS エージェント インターフェイスを開始します。

ステップ 2

[モニタ（Monitor）] タブをクリックします。次のカラムが表示されます。
• [セッション ID（Session ID）]：ユーザのセッションを識別する番号。ユーザは、一度に複数
のセッションを持つことができます。
• [ユーザ名（Username）]：セッションに関連付けられているユーザ名。
• [ドメイン（Domain）]：ユーザがログインした Active Directory ドメインの名前。
• [ポート範囲（Port Range）]：ユーザに割り当てられているポート範囲。
• [ログイン日付（Login Date）]：ユーザがログインした日付。

ステップ 3

データを絞り込むには、[ユーザ名でフィルタ（Filter by Username）] 検索フィールドに、ユーザ名
の一部または全体を入力します。

ステップ 4

データをソートするには、カラム見出しをクリックします。

ステップ 5

データを更新するには、ツールバーの [更新（Refresh）] をクリックします。
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TS エージェント ユーザ、ユーザ セッション、および
TCP/UDP 接続データの Firepower Management Center での
表示
TS エージェントによって報告されたデータを表示するには、次の手順を使用します。Firepower
Management Center の各種テーブルの詳細については、『Firepower Management Center Configuration
Guide』を参照してください。

手順
ステップ 1

お使いのサーバがモニタするユーザをターゲットにしたレルムを設定した Firepower Management
Center にログインします。

ステップ 2

[ユーザ（Users）] テーブルにユーザを表示するには、[分析（Analysis）] > [ユーザ（Users）] >
[ユーザ（Users）] の順に選択します。TS エージェントのユーザ セッションが現在アクティブで
ある場合、Firepower Management Center は、[現在の IP（Current IP）]、[終了ポート（End Port）]、
および [開始ポート（Start Port）] の各カラムに値を投入します。

ステップ 3

[ユーザ アクティビティ（User Activity）] テーブルにユーザ セッションを表示するには、[分析
（Analysis）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ アクティビティ（User Activity）]の順に選択します。
TS エージェントからユーザ セッションが報告された場合、Firepower Management Center は、[現
在の IP（Current IP）]、[終了ポート（End Port）]、および [開始ポート（Start Port）] の各カラム
に値を投入します。

ステップ 4

[接続イベント（Connection Events）] テーブルに TCP/UDP 接続を表示するには、[分析（Analysis）]
> [接続（Connections）] > [イベント（Events）] の順に選択します。Firepower Management Center
は、[イニシエータ/レスポンダ IP（Initiator/Responder IP）] フィールドに接続を報告した TS エー
ジェントの IP アドレスを、[送信元ポート/ICMP タイプ（Source Port/ICMP Type）] フィールドに
TS エージェントが接続に割り当てたポートを、それぞれ入力します。
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TS エージェントの管理
• 現在のユーザ セッションの終了, 21 ページ
• TS エージェント サービス コンポーネントの状態の表示, 22 ページ
• TS エージェント プロセスの開始と停止, 22 ページ
• TS エージェント アクティビティ ログのサーバでの表示, 22 ページ
• TS エージェントのアンインストール, 23 ページ

現在のユーザ セッションの終了
ネットワークからユーザをログオフしてそのセッションを終了するには、次の手順を使用します。

手順
ステップ 1

管理者特権を持つユーザとして TS エージェント サーバにログインします。

ステップ 2

[開始（Start）] > > [すべてのプログラム（All Programs）] > [タスク マネージャ（Task Manager）]
を開きます。

ステップ 3

[詳細の表示（More Details）] をクリックして、ウィンドウを展開します。

ステップ 4

[ユーザ（Users）] タブをクリックします。

ステップ 5

（任意）セッション終了の対象ユーザに通知を行う場合、当該のユーザ セッションを右クリック
し、[メッセージの送信（Send message）] を選択します。

ステップ 6

当該のユーザ セッションを右クリックし、[サインオフ（Sign off）] を選択します。

ステップ 7

[ユーザのサインアウト（Sign out user）] をクリックし、アクションを確定します。
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TS エージェント サービス コンポーネントの状態の表示
TS エージェント サービス コンポーネントが実行されていることを確認するには、次の手順を使
用します。サービス コンポーネントの詳細については、シスコ ターミナル サービス（TS）エー
ジェントについて, （1 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

管理者特権を持つユーザとしてサーバにログインします。

ステップ 2

[開始（Start）] > [ツール（Tools）] > [サービス（Services）] を開きます。

ステップ 3

CiscoTSAgent に移動し、[状態（Status）] を表示します。

ステップ 4

（任意）TS エージェント サービス コンポーネントが停止している場合は、TS エージェント プロ
セスの開始と停止, （22 ページ）の説明に従って、TS エージェント サービスを開始してくださ
い。

TS エージェント プロセスの開始と停止
TS エージェント サービス コンポーネントを開始または停止するには、次の手順を使用します。

手順
ステップ 1

管理者特権を持つユーザとしてサーバにログインします。

ステップ 2

[開始（Start）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [サービス（Services）] を開きます。

ステップ 3

CiscoTSAgent に移動し、右クリックして、コンテキスト メニューを表示します。

ステップ 4

[開始（Start）] または [停止（Stop）] を選択し、TS エージェント サービスを開始または停止しま
す。

TS エージェント アクティビティ ログのサーバでの表示
サポートから求められた場合、次の手順に従って、サービスコンポーネントのアクティビティロ
グを表示します。

手順
[ツール（Tools）] > [イベント ビューア（Event Viewer）] > [アプリケーションおよびサービスの
ログ（Applications and Services Log）] > [ターミナル サービス エージェント ログ（Terminal Services
Agent Log）] を開きます。
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TS エージェントのアンインストール
サーバから TS エージェントをアンインストールするには、次の手順を使用します。TS エージェ
ントをアンインストールすると、インターフェイス、サービス、およびドライバがサーバから削
除されます。強力な暗号化への変更は、削除されません。

はじめる前に
• 現在のユーザ セッションの終了, （21 ページ）の説明に従って、現在のすべてのユーザ セッ
ションを終了してください。

手順
ステップ 1

管理者特権を持つユーザとしてサーバにログインします。

ステップ 2

[開始（Start）] > [コントロール パネル（Control Panel）] を開きます。

ステップ 3

[すべてのコントロール パネル項目（All Control Panel Items）] > [プログラムと機能（Programs and
Features）] をクリックします。

ステップ 4

[ターミナル サービス エージェント（Terminal Services Agent）] を右クリックし、[アンインストー
ル（Uninstall）] を選択します。

シスコ ターミナル サービス（TS）エージェント バージョン 1.0 ガイド
23

TS エージェントの管理
TS エージェントのアンインストール

シスコ ターミナル サービス（TS）エージェント バージョン 1.0 ガイド
24

