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はじめに 
 

対象読者と目的 

『InfoCage SiteShell Amazon Web Services向け ネットワーク型導入ガイド』は、Amazon Web Services

のシステムに関して、InfoCage SiteShellを導入したシステムを構築する管理者、およびユーザサポートを

行うシステムエンジニア、保守員を対象にしています。 

ここでご紹介する構成のサンプルや設定例は、あくまで参考情報としてご提供するものであり、動作保証を

するものではありません。 
 
 

適用範囲 

本書は、下記のバージョンのInfoCage SiteShellを対象としています。 
 

 InfoCage SiteShell V3.0(NW版) 
 

本書の表記規則 

 

本書では以下の表記法を使用します。 
 

表記 使用方法 例 

[ ] 角かっこ 

コマンド名の前後 

画面に表示される語 (ダイアログ

ボックス、メニューなど) の前後 

[スタート] をクリックします。 

[プロパティ] ダイアログボックス 

# 
Linux ユーザが、root でログイン

していることを示すプロンプト 
# cd /opt/SiteShell_NW 

モノスペース

フ ォ ン ト
(courier) 

パス名、コマンドライン、システム

からの出力 (メッセージ、プロンプ

トなど)、ディレクトリ、ファイル名、

関数、パラメータ 

/Linux/3.0/jpn/server/ 

モノスペース

フォント太字
(courier) 

ユーザが実際にコマンドラインか

ら入力する値を示します。 

以下を入力します。 
# chmod 755 setup.sh 

モノスペース
フォント斜体
(courier) 

ユーザが有効な値に置き換えて入

力する項目 

rpm -i SiteShell_NW-<バージョン番号>-<リリ
ース番号>.i386.rpm 

 

最新情報の入手先 

最新の製品情報については、以下のWebサイトを参照ください。 
 

http://jpn.nec.com/infocage/siteshell/ 
 
 

製品マニュアルの入手先 

SiteShellV3.0の製品マニュアルは、以下よりダウンロード可能です。 
 

インストールガイド：http://jpn.nec.com/infocage/siteshell/manual/SiteShell_V3.0_install_r1.pdf 

製品説明書   ：http://jpn.nec.com/infocage/siteshell/manual/SiteShell_V3.0_setsumei_r1.pdf 
 

http://jpn.nec.com/infocage/siteshell/
http://jpn.nec.com/infocage/siteshell/manual/SiteShell_V3.0_install_r1.pdf
http://jpn.nec.com/infocage/siteshell/manual/SiteShell_V3.0_setsumei_r1.pdf
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第 1 章 機能概要 
 

1-1. 機能概要 
Amazon Web Services(以下、AWS)環境に構築したシステムにInfoCage SiteShell(以下、SiteShell)

を導入することによって、SQLインジェクション等のWebアプリケーションの脆弱性を利用した攻撃を防御す

ることができます。 

これにより、Webサイトからの機密情報や個人情報の流出を防止し、安全なWebサイトの運営を実現し

ます。 

 
図1-1 SiteShell製品概要 

 

1-2. SiteShellの導入形態 
SiteShellの導入形態として、以下の２種類がございます。 

WAFの防御機能に差異はありません。システム構成や要件に応じて導入形態を選択ください。 
 

 
図1-2 SiteShell導入形態 
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1-2-1. SiteShellネットワーク型の導入方式 
SiteShellネットワーク型WAFには以下の3つの導入方式があります。 

 

 リバースプロキシ方式 

 ルータ方式 

 ブリッジ方式 

 

本書ではリバースプロキシ方式で導入します。導入方式の詳細についてはユーザマニュアルを参照くださ

い。 
 

1-2-2. SiteShellネットワーク型(リバースプロキシ方式)の導入時の通信経路 
SiteShellのネットワーク型WAFはApacheのmod_proxyを利用しています。Apacheの仮想Webサイトを使

うことで、リクエストをWebサイトに転送しています。 

この仮想Webサイト毎にSiteShellの設定を変更するなどの管理を行うことができます。 

 

 
図1-3 SiteShell導入方式(リバースプロキシ方式) 

 

一般的にはインスタンスのIPアドレスの他に仮想WebサイトにもIPアドレスを割り当て、仮想Webサイトはイ

ンスタンスのIPアドレスからのみリクエストを受け付けるように設定します。ここでは手順の簡素化のため、

インスタンスのIPアドレスと仮想WebサイトのIPアドレスは同一とします。 

 

1-3. 基本構成 
本書では、ネットワーク型のSiteShellの導入を想定しています。 

ホスト型の導入については「InfoCage SiteShell V3.0 Amazon Web Services向け ホスト型導入ガイド

(Linux版)」をご参照ください。 

 

1-3-1. 推奨構成 
実際の商用システム環境においては、セキュリティおよび運用上の観点から、Elastic Load Balancerの

後ろにWAFを配置し、WAFとWebサーバの間にInternal Elastic Load Balancerを配置することを推奨し

ます。本構成にすることで、Webサーバがオートスケールした場合でも、WAFの設定変更なしに防御で

きます。 

本手順書では簡素化のために緑点線で囲まれた部分についてのみ作成します。 



 

7 

   
図1-4 推奨構成 

本書構築範囲 

本書では本インスタンス

を「WAFサーバ」とする 

本書では本インスタンス

を「Webサーバ」とする 

本書では本インスタンスを「運用管理コ

ンソールサーバ」とする 

※本書ではWAFサーバと同一インスタ

ンスに導入します。 
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第 2 章 導入手順 
 

本章では、SiteShellネットワーク型の導入手順を説明します。 
 

2-1. インスタンスの設定 
AWS Management Console 上で以下を実施します。 
 

2-1-1. AMIからのインスタンスの作成 
以下のAMIよりインスタンスを作成します。 
 

‐AMI情報 

Webサーバ用AMI 

 Region：Tokyo 

 AMI Name：SiteShell_NW_Type_Web_Server 

 AMI ID：ami-283f1246 
 

ネットワーク型WAFサーバ用AMI 

 Region：Tokyo 

 AMI Name：SiteShell-v3.0-NW-type-waf 

 AMI ID：ami-292d0347 
 

‐グローバルIPアドレスの割り当て 

グローバルIPアドレスを作成したインスタンスに割り当てます。 
 

‐セキュリティグループの設定 

作成したインスタンスのSecurity Groupを選択し、InboundタブのPort rangeに以下を追加します。 

  22 ：ターミナルからサーバへのSSH通信に使用します。 

  80 ：Webブラウザからのhttp通信に使用します。 

5432 ：運用管理コンソールとPostgreSQLの通信に使用します。 

  8080 ：運用管理コンソールへのhttp通信に使用します。 

  9434 ：WAF本体と運用管理コンソールの通信に使用します。 

9444 ：運用管理サービスからWAF本体への稼働確認に使用します。 

9454 ：WAF本体から運用管理サービスへの起動通知に使用します 
 

 



 

9 

2-2. Webサーバの動作確認 
 

2-2-1. 正常アクセスの確認 
WebブラウザのURLアドレスバーに以下のURLを入力します。 

http://(設定したWebサーバ用インスタンスのグローバルIP)/demoAP/search.php 
 

以下の画面が表示されることを確認します。 

 
図2-1 デモ用Webサイト 

 

表示した、Webサイトの商品検索欄に「テレビ」と入力し、「検索」ボタンをクリックします。 

以下の様に、テレビ一覧が表示されれば正常に動作しています。 
 

 
図2-2 Webサイト(検索結果) 
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2-2-2. 攻撃アクセスの確認 
続いて、Webサーバに攻撃のアクセスを実施します。本AMIに同梱されているWebアプリケーション

(○○ショッピング)はSQLインジェクションの脆弱性が存在しています。 

SQLインジェクション(※)攻撃を行い、攻撃が成功することを確認します。 
 
 

(※)「SQLインジェクション」とは 

Webアプリケーションなどを経由してデータベースに開発者の意図しない不正なSQL文が送り込ま

れ、データベース内の情報が不正に閲覧・変更・削除・挿入されるような脆弱性、またはそれを利用

した攻撃のこと 
 

Webサイトの商品検索欄に以下の文字列(SQL文)を入力し、「検索」をクリックします。 
 
' UNION SELECT name,address,cardNo,mailaddress,id FROM user_tbl where 'a%'='a 
 

攻撃が正しく行われれば顧客情報が表示されます。 
 

 
図2-3 攻撃成功画面 
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2-3. 運用管理コンソールの導入 
SiteShellの運用管理コンソールを導入することによって、SiteShellの設定変更やログの参照・管理を一元的

に行うことができます。 
 

2-3-1. 運用管理コンソールサーバへのログイン 
TeraTermなどのターミナルエミュレータで運用管理コンソールサーバにアクセスし、取得した一般ユーザ

ID/パスワードでログインします。SiteShellのインストールにはroot権限が必要です。 
 

$ su 

Password: 

# 

 

2-3-2. 運用管理コンソールのインストール 
ファイルを展開します。 
 

# cd /root 

# cp SiteShellConsole_3.0.0.0.x86_64.tar.gz /opt/. 

# cd /opt 

# tar -zxvf SiteShellConsole_3.0.0.0.x86_64.tar.gz 

SiteShellConsole_3.0.0.0/ 

SiteShellConsole_3.0.0.0/RELEASE-NOTES 

SiteShellConsole_3.0.0.0/LICENSE 

SiteShellConsole_3.0.0.0/logs/ 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

SiteShellConsole_3.0.0.0/conf/context.xml 

SiteShellConsole_3.0.0.0/setup.vbs 

SiteShellConsole_3.0.0.0/setup.jar 

 
 

2-3-3. 運用管理コンソールのセットアップ 
展開したディレクトリに移動し、セットアップを実行します。 
 

# cd ./SiteShellConsole_3.0.0.0 

# ./setup.sh 

Please enter JDK/JRE install path or enter [q] to quit: /usr/java/jre1.8.0_60/ 

Do you want to change web service port(8080)?[y/n]:n 

Do you want to change web service shutdown port(8005)?[y/n]:n 

 

Database connection settings 

1. IP address of database server(localhost) 

2. Port of database server(5432) 

3. User name of database server() 

4. Password of database server() 

Please enter a number from '1' to '4' which you want to set or enter [c] to continue or enter 

セットアップスクリプトを実行します 

Javaのパスを入力します 

ポート番号の変更は行いません 

データベースとの接続設定を行います 
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[q] to quit:3 

Please enter the user name of database server:postgres 

 

Database connection settings 

1. IP address of database server(localhost) 

2. Port of database server(5432) 

3. User name of database server(postgres) 

4. Password of database server() 

Please enter a number from '1' to '4' which you want to set or enter [c] to continue or enter 

[q] to quit:4 

Please enter the password of database server: 

 

Database connection settings 

1. IP address of database server(localhost) 

2. Port of database server(5432) 

3. User name of database server(postgres) 

4. Password of database server(******) 

Please enter a number from '1' to '4' which you want to set or enter [c] to continue or enter 

[q] to quit:c 

 

Do you want to do database initialization?[y/n]:y 

Database initialization finished. 

SiteShell Console Service is installed successfully. 

SiteShell Console Service started successfully. 

 

Do you want to start the SiteShell Operation Management Service?[y/n]:y 

Please enter the listening port of the SiteShellService or enter [q] to quit. (If you use "9454", 

please enter "Enter" key. ): 

SiteShell Operation Management Service was installed successfully. 

SiteShell Operation Management Service was started. 

SiteShell Operation Management Service started successfully. 

 
 

ユーザ名は「postgres」を入力します 

パスワードは「postgres」を入力します 

データベースとの接続設定を終了します 

データベースを初期化します 

引き続き、運用管理サービスをインストールします 

ポート番号は変更しません。 

そのままENTERを押します 
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2-3-4. 運用管理コンソールの動作確認 
 

ブラウザから以下のURLにアクセスし運用管理コンソールに接続します。 
 

http://<作成した運用管理コンソールのIPアドレス>:8080/console 
 

以下の画面が表示されることを確認します。 
 

 
図2-4 運用管理コンソールログイン画面 
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2-4. SiteShellネットワーク型 の導入 
作成したWAFサーバにSiteShellネットワーク型を導入します。 
 

2-4-1. WAFサーバへログイン 
TeraTermなどのターミナルエミュレータでインスタンスにアクセスし、取得した一般ユーザのID/パスワード

でログインします。ログイン後に以下のコマンドを実行します。SiteShellのインストールにはroot権限が必

要です。 
 

$ su 

Password: 

# 

 

2-4-2. SiteShellネットワーク型のインストール 
SiteShellネットワーク型をインストールします。 
 

# rpm -ivh SiteShell_NW-3.0.0.0-1.x86_64.rpm 

Preparing...                          ################################# [100%] 

Updating / installing... 

   1:SiteShell_NW-3.0.0.0-1           ################################# [100%] 

 

2-4-3. SiteShellネットワーク型の初期設定 
初期設定を行います。 
 

# cd /opt/SiteShell_NW/ 

# ./setup.sh 

 

Please enter the path to Java Runtime Environment(JRE) or Java Development Kit(JDK). 

Enter 'q' to quit the environmental settings. 

JAVA HOME: /usr/java/jre1.8.0_60/ 

 

Please enter the LICENSE ID. 

Enter 'i' to running the WAF in the 'Trial Mode'. 

Enter 'q' to quit the environmental settings. 

LICENSE ID: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'.   * not selectable. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'.   * not 

selectable. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

セットアップスクリプトを実行します 

Javaのパスを入力します 

ライセンスIDを入力します 
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SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: 4 

 

WAF settings are not performed on the 'Virtual Web site'. 

Do you export template for settings? [y]/n: y 

 

Export was completed. (/opt/SiteShell_NW/VirtualWebSite.csv) 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'.   * not selectable. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'.   * not 

selectable. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: q 

 

 

 

# vi /opt/SiteShell_NW/VirtualWebSite.csv 

 

2 行目 

(追記) <仮想 Web サイト名(任意の名称)>,<WAF サーバの IP アドレス>,<Web サーバの IP

アドレス>,80,AutoGRP,off,on 

 

 

 

# ./setup.sh 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'.   * not selectable. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'.   * not 

selectable. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: 3 

 

Please enter the path of the import configuration file. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

仮想Webサイトの設定ファイルの

テンプレートを取得します 

一旦、セットアップを中断します 

取得した仮想Webサイトの設定フ

ァイルを編集します。 

セットアップを再開します 

「3」を入力します 

「4」を入力します 
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FILE PATH [q]: /opt/SiteShell_NW/VirtualWebSite.csv 

 

Update the filter settings of the 'Virtual Web Site'. 

Operation vWebSiteName IPaddr       ForwardDest:Port   NodeGroupID TestMode 

Protection 

Add.      <設定した仮想 Webサイト名> <WAF サーバの IPアドレス> <Webサーバの IP

アドレス>:80   NWAutoGRP   off      on 

Want to reflect these filter settings? y/[n]: y 

SiteShellServiceForNW installed. 

 

WAF configuration to the 'Virtual Web Site' was completed. 

Settings are reflected by restart of 'Virtual Web Site'. 

Restart 'Virtual Web Site' right now? [y]/n: n 

 

Configuration changes of the WAF service is completed. 

Configuration is reflected in restart of WAF service. 

Restart WAF service right now? [y]/n: n 

 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'.   * not selectable. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'.   * not 

selectable. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]:q 

 

 

# cd /opt/SiteShell_NW/websites/<設定した仮想 Web サイト名>/apache/conf/ 

# vi httpd.conf 

 

179 行目 

(変更前) Listen <NW 型 WAF に設定した IP アドレス> :80 

(変更後) Listen * :80 

 

# service SiteShellNW start <設定した仮想 Web サイト名> 

Starting : SiteShellNW(<設定した仮想 Web サイト名>) 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

Start OK : SiteShellNW(WebSiteA) 

編集した仮想Webサイトの

設定ファイルを指定します 

「y」を入力し、設定を反映させます 

仮想Webサイトの再起動は、今は

行いません 

WAFサービスの再起動は、今は

行いません 

仮想Webサイトの設定ファイルを変更します 

仮想Webサイトのサービスを起動します 

「q」を入力し、一旦セットアップを終了します 
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# cd /opt/SiteShell_NW/ 

# ./setup.sh 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: 5 

 

Please enter the port number which receive the command from 'Operation Management 

Console'. 

Default port number is 9434. 

RECEIVE PORT [9434]: 

 

Please enter the IP address(es) of the 'Operation Management Console(s)'. 

Input examples are '10.0.0.1, [fd80::aaaa:bbbb:cccc:dddd]'. 

Enter 'd' to deny connections from all IP address. 

Enter 'a' to allow connections from all IP address. 

IP ADDRESS(ES) [all]: <運用管理コンソールサーバの IP アドレス> 

 

Configuration changes of the WAF service is completed. 

Configuration is reflected in restart of WAF service. 

Restart WAF service right now? [y]/n: n 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: 6 

 

Please enter the location of the 'Operation Management Service'. 

Input examples are '[fd80::aaaa:bbbb:cccc:dddd]:9001', '192.0.2.1:9002'. 

If omit the port number, it is interpreted as 9454. 

Enter 'e' to do eliminate setting. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

セットアップを再開します。引き続き運用管理

コンソールとの接続設定等を行います 

「5」を入力します 

使用するポート番号は変更しま

せん。Enterを押します 

「6」を入力します 

運用管理コンソールサーバの

IPアドレスを指定します 

運用管理コンソールサーバの

IPアドレスを指定します 

WAFサービスの再起動は、今は

行いません 
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LOCATION : <運用管理コンソールサーバの IP アドレス> 

 

Please enter the 'Node Group ID' which the management node belongs to. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

NODE GROUP ID [AutoGRP]:  

 

Please enter the port number which receives an operation confirmation request from 

'Operation Management Console'. 

Default port number is 9444. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

RECEIVE PORT [9444]: 

 

Configuration changes of the WAF service is completed. 

Configuration is reflected in restart of WAF service. 

Restart WAF service right now? [y]/n: y 

Stopping SiteShellServiceForNW 

SiteShellServiceForNW was stopped 

Starting SiteShellServiceForNW 

SiteShellServiceForNW was started 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: 7 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the location of 'Update server'.     [support.siteshell.jp:8080] 

 2. Change the location of 'Proxy server'       (none) 

 3. Setting the 'Online Update Service'. 

 4. Unset of 'Online Update Service'.  * not selectable. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-4,q)[q]: 3 

Configuration changes of 'Online Update Service' are completed. 

 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the location of 'Update server'.     [support.siteshell.jp:8080] 

 2. Change the location of 'Proxy server'       (none) 

 3. Setting the 'Online Update Service'. 

使用するノードグループ名は変

更しません。Enterを押します 

使用するポート番号は変更しま

せん。Enterを押します 

「3」を入力し、オンライン自動更新

サービスを設定します 

「7」を入力します 

「y」を入力し、WAFサービスを

再起動します 
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 4. Unset of 'Online Update Service'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-4,q)[q]: q 

 

 

Please enter the following setting menu. 

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/jre1.8.0_60/] 

 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX] 

 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 4. Export the configuration of 'Apache Virtual Web Site'. 

 5. Setting to manage by 'Operation Management Console'. 

 6. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'. 

 7. Setting to automatically keep up-to-date the 'Vulnerability Countermeasures'. 

Enter 'q' to go back to the previous menu. 

SELECT NUMBER (1-7,q)[q]: q 

「q」を入力し、元のセットアップメ

ニューに戻ります 

「q」を入力し、セットアップを完了します 
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2-5. 動作確認 
導入したSiteShellの動作確認を行います。 
 

2-5-1. 攻撃アクセスの実施 
SiteShellのWAF機能の動作確認を行います。先ほど行ったサンプル攻撃を実施します。 

WAFを経由してWebサイトに接続できることを確認します。以下のURLにアクセスし、Webサイトが表示さ

れることを確認します。 
 

http://<作成したネットワーク型WAF用インスタンスのIPアドレス>/demoAP/search.php 
 

 
図2-11 Webサイト画面 

 

続いて、攻撃を検知するかを確認します。Webサイトの商品検索欄に以下のサンプル攻撃を入力し「検

索」をクリックします。 
 
' UNION SELECT name,address,cardNo,mailaddress,id FROM user_tbl where 'a%'='a 
 

以下の様なエラー画面が出力すれば、SiteShellによる防御が正常に動作しています。 

 
図2-12 エラー画面 

 

お試しモード/テストモードの場合はブロックしないため攻撃が成功します。しかしSiteShellで検知しログが

出力しています。ログの確認は運用管理コンソールから行います。 
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2-5-2. 運用管理コンソールでの動作確認 
 

以下のユーザ名とパスワードを入力し、運用管理コンソールにログインします。 
 

ユーザ名：admin 

パスワード：123456  

※ログイン後必ずパスワードは変更するようお願いします。 
 

ログインすると以下の画面が表示されます。 

運用管理コンソールにAutoGRPにWebサーバのIPアドレスが表示されることを確認します。 
 

 
 

図2-7 運用管理コンソールメニュー画面 
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運用管理コンソールで先ほどのSQLインジェクション攻撃を検知したログを確認します。 

運用管理コンソールのメニュー画面から以下の操作を行います。 

① 「AutoGRP」を選択 

② 「ログサマリ」をクリック 

③ 「更新」をクリック 
 

 
 

図2-8 運用管理コンソールメニュー画面 
 
 

以下画面が表示されれば更新成功です。 
 
 

 
 

図2-9 更新成功画面 
 

①  

②  
③  
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ログサマリ画面に戻るので、攻撃件数が増えていることを確認します。 
 

 
 

図2-10 ログサマリ画面 
 

続いて、ログの内容を確認します。 

① 「AutoGRP」を選択 

② 「監査ログ一覧」をクリック 

③ ログの内容が表示される 
 

 
 

図2-11 運用管理コンソール監査ログ一覧画面 

③ 

②  ①  
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お問合せ方法 
 

‐SiteShellのご購入を希望される方 
 

ご購入を検討される方はNEC営業もしくはNEC販売代理店までお問合せください。 

NEC営業や販売代理店がご不明の方は以下までお問合せください。 
 
siteshell-trial@security.jp.nec.com 
 

‐SiteShellの技術的なご質問をされる方 
 

本書に沿って、製品評価をされる際の技術的なご質問は以下までお問合せください。 
 
siteshell-trial@security.jp.nec.com 
 
 
 
 
 
 


