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1. はじめに 

 

本書は InfoCage SiteShell Ver2.0 の製品説明、および運用方法に関して記載しております。 

 

InfoCage SiteShell をお使いになる前に必ずお読みください。 
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2. SiteShellの概要 

 

SiteShellとは 

 

Web システムに対する脆弱性攻撃は日々高度化し、かつ悪質化してきています。 

しかし、多くのシステムでは十分な対処がなされていないのが現実です。 

システム運用者や開発者にとって、急速に高度化するセキュリティ脅威を把握し、かつ適切に対処する

ことは非常に難しくなっています。また稼動中の既存システムを改造することは、たいへん困難です。 

 

SiteShell は、特別な設定や知識なしに、Web アプリケーションの脆弱性対策が可能なセキュリティ対策

ソフトウェアです。 

 

SiteShell には、ホスト型と NW 型があります。ホスト型 SiteShell は、稼動中の Web サーバにインストー

ルし、アプリケーションとブラウザの間のフィルタとして動作します。このため、導入が簡単で既存のア

プリケーションを改造する必要はありません。NW 型 SiteShell は、稼動中の Web サーバの前に、専用

の SiteShell サーバマシンを設置し、1 台の SiteShell サーバマシンで複数の既存 Web サーバを守りま

す。既存の Web サーバを変更する必要はなく、任意の Web サーバに適用可能です。いずれも、稼動

中のシステムに対して安全に導入することができます。 

また、オンライン自動更新サービスにより、常に 新の脆弱性攻撃に対抗します。この脆弱性対策の

定義ファイルは「脆弱性対策パッケージ」として、更新サーバより配信されます。 脆弱性対策の定義は、

ユーザが独自に組み込むこともできます。 

運用管理コンソールを用いれば、現在 Web サイトへの攻撃がどの程度発生しているかという情報を、

簡単に確認することができます。 

 

（動作イメージ）  
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ホスト型 SiteShell は、インストールする Web サーバの種類に応じて、IIS 版、Apache 版の 2 つのタイプ

があります。また、Apache 版については、OS プラットフォームごとに Windows 用と Linux 用のインストー

ラがあります。 

 

(IIS 版の構成) 

 
 

(Apache 版の構成) 

 
 

 

 

 

 
SiteShell 

(Apache

モジュー

ル) 
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プリケー

ション 

(cgi,php
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Apache

 HTTP 

Server

(2.0/2.

2/2.4)

Windows/Linux 

ブラウザ 

 
SiteShell 

(ISAPIフィ

ルタ) 

ユーザア

プリケー

ション 

(asp,asp

x等) 

IIS 

Windows 

ブラウザ 
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NW 型 SiteShell は、専用の SiteShell サーバ(Linux マシン)にインストールします。対応可能なネットワー

ク構成として、リバースプロキシ方式、ルータ方式、ブリッジ方式の 3 種類があります。 

 

(リバースプロキシ方式の構成) 

 
 

 

(ルータ方式の構成) 

 
 

 

(ブリッジ方式の構成) 
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Linux 
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HUB 
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SiteShellによる脆弱性対策 

 

SiteShell は、デフォルトで以下の主要な脆弱性攻撃に対応しています。  

 

 クロスサイトスクリプティング  

 SQL インジェクション  

 セッションハイジャック／リプレイ  

 OS コマンドインジェクション  

 パストラバーサル  

 HTTP メソッド 

 

また、オプション設定により、以下の脆弱性攻撃にも対応できます。 

 バッファオーバフロー 

 クロスサイトリクエストフォージェリ  

 パラメータ改ざん  

 強制的ブラウズ  

 エラーコード 

 Cookie に関する脆弱性 

 IP フィルタリング 

 

脆弱性攻撃を検出した際のSiteShellの動作については、「SiteShellの攻撃検知後の動作」を参照してく

ださい。 

 

また、運用管理コンソールの「ユーザルール定義画面」、および「チェック対象外定義画面」からユーザ

が独自の脆弱性対策を設定することができます。 

ユーザによる設定内容の詳細については、「ユーザ定義ファイル」を参照ください。 

 

以下のユーザ独自定義が可能です。 

 脆弱性対策定義ルール 

 脆弱性チェックの対象外にするルール 

 特定の URL のみアクセスを許可するルール 

 

上記のほか、SiteShell 本体の動作もプロパティ設定により変更可能です。 
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3. SiteShellの機能 

この章では、SiteShell の各機能について説明します。 

 

SiteShellの機能一覧 

 

SiteShell の主要機能は以下の通りです。 

 

・ 脆弱性対策機能 

 バッファオーバフロー対策 

 クロスサイトスクリプティング対策 

 SQL インジェクション対策 

 クロスサイトリクエストフォージェリ対策 

 セッションハイジャック／リプレイ対策 

 パラメータ改ざん対策 

 強制的ブラウズ対策 

 パストラバーサル対策 

 OS コマンドインジェクション対策 

 エラーコード対策 

 HTTP プロトコルのメソッド対策 

 Cookie に関する脆弱性攻撃対策 

 IP フィルタリング機能 

・ Web ベースの管理機能 

※ SiteShellを集中管理するためのアプリケーションである「運用管理コンソール」の導入が

必要です。 

・ 管理ノードの自動登録機能 

※ 運用管理コンソールと併せて、SiteShellからの起動通知を受け付けるためのアプリケーシ

ョンである「運用管理サービス」の導入が必要です。 

・ オンライン自動更新機能 

 

 

 



 

7 

SiteShell のモジュールの関連図を以下に示します。 

 

 
 

※「SiteShell 本体 （SiteShell フィルタ、SiteShell サービス、オンライン自動更新サービス）」、「運用管

理コンソール」、「運用管理サービス」、「データベース」は同一マシン、別マシンに関係なく利用可能

です。 

ただし、この場合、それぞれのマシンのシステム時刻は同期をとるようにしてください。 
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脆弱性対策機能 

 

SiteShell は、アプリケーションとブラウザの間のフィルタとして動作します。 

IIS 版では ISAPI フィルタ、Apache 版、および NW 型は Apache モジュールとして動作します。 

 

SiteShell は Web ブラウザから脆弱性攻撃を検出すると、その攻撃の内容により対処を決定します。 

 

攻撃検知後の対処パターンについて、「SiteShellの攻撃検知後の動作」で説明します。 

また攻撃の種類と対処の関係について、「脆弱性攻撃タイプ一覧と対処」で説明します。 

 

SiteShellの攻撃検知後の動作 
 

SiteShell は、脆弱性攻撃を検出した場合、以下の 5 種類のいずれかの対処を行います。 

 

表 1 攻撃検知後の対処パターン 

対処パターン 対処内容 検出後動作 対処ロジック 

対処 1 エラーページ

を返却（カスタ

マイズ可） 

エラー終了 HTTP パッケージを脆弱性対策定義でチェックし、攻

撃の場合はエラーページを返却。 

対処 2 データをサニ

タイジングして

続行 

継続 対処１で攻撃が検出されない場合、HTTP パッケージ

を対処２の脆弱性対策定義でチェック。攻撃が検出さ

れた場合はサニタイジングし、サニタイジングした HT

TP パッケージを返却。 

対処 3 代替ページを

返却（カスタマ

イズ可） 

エラー終了 エラーコード対策において、5xx エラー画面の替わり

に代替画面を返却する。 

対処 4 403 Forbidden

を返却 

エラー終了 HTTP メソッド対策において、禁止メソッドに対して 40

3 Forbidden エラーを返却する。 

対処 5 Cookie の有効

期限を更新し

て続行 

継続 指定したクッキーの有効期間を、レスポンスに含まれ

ているクッキーの有効期間に書き換え。 

 

説明： 

・脆弱性対策は、デフォルトとして SiteShell が脆弱性対策定義ファイルにより定義している脆弱性対

策定義と、ユーザがユーザ定義ファイルにより定義している脆弱性対策定義によって行います。 

・ユーザ定義ファイルの脆弱性対策定義は、デフォルトの脆弱性対策定義より優先されます。 

・対処 1 のエラーページのデフォルトは、赤い文字で「error」と表示します。 

・対処 3 の代替ページのデフォルトは、青い文字で「error」と表示します。 

・SiteShell動作定義を透過モードに設定した場合、監査ログに攻撃の記録を残しますが、対処 1～4

は実行しません。詳細は、「SiteShell動作定義ファイル」を参照してください。 
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脆弱性攻撃タイプ一覧と対処 
 

以下に、脆弱性攻撃タイプの一覧と対処を示します。 

各脆弱性の対処は、設定ファイルの変更により、個別に有効、無効を切り替え可能です。 

表中の「対処」欄は、「表 1 攻撃検知後の対処パターン」の対処パターンを指しています。 

 

表 2 脆弱性攻撃タイプ一覧と対処 

項

番 
脆弱性の名称 内容 対処概要 

チェック 

対象 
対処 備考 

1 バッファオーバフ

ロー 

パラメータにアプリケーションが想

定しているサイズより大きなデータ

を入力することにより、不正な動作

を引き起こす。 

ユーザが指定した URL

の長さを超えた場合、エ

ラーとする。また、リクエ

ストヘッダに非 ASCII 領

域(0x00～0x7F 以外)の

文字が含まれている場

合、エラーとする。 

リクエスト 対処 1  

リ ク エ ス ト の

ヘ ッ ダ と パ ラ

メータ名 

対処 1  

リ ク エ ス ト の

ヘッダ 

対処 1  

リクエストのパ

ラメータ値 

対処 1  

2 クロスサイトスクリ

プティング 

パラメータに応じて処理を行う Web

アプリケーションに対して、スクリプ

トを含んだパラメータを送ると、制

御情報（Cookie）を取得されたり、

読み出された制御情報（Cookie）が

第三者のサーバに転送されたりす

る。 

スクリプトのサニタイジン

グ、もしくはスクリプトを含

むリクエストをエラーとす

る。リンクインジェクション

脆弱性の対処も含める。

リクエストのパ

ラメータ値 

対処 2  

リクエストの

ヘッダ 

対処 1  

リクエストのパ

ラメータ値 

対処 1  

3 SQL インジェクシ

ョン 

入力項目（パラメータ）に不正に

SQL 文を入力されることにより誤動

作し、データベースの内容を参照

更新される。 

SQL インジェクションとな

るリクエストのサニタイジ

ング、もしくはスクリプトを

含むリクエストをエラーと

する。 

リクエストのパ

ラメータ値 

対処 2  
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項

番 
脆弱性の名称 内容 対処概要 

チェック 

対象 
対処 備考 

4 クロスサイトリクエ

ストフォージェリ  

利用者が Web サイトに対して、利

用者が意図しないリクエストを実行

させられてしまう。  

SiteShell が付加する特

殊なデータによりクライア

ントの確認をおこない、

付加データが不正であれ

ば、エラーとする。 

リクエストのパ

ラメータ値 

対処 1 本対処を有効にす

るためには、以下

の 3 つの条件を全

て満たす必要があ

ります。 

 

(1)レスポンスボ

ディに form ブロッ

クを使用している。

(2)レスポンスヘッ

ダに有効な

Content-Length を

含んでいる。 

(3)レスポンスヘッ

ダの Content-

Type が text/html

である。 

5 セッションハイジ

ャック／リプレイ  

利用者のセッション ID を攻撃者が

盗み、利用する。 

 

クッキーを操作する可能

性のあるリクエストをエ

ラーとする。 

リクエストの

ヘッダとパラ

メータ値 

対処 1  

6 パラメータ改ざん 送受信するパラメータを改ざんされ

る。 

 

レスポンス内のパラメー

タ定義データを暗号化

し、次のリクエスト受信時

にパラメータ内容が不正

であれば、エラーとする。

リクエストのパ

ラメータ値 

対処 1 本対処を有効に

するためには、以

下の 3 つの条件

を全て満たす必要

があります。 

 

(1) 
INPUT(hidden)タ

グにパラメータが

定義されている。

(2)レスポンスヘッ

ダに有効な

Content-Length

を含んでいる。 

(3)レスポンスヘッ

ダの Content-

Type が text/html

である。 

7 強制的ブラウズ  公開されている URL から、様々な

URL を推測して、参照を試みるこ

と。場合によっては、本来公開され

ていない情報にアクセスされる危

険がある。 

公開する URL を指定す

る。 

リクエストの

URL 

対処 1  

8 パストラバーサル  パスを指定するパラメータを改ざん

し、公開していないファイルを読み

出そうとすること。 

公開する URL を指定す

る。 

リクエストの

URL とパラメー

タ値 

対処 1  

9 OS コマンドイン

ジェクション  

入力項目に OS コマンドを入力され

ることにより、Web サーバマシン上

で OS コマンドが実行される。  

OS コマンドインジェクショ

ンとなるリクエストをエ

ラーとする。 

リクエストヘッ

ダとパラメータ

値 

対処 1  
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項

番 
脆弱性の名称 内容 対処概要 

チェック 

対象 
対処 備考 

10 エラーコード  サーバから返却されるエラー内容

（SQL のエラーなど）によって、攻

撃のヒントを与える。  

5xx エラー発生時、代替

HTML 画面を表示する。

レスポンスの

HTTP ステータ

スコード 

対処 3  

11 HTTP のメソッド 以下の HTTP のメソッドを利用する

攻撃。  

DELETE、SEARCH、COPY、

MOVE、PROPFIND、

PROPPATCH、MKCOL、LOCK、

UNLOCK、TRACE、PUT、HEAD、

CONNECT  

指定した HTTP メソッドを

ブロックする。 

リクエスト中の

HTTP メソッド 

対処 4  ユーザ設定のブ

ロックメソッド： 

1. DELETE 

2. SEARCH 

3. COPY 

4. MOVE 

5. PROPFIND 

6. PROPPATCH 

7. MKCOL 

8. LOCK 

9. UNLOCK  

10. TRACE 

11. PUT 

12. HEAD 

13. CONNECT 

※Apache 版では

「TRACE」指定は

無効。 

「TRACE」をブロッ

クするには、

Apache の設定で

TraceEnable ディ

レクティブを off に

する。 

Cookie に格納されたデータを推測

することにより、不正アクセスのた

めの情報を得られる場合がある。

指定した Cookie を暗号

化して、推測困難な値に

する。 

リクエスト中の

Cookie 

対処 1  12 Cookie に関する

脆弱性 

 

Cookie の有効期限が長すぎること

により、なりすましされやすくなる。

Cookie に含まれる有効

期限を、指定された値に

書き換える。 

Cookie の有効

期間 

対処 5  

13 IP フィルタリング ― 指定した IP アドレスをブ

ロックする。 

リクエスト元 IP

アドレス 

対処 1 IPアドレスのブ

ラックリストは自動

生成可能である。

詳細は「IPブラック

リスト」を参照して

ください。 

14 チャンク転送エン

コーディングに関

する脆弱性 

― データサイズ不正、RFC

準拠違反であるデータ送

信をブロックする。 

レスポンスの

ヘッダとボディ 

対処１  

※表中用語説明： 

 リクエスト  HTTP(HTTPS)パッケージの request データ 

 レスポンス  HTTP(HTTPS)パッケージの response データ 
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脆弱性攻撃チェックON/OFF機能 
 

クロスサイトスクリプティング(XSS)、SQL インジェクション(SQL)、セッションハイジャック/リプレイ(SF)、

パストラバーサル(PT)、OS コマンドインジェクション(OSC)の攻撃タイプについては、チェックパター

ンごとに細かく対策 ID が定義されており、各 ID に対して攻撃チェックの ON/OFF を設定できます。

ここで攻撃チェック OFF にした ID は、監査ログに攻撃があった記録を残しますが、リクエストはガー

ドしません。 

 

表 3 脆弱性攻撃タイプと対策 ID 

攻撃タイプ ID 

クロスサイトスクリプティング XSS-nnnn-mm 

SQL インジェクション SQL-nnnn-mm 

セッションハイジャック/リプレイ SF-nnnn-mm 

パストラバーサル PT-nnnn-mm 

OS コマンドインジェクション OSC-nnnn-mm 

※ nnnn = 攻撃タイプごとの通番 

mm = 改版番号 

 

 

SiteShellの動作モードの種類 
 

動作モードは、ライセンスIDの登録状態と、SiteShell動作定義ファイル(configuration.properties)のp

enetratemodeプロパティの値で決まります。 

動作モードに関わらず、攻撃を検知した場合には監査ログが出力されます。 
 

表 4 SiteShell の動作モードの種類 

動作モード ライセンス ID 
penetratemode 

プロパティ値 

攻撃を検知した場合の 

対処動作 
本番モード 有効 ｏｆｆ する 

透過モード 

（テストモード） 
有効 ｏｎ しない 

ｏｆｆ しない （＊） 
お試しモード 

無効 

（未登録を含む） ｏｎ しない 

※「お試し用脆弱性対策」のみ対処動作を行います。 
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運用管理コンソール 

 

運用管理コンソールは、SiteShell の稼動状況を管理するためのアプリケーションです。 

運用管理コンソールにより、Web サーバに対する脆弱性攻撃の状況を逐次把握/分析し、適切な脆弱

性対策が行われるよう、各 Web サーバの対策設定を変更することができます。また、複数台の Web

サーバをグループ化することにより、分析や設定変更をまとめて実施することもできます。 

 

運用管理コンソールの機能および操作については、「SiteShellの運用」で詳しく説明します。 

 

運用管理コンソールで管理する Web サーバの登録については、以下の方法があります。 

 

自動での登録 
SiteShell をインストールした Web サーバの運用管理コンソールへの登録は自動化できます。この

場合、その Web サーバの起動時に登録されます。 

自動登録機能の詳細に関しては「 

運用管理サービス」を参照してください。 

 

自動登録された Web サーバは、指定期間稼動していない場合には自動で登録解除されます。 

 

本機能は、SiteShell をインストールする Web サーバの数が増減する場合に特に推奨されます。 

 

また月額変動ライセンスを利用される際は、稼動マシンのインスタンス情報を稼動状態と共に収集

する必要があります。インスタンス情報の取得に関する詳細は「付録E．マシン・インスタンスの

情報取得」を参照してください。 

 

 

手動での登録 
運用管理コンソールから、ユーザが手動で管理対象の Web サーバを登録します。 

 

手動登録した Web サーバは、管理対象から外す際も手動で削除操作する必要があります。 

 

Web サーバを管理している SiteShell のバージョンが 1.7 より古い場合には手動で登録してください。 
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運用管理サービス 

 

運用管理サービスは、SiteShell（SiteShell サービス）と運用管理コンソール（DB）の仲介となるサービス

です。 

運用管理サービスを導入することで、下記の機能を利用することができます。 

・ Web サーバの自動登録機能 

・ Web サーバの自動削除機能 

 

これらの機能を利用するためには、運用管理サービスの設定に加えて SiteShell(SiteShell サー

ビス)側の設定が必要になります。 

これらの設定に関しては、以下を参照してください。 

・ 運用管理サービスの設定 

「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」-「第 3.4 章 SiteShell の導入」 

・ SiteShell 側の、運用管理サービスに関する設定 

「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」-「第 3 章 SiteShell の導入」の 

SiteShell フィルタ機能の各種類に応じた「運用管理サービスに対する設定」 

 

その他の詳細な設定を行いたい場合は、「運用管理サービス設定ファイル」を参照してください。 

以下にそれぞれのモジュールの関係を図示します。 

 

 

 

管理サーバ A 

WebAP 

SiteShell 

運用管理コンソー

ル DB

運用管理 

コンソールマシン 

運用管理 

コンソール 

管理サーバ B 

WebAP 

SiteShell 

起動通知 

稼動確認

要求 

・管理ノードの自動登録 

・稼動状態の更新

情報の取得・表示

運用管理サービス 
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Webサーバの自動登録機能 
運用管理サービスを用いることで、SiteShell が導入されている Web サーバを自動的に運用管理コン

ソールに登録できます。 

登録は、その Web サーバの SiteShell サービスの起動時に行われます。 

運用管理サービス、SiteShell サービスからの起動通知を受信して、運用管理コンソールに Web サー

バを登録します。 

 

Webサーバの自動削除機能 
長期間にわたり停止した Web サーバを運用管理コンソールから自動削除させることができます。 

自動削除の対象になるのは、自動登録された web サーバだけです。 

自動削除までの猶予期間は、運用管理サービス設定ファイル 

運用管理サービス設定ファイル(OperationManagement.properties)の auto.delete.node プロパティで

設定します。 
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オンライン自動更新サービス 

 

SiteShell は、オンライン自動更新サービスを用いて、常に 新の脆弱性対策を可能とします。この

サービスを使用するには、予めライセンス ID を登録し、オンライン自動更新サービスを有効化しておく

必要があります。 

オンライン自動更新サービスの有効化については「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイ

ド」の「第 3 章 SiteShell の導入」を参照してください。 

 

オンライン自動更新サービスは、一定の間隔で更新サーバへ接続し、SiteShell の脆弱性対策パッケー

ジが更新されているかをチェックします。もし更新されていれば、 新の脆弱性対策パッケージをダウ

ンロードし、更新します。この際 AP サーバを停止する必要はありません。 

 

もし、脆弱性対策パッケージの更新中にリクエストとレスポンスを送受信した場合は、更新前の脆弱性

対策定義でリクエストとレスポンスを処理します。更新が完了した後は、更新後の脆弱性対策定義で、

リクエストとレスポンスを処理します。 

 

更新のタイミングはオンライン自動更新定義ファイルで設定できます。デフォルトはサービス起動時と

「24 時間」間隔です。 
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ログ機能 

 

SiteShell は、監査ログ、更新サービス状態ログ、動作ログといったログファイルに、実行中の動作や、

攻撃情報を記録します。 

SiteShellの運用管理コンソールを用いると、監査ログの内容を分析し、一覧表示することができます。

運用管理コンソールの利用方法は、「SiteShellの運用」を参照してください。 

 

 

監査ログ 
監査ログは、SiteShell が攻撃を検出した時、攻撃情報、および SiteShell が攻撃に対して行った対処

動作の情報を記録します。通常、ユーザが監査ログの内容を直接参照する必要はありません。監査ロ

グは運用中ローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

 

監査ログ出力場所 

（IIS 版、Apache 版）：<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/audit/ 

（Apache 仮想ホスト）：<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/audit/ 

（NW 型）：<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/audit/ 

※Apache 仮想ホストでは仮想ホストごとに、NW 型では仮想 Web サイトごとに監査ログが出力されま

す。 

 

ファイル名： audit.log、または audit.日付.log 

 

監査ログのフォーマット： 

[日付 時間][攻撃タイプ][対策 ID][対処動作][IP(攻撃元)][URL(攻撃目標)][攻撃場所]キーワード 

 

説明： 

[日付 時間]:攻撃の日付と時間 

[攻撃タイプ]:攻撃の種類 

[対策 ID]:脆弱性攻撃対策 ID。対策 ID と関連しない攻撃の場合、[]で表示されます。 

[対処動作]:SiteShell が該当攻撃に対して行った動作内容。以下の 5 つがあります： 

①forward  エラー画面にジャンプする(攻撃タイプが「httpmethod」の場合 403 エラー返却) 

②replace  危険な文字列を書き換える 

③allow    アクセスを許可する(対策未実施) 

④forward(noaction)  エラー画面にジャンプする攻撃を検出(対策未実施) 

⑤replace(noaction)  危険な文字列を書き換える攻撃を検出(対策未実施) 

[IP(攻撃元)]:攻撃者の IP アドレス 

[URL(攻撃目標)]:攻撃された URL 

[攻撃場所]:攻撃を検出した場所(headers,paramValues 等) 

キーワード：攻撃内容 

 

監査ログのサンプル： 

[2008/02/03 10:30:28][SQL][SQL-0001-01][forward][172.28.140.99][/webtest/action.jsp]check

Name=select a from a where a 
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監査ログのローテーション 

 

監査ログは運用中ローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

監査ログのローテーション方式は『サイズローテーション』と『日付ローテーション』の 2 種類があります。 

以下に、それぞれの方式説明を示します。 

 

監査ログのローテーション方式 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション audit.log 監査ログのファイルサイズが指定したファイル

サイズに達するとローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイ

ル」を参照してください。 

ローテーションした場合のファイル名は以下の

ようになります。 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファ

イルとなります。 

(例)  audit.log 

audit.log.1 

audit.log.2 

         ： 

日付ローテーション audit.日付.log ファイル名の「日付」には「yyyy-mm-dd」の

フォーマットで出力され、日付単位で監査ログ

をローテーションします。また、その日付内にお

いてサイズによるローテーションも指定可能で

す 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイ

ル」を参照してください。 

ローテーションした場合のファイル名は以下の

ようになります。 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファ

イルとなります。 

(例)  audit.2010-04-28.log 

audit.2010-04-27.log 

audit.2010-04-27.log.1 

audit.2010-04-26.log 

         ： 
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更新サービス状態ログ 
更新サービス状態ログは、脆弱性対策パッケージのダウンロード状況および適用状況を記録します。

運用管理コンソールは、このログ内容を確認し、脆弱性対策パッケージの適用状況をメールで管理者

に通知します。通常、ユーザが更新サービス状態ログの内容を直接参照する必要はありません。更新

サービス状態ログは運用中ローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

 

更新サービス状態ログ出力場所 

（IIS 版、Apache 版）： 

SiteShell 本体ログ 

<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/updateService/ 

オンライン自動更新サービスログ 

<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/updateService/ 

（Apache 仮想ホスト）： 

SiteShell 本体ログ 

<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/updateService/ 

※オンライン自動更新サービスログは出力されません。 

（NW 型）： 

SiteShell 本体ログ 

<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/updateService/ 

オンライン自動更新サービスログ 

<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/updateService/ 

 

ファイル名：siteshellStatus.log (SiteShell 本体ログ) 

onlineupdateStatus.log (オンライン自動更新サービスログ) 

 

更新サービス状態ログのフォーマット： 

[日付 時間][ステータス][現在の脆弱性対策パッケージバージョン][ 新の脆弱性対策パッケー

ジバージョン]メッセージ  

 

説明： 

[日付 時間]:ログ記録の日付と時間 

[ステータス]:Success(成功)または Fail(失敗) 

[現在の脆弱性対策パッケージバージョン]:現在使用している脆弱性対策パッケージのバージョン 

[ 新の脆弱性対策パッケージバージョン]:更新される脆弱性対策パッケージのバージョン 

メッセージ: 更新失敗理由等の詳しいメッセージ 

 

更新サービス状態ログのサンプル： 

[2009/02/03 10:30:28][Fail][current:20090131002][latest:20090131002]脆弱性対策ファイルのダ

ウンロードに失敗しました。サーバに接続できませんでした、ネットワークを確認してください。 
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更新サービス状態ログのローテーション 

更新サービス状態ログは運用中ローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

SiteShell 本体ログのローテーションのタイミングは｢siteshellStatus.log｣の内容が予め指定されたサ

イズを超える時です。この際、ログファイルの名前を「siteshellStatus.log.1」に変更し、新規に｢sitesh

ellStatus.log｣ファイルを生成しこれをカレントのログファイルとします。 

次にサイズを超えるタイミングでは、｢siteshellStatus.log.1｣のファイル名は｢siteshellStatus.log.2｣に

変更され、｢siteshellStatus.log｣のファイル名は｢siteshellStatus.log.1｣に変更されます。以降、後続

のログファイル名も、数字を一つずつ増加するように変更されます。指定したローテーションファイル

の個数を超えた場合は、そのファイルは削除します。 

オンライン自動更新ログ（onlineupdateStatus.log）についても同様です。 
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動作ログ 
動作ログは、SiteShell の動作情報、警告情報、エラー情報を記録します。通常、ユーザが動作ログの

内容を直接参照する必要はありません。 

 

動作ログ出力場所 

（IIS 版、Apache 版）：<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/debug/ 

（Apache 仮想ホスト）：<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/debug/ 

（NW 型）：<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/debug/ 

※Apache 仮想ホストでは仮想ホストごとに、NW 型では仮想 Web サイトごとに動作ログが出力されま

す。 

 

動作ログの出力パス、ファイル名、およびログレベルは、ユーザが手動で変更することができます。

SiteShellの動作定義ファイルの設定方法については、「SiteShell動作定義ファイル」を参照してください。 

 

設定できるログレベルは、以下の 5 種です。 

 

  高 

DEBUG（デバッグレベル） 

INFO（情報レベル） 

WARNING（警告レベル） 

ERROR（エラーレベル） 

OFF（無効） 

  低  

 

説明： 

1.DEBUG： 内部の動作がわかるレベル。設定されている場合、2～4 レベルの情報も出力さ

れる。つまり、高いログレベルを設定すると、該当レベルより低いログレベルの

情報も出力される。 

2.INFO： 動作に関するメッセージ。SiteShell が起動した、停止した、更新対象とする定義

ファイルを読み込んだ、更新サーバにアクセスした等の情報が出力される。 

3.WARNING： 処理継続は可能だが、ユーザに注意を促したい情報が出力される 

4.ERROR： それ以上処理が継続できないような大きな問題についての情報が出力される。 

5.OFF： 情報を出力しない。 

 

動作ログのフォーマット： 

日付 時間 情報出力のファイル名:行数 クラス名::メソッド名 

レベル： メッセージ 

 

動作ログ（INFO レベル）のサンプル： 

2008/02/28 11:37:13 com.necst.siteshell.core.filter:56 SiteShellFilter::init() 

情報: サイトシェルの初期化を開始します 

 

動作ログのローテーション 

動作ログは運用中ローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

ローテーションのタイミングおよびローテーションファイル名は、更新サービス状態ログと同様の規

則です。 

 

ロ

グ

の

詳

し

さ 
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エラーページファイル保存 
エラーコード対策を有効にして運用すると、5xx エラー発生時の画面を SiteShell の代替画面に変更し

てブラウザへ送信します。この時、代替画面に変更する前の元のエラー画面を、以下の場所に一定個

数保存します。 

 

エラーページファイル保存場所 

（IIS 版、Apache 版）：<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/errorcode/ 

（Apache 仮想ホスト）：<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/ 

errorcode/ 

（NW 型）：<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/errorcode/ 

※Apache 仮想ホストでは仮想ホストごとに、NW 型では仮想 Web サイトごとに出力場所が異なります。 

 

ファイル名： YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

「YYYYMMDDhhmmssSSS」は、保存時の年月日時分秒ミリ秒を表します。 

大保存ファイル数は、SiteShell 動作定義の errorpage.num で指定します。 大保存ファイル数を

超える場合、 も古い保存ファイルから削除されます。 

 

 

レスポンスデータ保存 
ユーザルール定義で定義したデータパターンに一致するレスポンスデータを検出すると、SiteShell の

エラー画面、または指定データを置換した代替画面をブラウザへ送信します。この時、代替画面に変更

する前の元の画面を、以下の場所に一定個数保存します。 

 

レスポンスデータ保存場所 

（IIS 版、Apache 版）：<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/errorresponse/ 

（Apache 仮想ホスト）：<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/ 

errorresponse/ 

（NW 型）：<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/errorresponse/ 

※Apache 仮想ホストでは仮想ホストごとに、NW 型では仮想 Web サイトごとに出力場所が異なりま

す。 

 

ファイル名： YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

「YYYYMMDDhhmmssSSS」は、保存時の年月日時分秒ミリ秒を表します。 

大保存ファイル数は、SiteShell 動作定義の errorresponse.num で指定します。 大保存ファイル

数を超える場合、 も古い保存ファイルから削除されます。 
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稼動確認ログ 
 

稼動確認ログは、SiteShell 稼動状態確認リクエストを検知し、その結果を出力するためのログです。

ユーザは稼動確認ログを確認することで SiteShell の稼動状態を確認することができます。 

 

稼動確認ログ出力場所 

（IIS 版、Apache 版）：<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/alive/ 

（Apache 仮想ホスト）：<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/alive/ 

（NW 型）：<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/alive/ 

※Apache 仮想ホストでは仮想ホストごとに、NW 型では仮想 Web サイトごとに出力場所が異なります。 

 

ファイル名： alive.log、または alive.日付.log 

 

稼動確認ログのフォーマット： 

[日付 時間][攻撃タイプ][対策 ID][対処動作][IP(攻撃元)][URL(攻撃目標)][攻撃場所]キーワード 

 

説明： 

稼動確認ログのフォーマットは監査ログと同様です。SiteShell が正常に動作している場合、定期

的に「<SiteShell_Alive_Check>」のログが出力されます。 

 

稼動確認ログのサンプル： 

[2010/04/27 14:58:26][ALIVE][][forward][127.0.0.1][/][paramNames]<SiteShell_Alive_Check> 
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稼動確認ログのローテーション 

 

稼動確認ログは運用中にローテーションし複数のファイルに出力されます。 

稼動確認ログのローテーション方式には『サイズローテーション』と『日付ローテーション』の 2 種類があ

ります。 

以下に、それぞれの方式とその説明を表に示します。 

 

稼動確認ログのローテーション方式 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション alive.log 稼動確認ログのファイルサイズが指定したファ

イルサイズに達するとローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイ

ル」を参照してください。 

ローテーションした場合のファイル名は以下の

ようになります。 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファ

イルとなります。 

(例)  alive.log 

alive.log.1 

alive.log.2 

         ： 

日付ローテーション alive.日付.log ファイル名の「日付」には「yyyy-mm-dd」の

フォーマットで出力され、日付単位で稼動確認

ログをローテーションします。また、その日付内

においてサイズによるローテーションも指定可

能です 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイ

ル」を参照してください。 

ローテーションした場合のファイル名は以下の

ようになります。 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファ

イルとなります。 

(例)  alive.2010-04-28.log 

alive.2010-04-27.log 

alive.2010-04-27.log.1 

alive.2010-04-26.log 

         ： 
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モニタリング機能 

 

SiteShell のモニタリング機能は、SiteShell の動作状況を外部の「運用監視システム」で監視するため

の機能です。 

モニタリング機能では、以下の三種類の情報を収集できます。 

・ 攻撃件数 

・ サービスの死活状況 

・ 脆弱性対策パッケージの更新状況  

 

モニタリング機能で収集した情報は以下の二種類の方法で出力できます。 

・ ファイルへの出力 

・ 外部コマンドの呼び出し 
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モニタリング機能を利用する際のモジュールの関係図を以下に図示します。 

※クラウドサービスの例として「AWS(Amazon Web Services)」を記載しています。 

また外部の「運用監視システム」は「Amazon CloudWatch」を例としています。 

 

 
 

モニタリング機能の運用方法については、「モニタリングコマンド使用例」を参考にしてください。 
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コマンド格納場所： 

<SiteShell インストール先フォルダ>/bin/ 

<運用管理コンソールインストール先フォルダ>/webapps/console/WEB-INF/bin/ 

<運用管理サービスインストール先フォルダ>/bin/ 

 

コマンド構文： 

SSMonitoring  --attack  [ -t 時間 ]  [ -o 出力ファイル名 ] 

SSMonitoring  --alive  -p サービス識別子  [ -o 出力ファイル名 ] 

SSMonitoring  --updatestatus  [ -o 出力ファイル名 ] 

 

オプション 説明 

--attack 攻撃件数の確認処理を実施します。 

--alive サービスの死活状況の確認処理を実施します。 

--updatestatus 脆弱性対策パッケージの更新状況の確認処理を実施します。 

-t 時間 

オプション "--attack"を指定した際に指定可能です。 

現在から遡っていつまでの情報を送信するかの期間を指定します。 

"時間"部分に分単位で 1～86400 の数字を入力します。 

指定を省略した場合は 5[min]が指定されたものとして動作します。 

-p サービス識別子 

オプション "--alive"を指定した際に必ず指定します。 

死活状況を確認する対象となるサービスを指定します。 

"サービス識別子"にはサービス識別子を指定し、区切り文字","を用い

て複数指定可能。 

サービス識別子の種類に関しては「表 6 サービス識別子一覧」を参照

してください。 

-o 出力ファイル名 

出力先のファイルを指定します。 

省略した場合、モニタリングデータをファイルへ出力しません。 

 

※収集する情報ごとに異なる出力ファイル名を指定します。”--alive”

のサービス識別子が異なる場合も同様です。 
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また、状況確認の種類によって、指定できるコンポーネントは異なります。 

以下に一覧を記載します。 

 

表 5 状況確認の種類 

状況確認の種類 

S
it
e
S
h
e
ll 

IIS
版

 

S
it
e
S
h
e
ll 

A
pa

c
h
e
 W

id
o
w

s
版

 

S
it
e
S
h
e
ll 

A
pa

c
h
e
 L

in
u
x

版
 

N
W

型
S
it
e
S
h
e
ll 

運
用

管
理

コ
ン

ソ
ー

ル
 

運
用

管
理

サ
ー

ビ
ス

 

攻撃件数 ○ ○ ○ ○   

サービスの死活状況(※) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

脆弱性対策パッケージの更新状況 ○ ○ ○ ○   

(※) コンポーネントごとの指定可能なサービス識別子は、「表 6 サービス識別子一覧」を 

参照してください。 
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モニタリングデータの収集 
モニタリング機能で収集するデータの種類を以下に説明します。 

 

 攻撃件数 

SiteShellが過去 5 分間に検知した攻撃の件数を、「監査ログ」から集計します。 

オプション”-t”を指定することで集計対象とする時間間隔を変更できます。 

対処動作が「forward」または「replace」の場合にカウントされます。 

「allow」または「forward(noaction)」、「replace(noaction)」の場合にはカウントされません。 

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 攻撃件数 
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 サービスの死活状況 

サービスの死活状況とは、SiteShell が扱う各サービスの稼動状態を指します。 

 

状況確認を実施する対象のサービスは、コマンド実行時のオプション”-p”で指定するサービス

識別子によって決まります。 

サービス識別子と対象サービスの対応は以下です。 

 

表 6 サービス識別子一覧 

○：有効なサービス識別子 

サービス

識別子 
対象サービス 

S
it
e
S
h
e
ll 

IIS
版

 

S
it
e
S
h
e
ll 

A
pa

c
h
e
 W

id
o
w

s
版

 

S
it
e
S
h
e
ll 

A
pa

c
h
e
 L

in
u
x

版
 

N
W

型
S
it
e
S
h
e
ll 

運
用

管
理

コ
ン

ソ
ー

ル
 

運
用

管
理

サ
ー

ビ
ス

 

iis Internet Information Services ○      

waf Apache HTTP Server  ○ ○    

nw Web プロキシサービス    ○   

sss SiteShell サービス ○ ○ ○ ○   

ous オンライン自動更新サービス ○ ○ ○ ○   

log ログサービス(※)   ○ ○   

omc 運用管理コンソール     ○  

oms 運用管理サービス      ○

win 「iis,waf,sss,ous」に同じ ○ ○     

linux 「waf,sss,ous,log」に同じ   ○ ○   

（※）ログサービスは、SiteShell Apache Linux版、およびNW型SiteShellでのみ起動する、「ロ

グ機能」を実現するためのサービスです。 

 

 

サービスの死活状況は、対象サービスの稼動状態を以下の数字で表現します。 

死活状況 稼動状態 

1 稼動中 

0 停止 

-1 状況取得エラー 

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 死活状況 
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 脆弱性対策パッケージの更新状況 

脆弱性対策パッケージの更新状況とは、オンライン自動更新サービスによる脆弱性対策パッ

ケージの更新状況、および SiteShell 本体への適用状況を指します。 

 

脆弱性対策パッケージの更新状況は、確認結果を以下の数字で表現します。 

更新状況 確認結果 

1 新の脆弱性対策パッケージが反映されている。 

0 
新の脆弱性対策パッケージのダウンロードに失敗しているか、未

反映の脆弱性対策パッケージがある。 

-1 脆弱性対策パッケージの更新状況の取得に失敗した。 

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 更新状況 

 

 

脆弱性対策パッケージの更新状況は、「更新サービス状態ログ」に出力された 新のログに含

まれるステータス情報を確認します。 このため、オンライン自動更新機能を無効化している間

は、更新状況が更新されません。 
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モニタリングデータの出力 
モニタリングデータは以下の方法で出力できます。 

 

 ファイルへの出力 

モニタリング機能では、モニタリングデータを CSV 形式でファイルに出力することができます。 

モニタリングデータをファイルに出力するには、コマンド実行時のオプション”-o”でファイル名を

指定します。 

 

ファイルへの出力に関する詳細を以下に説明します。 

 

ファイルの 

出力場所 

コマンドを実行するコンポーネントにより異なります。 

 

SiteShell 本体の場合： 

<SiteShell インストールフォルダ>/logs/monitoring/配下 

運用管理コンソールの場合： 

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/webapps/console/WEB-

INF/logs/monitoring/配下 

運用管理サービスの場合： 

<運用管理サービスインストールフォルダ>/logs/monitoring/配下 

ファイル名 コマンド実行時のオプション”-o”でファイル名になります。 

出力 

フォーマット 

出力フォーマットは、ファイルの 1 行目にその列の列名を記載します。 

2 行目以降は、コマンドの実行の結果を一行ごとに記載します。 

 

出力される列の種類は、確認状況の種類により異なります。 

 

攻撃件数の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

ATTACKCOUNT 
攻撃件数 ( カウントした監査ログの件数 ) を記載し

ます。 

 

<ファイルの出力例> 

TIME,ATTACKCOUNT<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,18<改行> 

     ： 

2013/06/26 23:50:00,0<改行> 

2013/06/26 23:55:00,0<改行> 
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サービスの死活状況の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

IIS 
Internet Information Services の死活状況 ( 1 or 0 or 

-1 )を記載します。 

WAF 
Apache HTTP Server の死活状況 ( 1 or 0 or -1 )を

記載します。 

NW 
Apache HTTP Server(SiteShell 内蔵) の死活状況 

( 1 or 0 or -1 )を記載します。 

SSS 
SiteShell サービスの死活状況 ( 1 or 0 or -1 )を記載

します。 

OUS 
オンライン自動更新サービスの死活状況 ( 1 or 0 or -

1 )を記載します。 

LOG 
ログサービスの死活状況 ( 1 or 0 or -1 )を記載しま

す。 

OMC 
運用管理コンソールの死活状況 ( 1 or 0 or -1 )を記

載します。 

OMS 
運用管理サービスの死活状況 ( 1 or 0 or -1 )を記載

します。 

※”TIME”列以外の列に関しては、コマンド実行時のオプション”-p”で対象とし

たサービスの列のみ出力します。 

 

<ファイルの出力例> 

サービス識別子”win”を指定した場合 

TIME,IIS,WAF,SSS,OUS<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1,0,1,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,1,0,1,1<改行> 

     ： 

2013/06/26 13:50:00,0,0,1,1<改行> 

2013/06/26 23:55:00,0,0,1,1<改行> 
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脆弱性対策パッケージの更新状況の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

UPDATESTATUS
脆弱性対策定義ファイルの更新状況 ( 1 or 0 or -1 )

を記載します。 

 

<ファイルの出力例>  

TIME,UPDATESTATUS<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,1<改行> 

     ： 

2013/06/26 23:50:00,-1<改行> 

2013/06/26 23:55:00,1<改行> 

 

 

 

 

 外部コマンドの呼び出し 

モニタリング機能では、モニタリングデータを外部の「運用監視システム」に引き渡すことができ

ます。 外部の「運用監視システム」は、環境設定ファイル(environment.properties)の cloud.cm

d.suffix プロパティで指定します。 

詳細は「環境設定ファイル」を参照してください。 

 

本バージョンでは、以下の「運用監視システム」への送信をサポートしています。 

cloud.cmd.suffix プロパティの設定値 運用管理システム 

CLOUDWATCH Amazon CloudWatch 

 

Amazon CloudWatch の利用 

Amazon CloudWatch に対し、モニタリングデータを送信します。 

そのデータは Amazon CloudWatch 上でカスタムメトリクスとなって表示されます。 

 

※注意 

本機能を利用する場合、事前に「Amazon CloudWatch」を導入する必要があります。 
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モニタリングコマンド使用例 
モニタリングコマンドの使用例を以下に示します。 

 

<想定要件> 

・ Linux 環境において、cron でモニタリング機能を実行する 

・ 攻撃件数を 5 分ごとに監視する 

・ SiteShell Apache Linux 版のサービスの死活状況を 5 分ごとに監視する 

・ 脆弱性対策パッケージの更新状況を 1 時間ごとに監視する 

・ 実行した結果（モニタリングデータ）を全てファイルに出力する 

・ 実行した結果（モニタリングデータ）を全て Amazon CloudWatch に送信する 
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<設定手順> 

1. 環境設定ファイル(environment.properties)の cloud.cmd.suffix プロパティを設定する。 

例） 

cloud.cmd.suffix = CLOUDWATCH 

 

2. 下記の 3 つのコマンドを cron へ登録します。 

① 攻撃件数を実施するコマンド 

<SiteShell インストール先フォルダ>/bin/SSMonitoring --attack -t 6 -o At

tackStatus.csv 

 

② サービスの死活状況を実施するコマンド 

<SiteShell インストール先フォルダ>/bin/SSMonitoring --alive -p linux -o

 AliveStatus.csv 

 

③ 脆弱性対策パッケージの更新状況を実施するコマンド 

<SiteShell インストール先フォルダ>/bin/SSMonitoring --updatestatus -o U

pdateStatus.csv 

 

例） 

# crontab -e 

 

0-59/5 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --attack -t 6 -o Att

ackStatus.csv 

0-59/5 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --alive -p linux -o 

AliveStatus.csv 

0 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --updatestatus -o UpdateS

tatus.csv 

 

<説明> 

手順”1”によって、実行した結果を全て Amazon CloudWatch に送信するようになる。 

 

攻撃件数を収集するコマンドでは、「--attack」を指定する。 

5 分間隔で実施するため、ログ取得期間を「-t 6」で 6 分前までのログをカウント対象としている。 

※「実行間隔 = ログ取得期間」とした場合、ロジックの処理時間分カウント漏れが発生する場合

がある。カウント漏れを防止するために、例では「実行間隔 < ログ取得期間」としている。 

モニタリングデータは「-o AttackStatus.csv」でファイル名”AttackStatus.csv”に出力するように

なる。 

 

サービスの死活状況を実施するコマンドでは、「--alive」を指定する。 

「-p linux」で SiteShell Apache Linux 版のサービスを死活監視対象としている。 

モニタリングデータは「-o AliveStatus.csv」でファイル名”AliveStatus.csv”に出力するようになる。 

 

攻撃件数を実施するコマンドでは、「--updatestatus」を指定する。 

モニタリングデータは「-o UpdateStatus.csv」でファイル名”UpdateStatus.csv”に出力するように

なる。 
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SiteShellフィルタ機能の動作確認 

 

この章では、SiteShell フィルタ機能の動作確認手順について説明します。 

 

お試し用脆弱性対策 
SiteShell では、お試し用攻撃文字列を使用した擬似攻撃を行うことで、脆弱性対処の動作を確認する

ことができます。 

 

お試し用脆弱性対策一覧 

 

お試し用脆弱性対策には、以下の 7 種類が存在します。 

対策 ID 攻撃タイプ 対処動作 お試し用攻撃文字列 

SQL-9900-01 SQL forward <SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

SQL-9901-01 SQL replace <SiteShell_SQL_Injection_Sanitizing_Test> 

XSS-9900-01 XSS forward <SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test> 

XSS-9901-01 XSS replace <SiteShell_Cross_Site_Scripting_Sanitizing_Test> 

PT-9900-01 PT forward <SiteShell_Path_Traversal_Error_Test> 

OSC-9900-01 OSC forward <SiteShell_OS_Command_Injection_Test> 

SF-9900-01 SF forward <SiteShell_Session_Fixation_Test> 

 

 

擬似攻撃の実施 
 

この節では、お試し用文字列を用いた擬似攻撃を行う手順について説明します。 

 

ブラウザの URL にお試し用攻撃文字列を入力し、SiteShell を設定したサイトにアクセスします。 

 

http://hostname/index.html?test=<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

説明： 

"http://hostname/index.html"には SiteShell を設定したサイトのアドレスを入力します。 

"?test="の後にお試し用攻撃文字列を入力します。 

 

監査ログファイルを開いて、攻撃が検出されていることを確認します。 

 

[2010/03/12 17:13:02][SQL][SQL-9900-01][forward][127.0.0.1][/index.html][paramValues] 

test=<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

説明： 

監査ログファイル(audit.log)は以下の場所に保存されています。 

(IS 版、Apache 版)：<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/audit/ 

(Apache 仮想ホスト)：<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logs/ 

audit/ 

(NW 型)：<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logs/audit/ 

 

攻撃が検出されていれば、SiteShell フィルタ機能の動作確認は完了です。 
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4. SiteShellの運用 

 

本章では、SiteShell の運用操作方法について説明します。 

SiteShell の運用管理コンソールを用いて、各 Web サーバにおける稼動状況の監視、および設定の変

更をおこなうことができます。 

また、運用管理サービスを併用することで、Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視を行う

ことができます。 
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運用管理コンソールでできること 

 

・複数管理ノードの集中管理 

運用管理コンソールは、SiteShell 本体を組み込んだサーバマシンを「管理サーバ」と呼び、運用管理

コンソールが稼動状況監視や設定変更を行う 小単位を「管理ノード」と呼びます。 

SiteShell は、そのタイプに応じて以下のように管理ノードを形成します。 

 

SiteShell のタイプ 管理ノード単位 

ホスト型 SiteShell IIS 版 1 つの管理サーバに対して、1 つの管理ノードを持ちます。 

ホスト型 SiteShell Apache 版 1 つの管理サーバに対して、1 つの管理ノードを持ちます。 

Apache の仮想ホストごとに環境設定を行っている場合は、主

サーバ、およびそれぞれの仮想ホストに対して、1 つずつ管理

ノードを持ちます。 

NW 型 SiteShell 1 つの仮想 Web サイトに対して、1 つの管理ノードを持ちます。

 

 

運用管理コンソールは、これら複数の管理ノードを 1 つの運用管理コンソールで集中管理することが

できます。 

 

 
 

※運用管理コンソールは、サーバマシンに導入された SiteShell サービスを通して、SiteShell を管理しま

す。 

 

運用管理コンソール 

管理サーバ（Web サーバ） 

IIS 版 SiteShell 

Web ブラウザ 

Apache 版 SiteShell 

Apache 型 SiteShell 

主サーバ 

VirtualHost1 

管理サーバ（Web サーバ） 

管理サーバ（Web サーバ） 

管理ノード単位に

すべての稼動状況

を集中管理 
NW 型 SiteShell 

WebSite1 

WebSite2 

管理サーバ（プロキシサーバ） 

VirtualHost2 
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・管理ノードのグループ化 

複数の管理ノードをノードグループにまとめ一括して管理することができます。 

 

・ノードグループとは 

複数の管理ノードを一括して管理するためにグループという仕組みが用意されています。ノードグ

ループには複数の管理ノードを登録でき、グループデフォルトにより一括して脆弱性対策設定、

チェック対象外定義の反映を行うことができます。 

 

 
 

・グループデフォルトとは 

同一ノードグループに登録されている管理ノードに対して、一括して同様の設定を適用させる際の設

定値のことであり、ノードグループごとに保持しています。 

また、グループデフォルトを適用させる場合、対象の設定値の「ノード適用対象」が「YES」となってい

る項目を適用します。 

グループデフォルトの詳細に関しては「グループデフォルトによる管理」を参照してください。 

 

 

 

グループ 

運用管理コンソール 

管理サーバ 

WebSite2 

SiteShell 

管理サーバ 

SiteShell 

グループ内の管理ノードに

対して同じ設定を反映。 

Web ブラウザ 

□□□

SQL-0001 ON 

SQL-0002 OFF 

SQL-0003 未設定 

対策 ID 一覧 

運用管理コンソールでグループに対

する設定を実施。 

WebSite1 



 

41 

・ユーザ管理 

運用管理コンソールを利用するユーザごとにユーザアカウントを作成し、メールアドレスや接続元 IP ア

ドレスを登録できます。 

また、ユーザグループを作成し、各ユーザを特定のユーザグループに所属させることができます。ユー

ザグループには、管理対象ノードグループを割り当て、ノード管理権限を設定できます。 

ノード管理権限が「ON」に設定されているユーザグループは、対象ノードの脆弱性対策設定やチェック

対象外定義を変更できます。ノード管理権限が「OFF」に設定されているユーザグループは、対策状況

の設定変更はできませんが、攻撃状況のグラフや監査ログの詳細を参照できます。 

 

特定のユーザ(ユーザ管理権限を持つユーザ)は、所属ユーザグループ内に新しいユーザアカウントを

作成できます。特定のユーザグループに属さないユーザは「システム管理者」グループのシステム管

理者ユーザとなり、全ての操作が可能です。 

ユーザグループ、ユーザ、ノードグループ、管理ノードの関係と各ユーザができることを以下に示しま

す。 

 

 
 

 

システム管理者

ユーザ 11(ユーザ管理権限あり) 

ユーザ 12(ユーザ管理権限なし) 

ユーザグループ 2(ノード管理権限なし) 

ユーザ 21(ユーザ管理権限あり) 

ユーザ 22(ユーザ管理権限なし) 

管理ノード 11 

管理ノード 12 

ノードグループ 1 

管理ノード 21 

管理ノード 22 

ノードグループ 2 

ユーザグループ 1(ノード管理権限あり) 
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各ユーザの可能な操作 

ユーザ 
操作 

 
システム 

管理者 

ユーザ 11 

 

ユーザ 12 

 

ユーザ 21 

 

ユーザ 22 

 

ノードグループの追加/変

更/削除 

○ × × × × 

管理ノードの追加/変更/削

除 

○ × × × × 

ユーザグループの追加/変

更/削除 

○ × × × × 

ユーザの追加/変更/削除 ○ ○ ( 所 属 グ

ループのみ)

× ○ ( 所 属 グ

ループのみ) 

× 

脆弱性攻撃対策の設定 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

× × 

チェック対象外定義の設定 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

× × 

ユーザルール定義の設定 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

× × 

SiteShell 動作定義の設定 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

× × 

エラーページの設定 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

× × 

IP ブラックリストの設定 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

× × 

脆弱性攻撃状況の表示 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○ ( 割 り 当 て

ノードのみ) 

監査ログの表示 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○ ( 割 り 当 て

ノードのみ) 

稼動状況の表示 ○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○ ( 割 り 当 て

ノードのみ) 

情報通知機能による情報

の受信 

○(全ノード) ○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○(割り当て

ノードのみ) 

○ ( 割 り 当 て

ノードのみ) 

運用管理コンソールの動作

設定 

○ × × × × 

 

 

・脆弱性攻撃状況の表示 

Web サイトに対する脆弱性攻撃の状況を表やグラフで確認できます。任意の組み合わせの管理ノード

についてまとめて表示可能です。 

 

・監査ログの表示 

SiteShell が出力した監査ログを表示できます。任意の組み合わせの管理ノードについてまとめて表示

可能です。 
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・稼動状況の表示 

管理サーバの稼動状況を表示できます。稼動状況は運用管理コンソール全体、またはノードグループ

単位で表示可能です。 

 

・脆弱性攻撃対策の設定 

脆弱性対策の有効化/無効化を対策 ID ごとに設定ができます。 

 

・チェック対象外定義の設定 

脆弱性対策定義によるチェックの対象外とするルールを記述するチェック対象外定義の設定ができま

す。 

 

・ユーザルール定義の設定 

ユーザが独自にルールを記述するユーザルール定義の設定ができます。 

 

・SiteShell 動作定義の設定 

SiteShell の基本動作を定義する SiteShell 動作定義の設定ができます。 

 

・エラーページの設定 

SiteShell で使用するエラーページの設定ができます。 

 

・IP ブラックリストの設定 

IP フィルタリングを行う IP アドレスを設定する IP ブラックリストの設定ができます。 

 

・脆弱性攻撃状況のデータ出力 

脆弱性攻撃状況のデータを、CSV 形式のファイルに出力できます。 

 

・情報通知機能 

脆弱性攻撃の検出状況や脆弱性対策パッケージの自動更新状況を運用管理コンソールユーザにメー

ルで通知したり、syslog に出力できます。 

 

 

運用管理コンソールは、J2EE アプリケーションとして動作します。運用管理コンソールのセットアップは

「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」の「第 3.3 章 運用管理コンソールの導入」を参

照してください。 
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運用管理コンソールの使い方 

 

この節では、運用管理コンソールの使い方について説明します。 

 

サンプルモデル図 
下記の図のような構成のシステムへの導入を例にします。 

 

 
 

部署Ａ 

部署Ｂ 

グループ（GroupB） 

管理サーバ（WebSiteB1） 

WebAP 

管理サーバ（WebSiteB2） 

WebAP 

Apache 版 SiteShell 

グループ（GroupA） 

管理サーバ（WebSiteA1） 

WebAP 

IIS 版 SiteShell 

担当者（UserB1） 担当者（UserB2）

担当者（UserA1） 

サーバ管理者

（ManagerB） 

サーバ管理者 

（ManagerA） 

IIS 版 SiteShell 

資産管理者 

（sysadmin） 
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システム管理者による導入作業 
 

・システム管理者ユーザの作成 

システム管理者ユーザを作成し、デフォルトのユーザを削除します。 

※デフォルトのアカウントのまま運用する場合、脆弱性となる可能性があります。そのため、 初

に必ず変更するようにしてください。 

 

1. ユーザ名「admin」、パスワード「123456」を入力して「ログイン」ボタンをクリックしログインします。 

 
 

2. メイン画面の「ユーザ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

3. ユーザ管理画面が表示されるので、「追加」ボタンをクリックします。 
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4. ユーザ名（sysadmin）とパスワード（任意）を入力し、「ユーザグループ」をシステム管理者にして、

「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

 

5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

6. デフォルトユーザ（admin）列の「削除」ボタンをクリックします。 
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7. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

8. デフォルトユーザ（admin）が削除され、自動的にログイン画面にもどります。 
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・ノード構成の作成 

ここでは運用管理コンソールから手動でノード構成を登録する手順を紹介します。自動で登録す

る場合は「運用管理サービス」を参照してください。 

 

1. ノードグループの作成 

一括して脆弱性対策設定の管理が行えるように、ノードグループを作成します。 

ここでは、「GroupA」と「GroupB」を登録します。 

 

1-1. 運用管理コンソールに「システム管理者ユーザ」でログインし、メイン画面の「ノードグルー

プ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

1-2. デフォルトノードグループ（GRP1）列の「変更」ボタンをクリックします。 

 
 

1-3. ノードグループ名（GroupA）を入力して、「変更」ボタンをクリックします。 
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1-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

1-5. ノードグループ管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

1-6. ノードグループ名（GroupB）を入力して、「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

1-7. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

1-8. 「閉じる」ボタンをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2. 管理ノードの作成 

SiteShell を組み込んだ管理サーバを管理ノードに追加します。 

「GroupA」に「WebSiteA1」を、「GroupB」に「WebSiteB1」と「WebSiteB2」を登録します。 

 

2-1. メイン画面の「ノード管理」ボタンをクリックします。 

 
 

2-2. ノード管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

2-3. ノードグループ（GroupA）、管理サーバアドレス（WebSiteA1）を入力して、「追加」ボタンを

クリックします。 

 
 

 



 

51 

2-4. ダイアログが表示されるので、以下のいずれかのボタンをクリックします。 

・ 「OK」ボタン 

追加する管理ノードに、ノードグループが持つグループデフォルトを適用します。 

グループデフォルトの詳細に関しては「グループデフォルトによる管理」を参照してく

ださい。 

・ 「キャンセル」ボタン 

追加する管理ノードに、ノードグループが持つグループデフォルトを適用せず、管理

サーバに組み込んだ SiteShell が持つ既存の設定を維持します。 

 
 

2-5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

2-6. 「GroupA」に「WebSiteA1」が追加されます。 

 
 

2-7. 同様に「GroupB」に対して「WebSiteB1」「WebSiteB2」を追加し、「閉じる」ボタンをクリックし

てメイン画面に戻ります。 
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・ユーザ構成の作成 

1. ユーザグループの作成 

ユーザを一括管理するための、ユーザグループを作成します。 

部署ごとに管理者グループ「DepartmentAdmin」（ノード管理権限 ON）と担当者グループ「Depa

rtmentPC」（ノード管理権限 OFF）を作成します。 

 

1-1. メイン画面の「ユーザグループ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

1-2. ユーザグループ管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

1-3. ユーザグループ名（ADepartmentAdmin）、ノード管理権限（ON）、対象ノードグループ（Gro

upA にチェック）を入力して、「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

1-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 
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1-5. 「ADepartmentAdmin」が追加されます。 

 
 

1-6. 同様に「ADepartmentPC」「BDepartmentAdmin」「BDepartmentPC」を追加し、「閉じる」ボ

タンをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2. ユーザの作成 

サーバ管理者と担当者を作成します。 

部署ごとにサーバ管理者「Manager」と担当者「User」を作成します。 

 

2-1. メイン画面の「ユーザ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

2-2. ユーザ管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

2-3. ユーザ名（ManagerA）、ユーザグループ（ADepartmentAdmin）を入力して、「追加」ボタンを

クリックします。 
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2-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

2-5. 「managera」が追加されます。 

 
 

2-6. 同様に「UserA1」「ManagerB」「UserB1」「UserB2」を追加し、「閉じる」ボタンをクリックしてメ

イン画面に戻ります。 

 
 

 

 

 

 



 

56 

管理担当者による運用作業 
 

・監査ログの確認（「サーバ管理者」または「担当者」） 

監査ログ一覧画面で WebAP への攻撃情報を確認します。 

 

1. 運用管理コンソールにログインし、メイン画面で「管理ノード」を選択して、「監査ログ一覧」タブ

をクリックします。 

 
 

2. 監査ログが表示されます。 
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・監査ログの対応（「サーバ管理者」） 

監査ログ一覧画面で未設定状態(背景色が黄色)の監査ログが表示されている場合、まだ管理者

による On/Off の設定が行われていない脆弱性対策定義により、攻撃が検出されたことを示しま

す。 

 
 

この場合、以下のいずれかの対応を行ってください。 

 

1. 脆弱性対策定義を有効化する 

未設定状態で検出されている監査ログに対応する脆弱性対策定義(対策 ID)を有効(On)にしま

す。有効にすると、その後も検出は継続されますが、監査ログ一覧には背景色なしで表示され

るようになります。なお、既に未設定で検出された同じ対策 ID に対する監査ログも背景色なし

で表示されるようになります。 

 

1-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログの対策 ID をクリックします。 
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1-2. 対策 ID 一覧画面が開かれ、該当定義が表示されます。 

 
 

1-3. 該当定義にチェックを入れ、「対処動作：ON」ボタンをクリックします。 

 
 

1-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 
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1-5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

1-6. 対策 ID 一覧画面のグループ内ノードへの適用欄で、「WebSiteA1」にチェックを入れ「選択

した対象ノードに適用」ボタンをクリックし、更新した対策定義を SiteShell に適用します。 

 
 

 

 

 

※グループデフォルトの詳細に関しては「グループデフォルトによる管理」を参照してください。 

 

 

更新した設定を

適用します。 
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2. 脆弱性対策定義を無効化する 

未設定状態で検出されている監査ログに対応する脆弱性対策定義(対策 ID)を無効(Off)にしま

す。無効にすると、監査ログは継続して検出されますが、ガードが行われなくなります。なお、

既に未設定で検出された同じ対策 ID に対する監査ログは背景色なしで表示されるようになり

ます。 

 

2-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログの対策 ID を確認します。 

2-2. 対策 ID をクリックして、対策 ID 一覧画面を表示します。 

2-3. 該当定義にチェックを入れ、「対処動作：OFFN」ボタンをクリックします。 
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・正常な通信が遮断される（「サーバ管理者」） 

管理ノードに対する正常な通信が SiteShell により遮断されてしまう場合は、以下のいずれかの対

応を行ってください。 

 

1. 脆弱性対策定義を無効化する 

正常な通信を遮断している脆弱性対策定義の ID を確認し、無効化します。この対応を行った

場合、無効化した脆弱性対策定義によるガードが行われなくなるため、この脆弱性対策定義に

より遮断されるべき悪意のある通信も遮断されなくなります。 

 

1-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログの対策 ID を確認します。 

1-2. 対策 ID をクリックして、対策 ID 一覧画面を表示します。 

1-3. 該当定義にチェックを入れ、「対処動作：OFFN」ボタンをクリックします。 

 

2. チェック対象外定義に加える 

監査ログより正常な通信の特徴を調べ、チェック対象外定義に追加します。この対応を行った

場合、正常な通信のみ除外し、悪意のある通信の遮断を継続することができます。ただし、

チェック対象外定義に追加した内容に悪意のある通信が一致することにより、その通信が遮断

されなくなる可能性があります。 

 

2-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログを確認します。 

 
 

2-2. 該当監査ログのチェック対象外定義列の新規ルールをクリックします。 
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2-3. チェック対象外定義画面＆ルール追加画面が表示されます。 

 
 

監査ログにある情報が自動的にルール新規画面の対応項目に埋め込まれます。 

「追加」ボタンをクリックしルールを追加します。 

 

2-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 
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2-5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

2-6. チェック対象外定義画面のグループ内ノードへの適用欄で、「WebSiteA1」にチェックを入

れ「選択した対象ノードに適用」ボタンをクリックし、更新したチェック対象外定義を SiteSh

ell に適用します。 

 
 

 

 

 

※グループデフォルトの詳細に関しては「グループデフォルトによる管理」を参照してください。 

 

 

2-6.SiteShell に定義

を適用します。 

「 2 - 4 . 」 で 追 加 し た

ルールが表示されま

す。 
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グループデフォルトによる管理 
 

グループデフォルトとは 

グループデフォルトとは同一ノードグループに登録されている管理ノードに対して、一括して同様の

設定を適用させる際の設定値のことです。ノードグループごとにそれぞれの設定項目に対する設定

値を保持しています。 

以下に、グループデフォルトの概要を図で示します。 

 

 
グループデフォルトのそれぞれの設定値に対する設定・適用は、ノード管理権限を持つユーザに

よって運用管理コンソールの各画面から行うことができます。また、グループデフォルトの各設定項

目は、それぞれ「ノード適用対象」という値(YES/NO)を保持しており、この値が「YES」となっている設

定項目を管理ノードに適用します。 

 

また、ノードグループに新規で管理ノードを追加する際は、「グループデフォルト設定を該当管理

ノードに適用してよろしいですか?」というメッセージが表示されます。この時「OK」を選択した場合、

そのノードグループが保持しているグループデフォルトのうち、「ノード適用対象」が「YES」となって

いる設定項目の設定値を全ての管理ノードに適用します。「キャンセル」を選択した場合はグループ

デフォルトを適用しません。 

※一部の設定値に関しては、グループデフォルトの設定と管理ノードの設定を別に管理します。 

設定値の詳細は「SiteShell動作定義ファイル」を参照してください。 

 

 

<運用管理コンソール> 

管理ノード① 

ノードグループ 

グループデフォルト

SiteShell 動作定義設定値 

脆弱性対策設定値 

ユーザルール定義設定値 

チェック対象定義設定値 

SiteShell 動作定義ファイル

脆弱性対策設定ファイル 

ユーザルール定義ファイル

チェック対象定義ファイル 

エラーページ設定値 

エラーページ設定ファイル 

設定適用 設定適用 

 IP ブラックリスト設定値 

IP ブラックリスト設定ファイル 

管理ノード② 

SiteShell 動作定義ファイル 

脆弱性対策設定ファイル 

ユーザルール定義ファイル 

チェック対象定義ファイル 

エラーページ設定ファイル 

IP ブラックリスト設定ファイル 
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稼動状態とグループデフォルトの適用について 

自動登録を行った管理ノードでは、運用管理コンソールで稼動状態を管理しています。グループデ

フォルトの適用は、稼動状態が「稼動中」となっている管理ノードに対して設定を行い、稼動状態が

「停止」となっている管理ノードに対しては行いません。 

 

このため、「停止」の管理ノードにグループデフォルトを適用したい場合は、一度管理ノードを起動さ

せ、運用管理コンソール上の稼動状態の表示が「稼動中」と変更されたことを確認後、グループデ

フォルトの適用を行ってください。 

管理ノードの稼動状態に関する詳細は「メイン画面」を参照してください 
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画面説明 

 

運用管理コンソールの各画面について説明します。 

  

運用管理コンソールをインストールし、Web ブラウザで以下の URL にアクセスすると運用管理コンソー

ルのログイン画面を表示します。 

 

http://server-host:port/console 

 

server-host ：運用管理コンソールマシンの DNS 名、または IP アドレス。 

port ：運用管理コンソールのインストール時に指定した Web サービスポート番号。 

console ：運用管理コンソールのパス名（固定） 

 

ログイン画面 
 

 
 

ユーザ名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしログインします。 

デフォルトでは、それぞれ「admin」、「123456」が設定されています。 

※デフォルトのアカウントのまま運用する場合、脆弱性となる可能性があります。そのため、 初に必

ず変更するようにしてください。 

新たなユーザを追加する場合は、ログイン後、「ユーザ管理画面」で作成します。 
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メイン画面 
 

ログインに成功するとメイン画面を表示します。この画面で処理を行う対象を選択して、各処理画面の

表示を行います。また、メイン画面はユーザの管理権限によって表示が異なります。 

 

 
 

 

 ノード一覧ペイン 

運用管理コンソールに登録されている、ノードグループ/管理ノードの一覧を表示します。 

このペインから、操作の対象となるノードグループ/管理ノードを選択します。 

※表示される一覧は 5 分ごとに 新の状態に更新されます。 

 

① 「サーバ状態取得」ボタン 

「自動での登録」を行った管理ノードの一覧、および稼動状態の更新を行います。 

このボタンは全ノード、またはノードグループを選択時のみ使用することができます。 

「管理ノード」選択時は押下することはできません。 

 

② ノードグループ/管理ノード一覧 

運用管理コンソールに登録されているノードグループ、または管理ノードを表示します。 
アイコン 項目名 説明 

 
全ノード 運用管理コンソールに登録されている全ての管理ノードを含みます。クリッ

クした場合、全ての管理ノードを操作対象とします。 

 

ノードグループ 該当ノードグループに属する全ての管理ノードを含みます。クリックした場

合、ノードグループ自体、または属する全ての管理ノードを操作対象としま

す。 

※操作対象は操作により決まります。 

 
 

 
 

 

管理ノード 一つの管理ノードを表示します。クリックした場合、該当を管理ノードのみ

を操作対象とします。 

アイコンによって、管理ノードの種類・状態を示します。 

 ：「手動での登録」で手動登録した管理ノード 

 ：「自動での登録」で自動登録した管理ノード（稼動中） 

 ：「自動での登録」で自動登録した管理ノード（停止） 

 

⑤ ① 

ノード一覧ペイン 

操作ペイン 

表示ペイン 

③ 

④② 



 

68 

 操作ペイン 

運用管理コンソールの管理、およびノード一覧ペインで選択したノードグループ/管理ノードに対して

行う操作を選択します。 

 

また、ユーザの管理権限によって表示が異なります。 

・ システム管理者 

1. 「ノード管理」ボタンを表示し、マウスポインタをボタン上に移動させると、「ノードグループ管

理」ボタン、「ノード管理」ボタンを表示します。 

2. 「ユーザ管理」ボタンを表示し、マウスポインタをボタン上に移動させると、「ユーザグループ

管理」ボタン、「ユーザ管理」ボタン、「パスワード変更」ボタンを表示します。 

3. 「コンソール動作定義」ボタンを表示します。 

・ システム管理者以外でユーザ管理権限を持つユーザ 

1. 「ユーザ管理」ボタンを表示し、マウスポインタをボタン上に移動させると、「ユーザ管理」ボ

タン、「パスワード変更」ボタンを表示します。 

・ システム管理者以外でユーザ管理権限を持たないユーザ 

1. 「ユーザ管理」ボタンを表示し、マウスポインタをボタン上に移動させると、「パスワード変

更」ボタンを表示します。 

 

③ 運用管理コンソールの管理ボタン 

ノードやユーザの管理や、運用管理コンソールの動作定義の設定を行います。マウスポインタを 

ボタン上に移動させることで、それぞれのボタンを表示します。 
ボタン名 説明 

ノードグループ管理 ノードグループを追加/変更/削除する、ノードグループ管理画面を表示します。

ノード管理 ノードを追加/変更/削除する、ノード管理画面を表示します。 

ユーザグループ管理 ユーザグループを追加/変更/削除する、ユーザグループ管理画面を表示しま

す。 

ユーザ管理 ユーザを追加/変更/削除する、ユーザ管理画面を表示します。 

パスワード変更 ログイン時に入力するパスワードの変更を行う、パスワード変更画面を表示し

ます。 

コンソール設定 運用管理コンソールの動作定義の設定を行う、コンソール設定画面を表示しま

す。 
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④ 操作タブ 

ノード一覧ペインで選択されたノードグループ/管理ノードに対する操作を実行します。 
タブ名 説明 

ログサマリ 監査ログの統計情報を表示します。 

監査ログ一覧 監査ログの一覧を表示します。 

統計情報 脆弱性攻撃の状況を表やグラフで表示します。 

月間レポート 脆弱性攻撃の状況を月単位で表やグラフで表示します。 

データ保守 データベースに保存された監査ログの削除、または CSV ファイルへの出力を

行うデータ保守画面を表示します。 

稼動履歴 管理ノードの日ごとの稼動数を表示します。全ノード、またはノードグループを

選択した状態でのみ表示できます。 

対策 ID 一覧 脆弱性対策 ID 一覧ごとの有効・無効を設定する、対策 ID 一覧画面を表示しま

す。ノードグループ、または管理ノードを選択した状態でのみ表示できます。 

チェック対象外定義 チェック対象外定義画面を表示します。ノードグループ、または管理ノードを選

択した状態でのみ表示できます。 

ユーザルール定義 ユーザルール定義画面を表示します。ノードグループ、または管理ノードを選択

した状態でのみ表示できます。 

ノード設定(全般) ノード設定(全般)画面を表示します。ノードグループ、または管理ノードを選択し

た状態でのみ表示できます。 

ノード設定(対策) ノード設定(対策)画面を表示します。ノードグループ、または管理ノードを選択し

た状態でのみ表示できます。 

エラーページ設定 エラーページ設定画面を表示します。ノードグループ、または管理ノードを選択

した状態でのみ表示できます。 

IP ブラックリスト管理 IP ブラックリスト画面を表示します。ノードグループ、または管理ノードを選択し

た状態でのみ表示できます。 

 

⑤ 「ログアウト」ボタン 

ログアウトし、ログイン画面に移動します。 

 

 表示ペイン 

ノード一覧ペインで選択したノードグループ/管理ノードに対して、操作ペインで選択した操作結果を

表示します。 
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ノードグループ管理画面 
 

ノードを一括して管理するためのノードグループの管理を行います。この操作はシステム管理者のみ

行うことができます。 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ノードグループを手動で追加するノードグループ追加画面を表示します。 

自動で登録する場合は「運用管理サービス」を参照してください。 

 

② ノードグループ一覧 
列名 説明 

ノードグループ ノードグループ名を表示します。 

ノードグループ ID ノードグループを一意に特定するための ID が表示されます。 

「自動での登録」で自動作成されたノードグループにおいてのみ、表示されます。

運用管理コンソールから手動で登録したノードグループの場合「-」となります。 

「変更」ボタン ノードグループに関する情報を変更するノードグループ変更画面を表示します。 操作 

「削除」ボタン 確認のメッセージが出た後、「削除」ボタンのある行のノードグループを削除しま

す。 

ただし、ノードグループに一つ以上の管理ノードが所属している場合、削除するこ

とはできません。 

 

③ 「閉じる」ボタン 

メイン画面に戻ります。 

  

① 

② 

③ 
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ノードグループ追加画面 
 

新たなノードグループの追加を行います。 

 

 
 

 

① 「ノードグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

新たに追加するノードグループの名前を入力します。ノードグループ名には 20 文字以内の半角英

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「対象ユーザグループ」チェックボックス 【任意選択】 

表示されているユーザグループ名の左のチェックボックスにより、ノードグループを管理するユーザ

グループを選択します。ユーザグループは複数選択することができます。 

 

③ 「追加」ボタン 

①②で入力した値のノードグループを追加します。 

 

④ 「クリア」ボタン 

①②に入力されている値を消去します。 

 

⑤ 「キャンセル」ボタン 

ノードグループ追加をキャンセルし画面を閉じます。 

 

①

② 

③ ④ ⑤
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ノードグループ変更画面 
 

ノードグループに関する情報の変更を行います。 

 

 
 

 

① 「ノードグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

新たに設定するノードグループの名前を入力します。ノードグループ名には 20 文字以内の半角英

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「対象ユーザグループ」チェックボックス 【任意選択】 

表示されているユーザグループ名の左のチェックボックスにより、ノードグループを管理するユーザ

グループを選択します。ユーザグループは複数選択することができます。 

 

③ 「変更」ボタン 

①②で入力した値にノードグループの情報を変更します。 

 

④ 「クリア」ボタン 

①②に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

⑤ 「キャンセル」ボタン 

ノードグループ追加をキャンセルし画面を閉じます。 

 

①

② 

③ ④ ⑤
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ノード管理画面 
 

ノードの管理を行います。この操作はシステム管理者のみ行うことができます。 

 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ノードを追加するノード追加画面を表示します。 

 

② 「削除」ボタン 

チェックボックスで選択した管理ノードを削除します。 

ノードグループ名の左のチェックボックスにチェックを入れた場合、そのノードグループに属する管理

ノード全てを削除します。（ノードグループは削除しません） 

 

③ 管理ノード一覧 
列名 説明 

ノードグループ ノードグループ名を表示します。 

ノードグループ ID ノードグループを一意に特定するための ID が表示されます。 

「自動での登録」で自動作成されたノードグループにおいてのみ、表示されます。

運用管理コンソールから手動で登録したノードグループの場合「-」となります。 

管理ノード 管理ノードを表示します。また、管理ノードに組み込まれている SiteShell の種

類、および管理ノードが配置されている AP サーバ上で動作している SiteShell

サービスが使用しているポート番号を括弧内に表示します。 

また、Apache の仮想ホストでは仮想ホスト名、NW 型では仮想 Web サイト名も表

示します。 

稼動状態 管理ノードの稼動状態を”稼動中”、”停止”のどちらかで表示します。 

「自動での登録」で自動登録された管理ノードにおいてのみ、表示されます。 

運用管理コンソールから手動で管理ノードを登録した場合「-と表示されます。 

操作（「変更」ボタン） 「変更」ボタンを押下すると、管理ノードに関する情報を変更するノード変更画面

を表示します。 

※手動で追加した管理ノードを自動登録に変更したい場合は、手動で追加した管理ノードを削除した

上で、自動登録を行うようにしてください。 

 

④ 「閉じる」ボタン 

メイン画面に戻ります。 

 

① 

③

④ 
② 



 

74 

ノード追加画面 
 

新たなノードの追加を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ノードグループ 新たに追加するノードを所属させるノードグループを選択します。ノー

ドは必ずいずれかのノードグループに属する必要があります。 

※運用管理コンソールから手動で追加した場合、ノードグループ名の

後ろに「(手動追加)」、自動で追加した場合「自動追加」と付加されま

す。 

SiteShell Type 新たに追加するノードに組み込まれている SiteShell の種類(Java

版、IIS 版、Apache 版、Apache 仮想ホスト、NW 型)を選択します。 

WebAP 名(「SiteShell Type」で「Java」

を選択時) 

新たに追加するノードの WebAP 名を入力します。 

仮想ホスト名(「SiteShell Type」で「Apa

che-VirtualHost」を選択時) 

新たに追加するノードの仮想ホスト名を入力します。 

仮想 Web サイト名(「SiteShell Type」で

「NW-Type」を選択時) 

新たに追加するノードの仮想 Web サイト名を入力します。 

管理ノードアドレス 【入力必須】 新たに追加するノードが配置されている AP サーバを入力します。DN

S 名、または IP アドレスで入力します。255 文字以内の半角文字で

入力します。 

また、IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

管理ノードポート 【入力必須】 新たに追加するノードが配置されている AP サーバ上で動作してい

る、SiteShell サービスが使用しているポート番号を入力します。初期

状態では 9434 番ポートを使用します。 

※SiteShell Type が Apache のとき、仮想ホストごとに環境設定を行っている場合、以下のメッセージ

が表示されます。 

 

①

③ ② ④
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「OK」を選択した場合、その Apache サーバに設定している全ての仮想ホストを一括して登録する

ことができます。 

この時、ノードは主サーバ、およびそれぞれの仮想ホストごとに登録され、これらは全て同一の

ノードグループに所属します。 

「キャンセル」を選択した場合、主サーバのみ登録されます。 

 

② 「追加」ボタン 

①で入力した値のノードを管理対象に追加します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ノード追加をキャンセルし画面を閉じます。 
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ノード変更画面 
 

ノードに関する情報の変更を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ノードグループ ノードを所属させるノードグループを選択します。ノードは必ずいずれ

かのノードグループに属する必要があります。 

※運用管理コンソールから手動で追加した場合、ノードグループ名の

後ろに「(手動追加)」、自動で追加した場合「自動追加」と付加されま

す。 

SiteShell Type ノードに組み込まれている SiteShell の種類(IIS 版、Apache 版、Apac

he 仮想ホスト、NW 型)を選択します。 

仮想ホスト名(「SiteShell Type」で「Apa

che-VirtualHost」を選択時) 

ノードの仮想ホスト名を入力します。 

仮想 Web サイト名(「SiteShell Type」で

「NW-Type」を選択時) 

ノードの仮想 Web サイト名を入力します。 

管理ノードアドレス 【入力必須】 ノードが配置されている AP サーバを入力します。DNS 名、または IP

アドレスで入力します。255 文字以内の半角文字で入力します。 

また、IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

管理ノードポート 【入力必須】 ノードが配置されている AP サーバ上で動作している、SiteShell サー

ビスが使用しているポート番号を入力します。初期状態では 9434 番

ポートを使用します。 

 

② 「変更」ボタン 

①で入力した値にノードの情報を変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ノード変更をキャンセルし画面を閉じます。 

 

①

③ ② ④
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ユーザグループ管理画面 
 

ユーザを一括して管理するためのユーザグループの管理を行います。この操作はシステム管理者の

み行うことができます。 

 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ユーザグループを追加するユーザグループ追加画面を表示します。 

 

② ユーザグループ一覧 
列名 説明 

ユーザグループ ユーザグループ名を表示します。 

ユーザ名 ユーザ名を表示します。 

ノード管理権限 ノード管理権限の有無を表示します。 

「変更」ボタン ユーザグループに関する情報を変更するユーザグループ変更画面を表示しま

す。 

操作 

「削除」ボタン 確認のメッセージが出た後、「削除」ボタンのある行のユーザグループを削除しま

す。ただし、ユーザグループに一人以上のユーザが所属している場合、削除する

ことはできません。 

 

③ 「閉じる」ボタン 

メイン画面に戻ります。 

① 

②

③ 
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ユーザグループ追加画面 
 

新たなユーザグループの追加を行います。 

 
 

 

① 「ユーザグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

新たに追加するユーザグループの名前を入力します。ユーザグループ名には 20 文字以内の半角

英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「ノード管理権限」セレクトボックス 

新たに追加するユーザグループにノード管理権限を与えるかどうかを選択できます。 

 

③ 「対象ノードグループ」チェックボックス 【任意選択】 

表示されているノードグループ名の左のチェックボックスにより、新たに追加するユーザグループが

管理するノードグループを選択します。ノードグループは複数選択することができます。 

 

④ 「追加」ボタン 

①～③で入力した値のユーザグループを追加します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

①～③に入力されている値を消去します。 

 

⑥ 「キャンセル」ボタン 

ユーザグループ追加をキャンセルし画面を閉じます。 

②

③ 

④ ⑤ ⑥

①
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ユーザグループ変更画面 
 

ユーザグループに関する情報の変更を行います。 

 
 

 

① 「ユーザグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

新たに設定するユーザグループの名前を入力します。ユーザグループ名には 20 文字以内の半角

英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「ノード管理権限」セレクトボックス 

ユーザグループにノード管理権限を与えるかどうかを選択できます。 

 

③ 「対象ノードグループ」チェックボックス 【任意選択】 

表示されているノードグループ名の左のチェックボックスにより、ユーザグループが管理するノード

グループを選択します。ノードグループは複数選択することができます。 

 

④ 「変更」ボタン 

①～③で入力した値にユーザグループの情報を変更します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

①～③に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

⑥ 「キャンセル」ボタン 

ユーザグループ変更をキャンセルし画面を閉じます。 

②

③ 

④ ⑤ ⑥

①
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ユーザ管理画面 
 

ユーザの管理を行います。この操作はシステム管理者、もしくはユーザ管理権限をもつユーザのみ 

行うことができます。また、システム管理者は、全てのユーザの管理を行うことができ、システム管理者

以外でユーザ管理権限を持つユーザは、該当するユーザグループに所属するユーザの管理を行うこ

とができます。 

 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ユーザを追加するユーザ追加画面を表示します。 

 

② ユーザ名一覧 
列名 説明 

ユーザグループ ユーザグループ名を表示します。 

ユーザ名 ユーザ名を表示します。 

ユーザ管理権限 ユーザ管理権限の有無を表示します。 

E-mail ユーザの E-mail アドレスを表示します。 

「変更」ボタン ユーザに関する情報を変更するユーザ変更画面を表示します。 操作 

「削除」ボタン 確認のメッセージが出た後、「削除」ボタンのある行のユーザを削除します。 

 

③ 「閉じる」ボタン 

メイン画面に戻ります。 

① 

②

③ 
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ユーザ追加画面 
 

新たなユーザの追加を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ユーザ名 【入力必須】 新たに追加するユーザの名前を入力します。ユーザ名には 20 文

字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。

また、大文字と小文字の区別は無く、運用管理コンソールでの表

示はすべて小文字で表示します。 

パスワード 【入力必須】 新たに追加するユーザのパスワードを入力します。パスワードには

6～255 文字の半角英数、および半角記号が使用できます。また、

入力内容は「●」で表示されます。 

再入力パスワード 【入力必須】 「パスワード」と同様。 

ユーザグループ 新たに追加するユーザを所属させるグループを選択します。ユー

ザは必ずいずれかのユーザグループに属する必要があります。選

択できるグループは作成したユーザグループと「システム管理者」

を選択できます。 

ユーザ管理権限 新たに追加するユーザにユーザ管理権限を与えるかどうかを選択

できます。 

IP アドレス 【省略可】 新たに追加するユーザでのログインを許可するクライアントの IP ア

ドレスを入力します。IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定で

き、「IP アドレス/ネットマスク」の形で指定することで、サブネット単

位の指定も可能です。ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マ

スク表記またはビット数表記が指定でき、IPv6 形式の場合はビット

数表記のみ指定できます。複数のアドレスを入力する場合は、「,」

で区切ります。 

(指定例)192.168.0.1,192.168.1.0/255.255.255.0,192.168.2.0/24, 200

1:db8:1::1,2001:db8:2::/48 

 

IP アドレス省略時は IP アドレスによる制限は行いません。 

E-mail 【省略可】 新たに追加するユーザのメールアドレスを入力します。メールアド

レスには半角英数、および半角記号が使用できます。 

 

 

② ③ ④

①
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② 「追加」ボタン 

①で入力した値のユーザを追加します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ユーザ追加をキャンセルし画面を閉じます。 
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ユーザ変更画面 
 

ユーザの変更を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ユーザ名 【入力必須】 ユーザの名前を入力します。ユーザ名には 20 文字以内の半角英

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。また、大文字と

小文字の区別は無く、運用管理コンソールでの表示はすべて小文

字で表示します。 

パスワード 【入力必須】 ユーザのパスワードを入力します。パスワードには 6～255 文字の

半角英数、および半角記号が使用できます。また、入力内容は

「●」で表示されます。 

再入力パスワード 【入力必須】 「パスワード」と同様。 

ユーザグループ ユーザを所属させるグループを選択します。ユーザは必ずいずれ

かのユーザグループに属する必要があります。選択できるグルー

プは作成したユーザグループと「システム管理者」を選択できま

す。 

ユーザ管理権限 ユーザにユーザ管理権限を与えるかどうかを選択できます。 

IP アドレス 【省略可】 このユーザでのログインを許可するクライアントの IP アドレスを入

力します。IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定でき、「IP アドレ

ス/ネットマスク」の形で指定することで、サブネット単位の指定も可

能です。ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マスク表記また

はビット数表記が指定でき、IPv6 形式の場合はビット数表記のみ

指定できます。複数のアドレスを入力する場合は、「,」で区切りま

す。 

(指定例)192.168.0.1,192.168.1.0/255.255.255.0,192.168.2.0/24, 200

1:db8:1::1,2001:db8:2::/48 

 

IP アドレス省略時は IP アドレスによる制限は行いません。 

E-mail 【省略可】 ユーザのメールアドレスを入力します。メールアドレスには半角英

数、および半角記号が使用できます。 

 

 

② ③ ④

①
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② 「追加」ボタン 

①で入力した値にユーザの情報を変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ユーザ変更をキャンセルし画面を閉じます。 
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パスワード変更画面 
 

ログイン時に入力するパスワードの変更を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ユーザ名 【編集不可】 現在ログインしているユーザ名を表示します。 

古いパスワード 【入力必須】 現在使用中のパスワードを入力します。 

新しいパスワード 【入力必須】 新たに設定するユーザのパスワードを入力します。パスワード

には 6～255 文字の半角英数、および半角記号が使用できま

す。また、入力内容は「●」で表示されます。 

再入力パスワード 【入力必須】 「新しいパスワード」と同様。 

 

② 「変更」ボタン 

①で入力したパスワードに変更する。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

パスワード変更をキャンセルし画面を閉じます。 

 

 

①

② ③ ④
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コンソール設定画面 
 

運用管理コンソールの基本動作の設定を行います。この操作はシステム管理者のみ行うことができま

す。 

 

 
 

 

① 「カテゴリ」セレクトボックス 

表示するプロパティのカテゴリを選択します。 

プロパティの詳細説明は「運用管理コンソール動作定義」を参照してください。 
カテゴリ 説明 

すべて 運用管理コンソール動作定義の全プロパティ 

画面表示 運用管理コンソールの画面表示に関するプロパティ 

収集 管理ノードに対する情報収集に関するプロパティ 

情報通知関連 運用管理コンソールの情報通知機能に関するプロパティ 

詳細は「情報通知機能」を参照してください。 

通信関連 運用管理コンソールと管理ノードとの通信に関するプロパティ 

データ管理 運用管理コンソールのデータ管理に関するプロパティ 

 

② プロパティ一覧 
列名 説明 

プロパティ名 プロパティ名を表示します。 

プロパティ名をクリックすると、対象のプロパティ編集画面を表示します。 

プロパティ値 現在設定されているプロパティ値を表示します。何も指定していない場合は「(未設定)」と表

示します。 

また、パスワードを設定している場合「●●●●●●」と表示し、設定していない場合は「(未

設定)」と表示します。 

説明 各プロパティの概要説明を表示します。プロパティの詳細説明は「運用管理コンソール動

作定義」を参照してください。 

 

①

②

③ 
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③ 「閉じる」ボタン 

メイン画面に戻ります。 
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コンソール動作環境編集画面 
 

コンソール動作定義の各プロパティを編集します。コンソール動作環境編集画面のタイプには大きく分

けて以下に示す 3 種類があります。 

プロパティの詳細説明は「運用管理コンソール動作定義」を参照してください。 

 

（セレクトボックスタイプ） 

 
 

 

(テキストボックスタイプ) 

 
 

 

 

①

④③② 

①

④③② 
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(パスワードテキストボックスタイプ) 

 
 

 

① プロパティ編集画面 
項目名 説明 

プロパティ名 現在編集対象となっているプロパティ名を表示します。 

プロパティ値 プロパティに設定する値を入力します。 

初期画面では現在設定されているプロパティ値を表示します。 

パスワード 

【入力必須】 

登録するパスワードを入力します。パスワードには 0～255 文字の半角英数、およ

び半角記号が使用できます。また、入力内容は「●」で表示されます。 

説明 各プロパティの説明を表示します。 

 

② 「変更」ボタン 

入力した設定内容を適用します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を、現在設定している値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

プロパティの編集をキャンセルし、コンソール動作環境編集画面を閉じます。 

①

④③ ② 
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ログサマリ画面 
 

監査ログの統計情報を表示します。 

 

 
 

 

① 管理ノード一覧 

 
列名 説明 

管理ノード 選択された管理ノードを表示します。 

アクセス総数 管理ノードに対するアクセス数の総数を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

攻撃総数 SiteShell が検出した攻撃の総数を表示します。 

初のアクセス 管理ノードに対して 初にアクセスのあった日付を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

後のアクセス 管理ノードに対して 後にアクセスのあった日付を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

初の攻撃 管理ノードに対して 初に攻撃のあった日付を表示します。 

後の攻撃 管理ノードに対して 後に攻撃のあった日付を表示します。 

更新時間 管理ノードに対するアクセス数、および SiteShell が出力した監査ログを 後に取得した

日時を表示します。「更新」ボタンを押すと、管理ノードに対するアクセス数、および監査

ログを再取得します。 

※操作対象が全ノード、またはノードグループの場合、一行目に全ての管理ノードの合計値が表示さ

れます。 

 

② 表示件数 

1 ページに表示する管理ノードの個数を選択します 

 

①

③ 

② 
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③ ページジャンプコントロール 

表示している管理ノード一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に 後のページを表示している場合は選択できません。 

「 後へ」リンク 後のページを表示します。 

既に 後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下すると、入

力したページを表示します。 

ページ番号入力枠には半角数字の正整数を入力します。 
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監査ログ一覧画面 
 

監査ログを一覧表示します。このときユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

 
 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

 →「チェック対象外定義」列を表示します。 

・ 上記以外のユーザ 

 →「チェック対象外定義」列を表示しません。 

 

① 対象ノード 

この画面で監査ログを表示する管理ノード、またはノードグループの名前を表示します。 

 

① 

②

③

④
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② 監査ログ一覧 

監査ログ一覧を表示します。列名をクリックすることでその列の内容により昇順/降順にソートで

きます。 

 
列名 説明 

時間 攻撃を検出した時刻を表示します。 

種別 攻撃の種別を選択します。SiteShellが検出する攻撃の種別は[SiteShellが検知

する攻撃の種類]を参照してください。 

対策 ID 攻撃を検出した脆弱性対策定義の対策 ID を表示します。 

対策 ID をクリックすると、対策 ID 一覧画面を表示します。 

対処動作 攻撃への対処動作を表示します。 

攻撃元 IP 攻撃の通信元ホストの IP アドレスを表示します。 

攻撃目標 攻撃対象となった Web ページを表示します。 

攻撃場所 攻撃に使用された要素を表示します。 

攻撃文字列 攻撃として検出された通信データを表示します。 

管理ノード 攻撃対象となった管理ノードを表示します。 

チェック対象外

定義 

既存ルールをクリックすると、チェック対象外定義画面を表示します。 

新規ルールをクリックすると、チェック対象外定義画面を表示した上で、ルール追加

/編集画面を表示します。 

 

背景色について 

監査ログを出力した定義の状態が未設定の場合は、該当行の背景色が黄色で表示されます。 

また、運用管理ファイルに指定された値に基づき、過去指定日数以内に指定回数以上の攻撃

を検出した定義の場合、その監査ログの背景色が赤で表示されます。 

なお、定義が条件を満たした場合、過去に出力された監査ログも含めて背景色を赤で表示しま

す。 

上記の赤と黄の両方の条件を満たした場合は、赤を優先し表示します。 

 

③ 絞込み 

表示する監査ログにフィルタを行い、マッチしたもののみ表示します。「対策ID」、「攻撃元IP」、

「攻撃目標」、「攻撃文字列」の各テキストボックスには 簡易正規表現を使用できます。 

 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間に検出された監査ログを表示します。い

ずれかのみの設定も可能です。入力はテキストボックス右のボ

タンをクリックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示しま

す。 

「種別」セレクトボックス 種別を選択します。 

「対策 ID」テキストボックス 脆弱性対策定義の対策 ID を入力します。 

「攻撃元 IP」テキストボックス 攻撃元の IP アドレスを入力します。 

「攻撃目標」テキストボックス 攻撃目標を入力します。 

「攻撃文字列」テキストボックス 攻撃文字列を入力します。 

「対処動作」チェックボックス 対処動作を選択します。複数選択すると、いずれかに一致した

ものを表示します。 

「攻撃場所」チェックボックス 攻撃場所を選択します。複数選択すると、いずれかに一致した

ものを表示します。 

「検索」ボタン 上記のテキストボックス、セレクトボックス、チェックボックスで指

定した範囲の監査ログを表示します。 

「クリア」ボタン 上記のテキストボックス、セレクトボックス、チェックボックスに入

力された値を消去します。 
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④ ページジャンプコントロール 

表示している監査ログ一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に 後のページを表示している場合は選択できません。 

「 後へ」リンク 後のページを表示します。 

既に 後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下する

と、入力したページを表示します。 

ページ番号入力枠には半角数字の正整数を入力します。 
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統計情報画面 
 

脆弱性攻撃の状況を表やグラフで表示します。 

 

 
 

 

① 対象ノード 

この画面で統計情報を表示する管理ノード、またはノードグループの名前を表示します。 

 

② 「表示期間の設定」 

攻撃情報を分析し表示する期間を選択します。デフォルトでは過去 1 ヶ月の情報を表示します。 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間の攻撃情報を表示します。いずれかの

みの設定も可能です。入力はテキストボックス右のボタンをク

リックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示しま

す。 

「表示」ボタン 「開始日」「終了日」に指定した期間で画面表示を更新します。 

 

③ 「レポート出力」ボタン 

「統計情報」画面の情報を、印刷用に整形した画面を表示します。 

印刷サイズ 
[英語環境] US Letter 

[英語環境以外] A4 サイズ 

印刷方向 縦方向 

 

① 
②

④ 

⑤ ⑥

⑦

③

⑧ 
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④ 攻撃状況概要 

現在表示している情報の概要を表示します。 
項目名 説明 

「表示期間」 現在表示しているデータの対象期間を表示します。 

「トップ設定」セレクトボックス 攻撃元アドレスと被攻撃 URL グラフを表示する個数（top5/top10）

を選択します。 

 

⑤ 「攻撃元アドレス」グラフ 

指定した期間に検知した攻撃の、攻撃元 IP アドレスと、アドレスごとの攻撃数を表示します。 

 

⑥ 「被攻撃 URL」グラフ 

指定した期間に攻撃を受けた URL と、その数を表示します。 

 

⑦ 「攻撃種類」グラフ 

指定した期間にSiteShellが検知した脆弱性攻撃の種類、数、比率を表示します。 

SiteShellが検知する攻撃の種別は「SiteShellが検知する攻撃の種類」を参照してください。 

 

⑧ 「FW 動作」グラフ 

指定した期間に検知した攻撃に対して、SiteShell が行った対処と、その数を表示します。 
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月間レポート画面 
 

脆弱性攻撃の状況を月単位で表やグラフにより表示します。 

 

 
 

① 

② ③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪



 

98 

① 対象ノード 

この画面で月間レポートを表示する管理ノード、またはノードグループの名前を表示します。 

 

② 年月指定 

月間レポートを表示する年月を指定します。 

 
 

③ 「レポート出力」ボタン 

「月間レポート」画面の情報を、印刷用に整形した画面を表示します。 

印刷サイズ 
[英語環境] US Letter 

[英語環境以外] A4 サイズ 

印刷方向 縦方向 

 

④ サマリー 

指定年月における脆弱性攻撃のサマリーを表示します。 

 
 

列名 説明 

表示するレポート 月間レポートを表示する年月を表示します。 

アクセス数 指定年月の管理ノードへのアクセス数を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

攻撃数 指定年月に SiteShell が検出した攻撃数を表示します。 

初のアクセス 指定年月に管理ノードに対して 初にアクセスのあった日付を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

後のアクセス 指定年月に管理ノードに対して 後にアクセスのあった日付を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

初の攻撃 指定年月に管理ノードに対して 初に攻撃のあった日付を表示します。 

後の攻撃 指定年月に管理ノードに対して 後に攻撃のあった日付を表示します。 
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⑤ アクセス&攻撃情報 

管理ノードへのアクセス数と攻撃数を日付ごとにグラフと表で表示します。 

 
 

⑥ 攻撃の種類 

脆弱性攻撃の回数を、攻撃種類と日付ごとにグラフと表で表示します。 

SiteShellが検出する攻撃の種別は「SiteShellが検知する攻撃の種類」を参照してください。 

 
 

⑦ FW 動作 

SiteShell による対処数（allow/forward/replace）を日付ごとにグラフと表で表示します。 
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⑧ 攻撃場所 

攻撃に使用された要素を、要素と日付ごとにグラフと表で表示します。 

 
 

⑨ 攻撃元アドレス 

指定した月における、攻撃回数が多い攻撃元の IP アドレスとその攻撃回数を表示します。「トップ

設定」セレクトボックスにより表示する数を変更できます。 

 
 

⑩ 攻撃対象ページ 

指定した月における、攻撃回数が多い URL（ページ）とその回数を表示します。「トップ設定」セレクト

ボックスにより表示する数を変更できます。 

 
 

⑪ 攻撃文字列 

指定月において、使用された回数が多い攻撃文字列とその回数を表示します。「トップ設定」セレク

トボックスにより表示する数を変更できます。 

 
 



 

101 

データ保守画面 
 

データベースに保存された監査ログの削除を行います。また、監査ログを CSV ファイルに出力します。 

このときユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

 
 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

 →「削除」ボタンを表示します。 

・ 上記以外のユーザ 

 →「削除」ボタンを表示しません。 

 

 

① 対象ノード 

この画面で監査ログの削除、または CSV ファイル出力対象となる管理ノード、またはノードグルー

プの名前を表示します。 

 

② 期間設定 

削除、または CSV ファイルに出力する監査ログの期間を指定します。 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間の監査ログを対象とします。いずれかの

みの設定も可能です。入力はテキストボックス右のボタンをク

リックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示しま

す。 

 

③ 「CSV 出力」ボタン 

「開始日」テキストボックス、「終了日」テキストボックスで指定した期間の監査ログを CSV ファイルに

出力します。 

 

④ 「削除」ボタン 

「開始日」テキストボックス、「終了日」テキストボックスで指定した期間の監査ログを削除します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

「開始日」テキストボックス、「終了日」テキストボックスに入力された値を消去します。 

① 
②

③ ⑤④ 
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稼動履歴画面 
 

運用管理コンソールに登録した管理ノードに対して、日ごとの同時稼動数の 大を表示します。 

稼動数のカウントの詳細については「稼動数について」を参照してください。 

 

 
 

 

① 対象ノード 

この画面で稼動履歴の表示、または CSV ファイル出力対象となる管理ノード、またはノードグルー

プの名前を表示します。 

 

② 表示対象月セレクトボックス 

稼動履歴の表示対象月を指定します。当月を含む過去 13 ヶ月の年月より選択します。 

 

③ 「レポート出力」ボタン 

「稼動履歴」画面の情報を、印刷用に整形した画面を表示します。 

印刷サイズ 
[英語環境] US Letter 

[英語環境以外] A4 サイズ 

印刷方向 縦方向 

 

④ 「CSV 出力」ボタン 

表示対象月の稼動状況確認データを CSV 形式で出力します。 

稼動状況確認データは、「ライセンス数算出ツール」を使用して SiteShell の利用実績データに変換

することができます。 

※「ライセンス数算出ツール」はＮＥＣサポートポータルより入手できます。 

 

⑤ 稼動履歴 

ホスト型 SiteShell、NW 型 SiteShell のそれぞれについて、日ごとの 大同時稼動数を表示します。 

また、該当月における同時稼動の平均数を表示します。 

① 
② ③④

⑤
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対策ID一覧画面 
 

脆弱性対策定義を対策 ID ごとに一覧で表示します。このとき、表示する対象にノードグループと管理

ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループの脆弱性対策定義を対策 ID ごとに一覧で表示し

ます。 

 

 
 

 

 

① 

⑥ 

④

⑨

③

⑤ 



 

104 

対策 ID 一覧(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードの脆弱性対策定義を対策 ID ごとに一覧で表示します。 

 

 
 

 

上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- チェックボックスを表示します。 

- 「チェック対象外定義」列を表示します。 

- 「対処動作:ON」ボタン、「対処動作:OFF」ボタン、「対処動作:規定」ボタンを表示します。 

- 「対策 ID 一覧(管理ノード状態)」画面において「適用」ボタンを表示します。 

- 「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面において「適用対象」ボタン、および「非適用対象」ボ

タンを表示します。 

- 「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードへの適用」を表示します。 

・ 上記以外のユーザ 

- チェックボックスをチェックする事ができません。せん。 

- 「チェック対象外定義」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「対処動作:ON」ボタン、「対処動作:OFF」ボタン、「対処動作:規定」ボタンを表示しません。 

- 「適用対象」ボタン、「非適用対象」ボタンを表示しません。 

- 「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示します。 

 

① ノードグループ名 

この画面で脆弱性対策定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面で脆弱性対策定義を表示している管理ノードを表示します。 

 

⑨

② 

④

⑦ ⑧

③

⑤ 
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③ 対策定義バージョン 

現在適用されている対策定義ファイルのバージョン情報を表示します。 

 

④ 対策 ID 一覧 

脆弱性対策定義を対策 ID ごとに一覧で表示します。列名をクリックすることでその列の内容により

昇順/降順にソートできます。 

 
列名 説明 

チェックボックス 選択された対策 ID を操作対象にします。 

日付 定義が作成された日を表示します。 

種別 定義の種別を表示します。SiteShellが検出する攻撃の種別は「SiteShellが検知する攻撃

の種類」を参照してください。 

対策 ID 定義の ID を表示します。 

新版数 対策 ID の 新版数を表示します。 

対処動作 対策 ID ごとの現在の対処動作を表示します。 

未設定の場合、”既定”と表示します。 

管理ノード状態画面では、現在適用されているデフォルトの対処動作を”( )”内に表示し

ます。 

設定値の詳細に関しては「脆弱性対策設定ファイル」を参照してください。 

監査ログ この定義で検出された監査ログの件数を表示します。件数をクリックすると、「監査ログ一

覧」画面でこの定義により出力された監査ログを表示することができます。 

ディスクリプション この定義に一致する脆弱性の例を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の設定を表示します。 

リンクをクリックすると、「対策 ID 設定」画面を表示し、YES、NO の設定を行います。ま

た、この列は「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面の場合にのみ表示されます。

チェック対象外定義 既存ルールをクリックすると、「チェック対象外定義」画面を表示します。 

新規ルールをクリックすると、「チェック対象外定義」画面を表示した上で、「ルール追加/

編集」画面を表示します。 

 

背景色について 

定義の状態が未設定の場合、該当行の背景色が黄色で表示されます。 

また、運用管理ファイルに指定された値に基づき、過去指定日数以内に指定回数以上の攻撃を検

出した定義は、該当行の背景色が赤で表示されます。 

上記の赤と黄の両方の条件を満たした場合は、赤を優先し表示します。 

 

⑤ 操作ボタン 

チェックボックスで選択している「対策 ID」に対して操作を行います。 

 



 

106 

⑥ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

下記の画面を表示し、設定内容を適用させる管理ノードを選択することができます。 

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「対

策 ID 一覧(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対象｣を Y

ES としている設定を、選択した管理ノードの SiteShell に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対象｣を Y

ES としている設定を、ノードグループ内の全ての管理ノードの SiteShell

に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「対

策 ID 一覧(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑦ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバから脆弱性対策定義を取得します。 

 

⑧ 「適用」ボタン 

現在表示している管理ノードに各脆弱性対策の設定内容(ON・OFF・既定)を反映します。 

 

注) 適用時にエラーが発生した場合 

動作ログでエラーの原因を確認し、その原因を取り除いた上で、再度適用を行ってください。 

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 
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⑨ 絞込み 

表示する脆弱性対策定義にフィルタを行い、マッチしたもののみ表示します。 

 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間に作成された脆弱性対策定義を表示

します。いずれかのみの設定も可能です。入力はテキストボッ

クス右のボタンをクリックすると表示されるカレンダダイアログ

で行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示し

ます。 

「種別」セレクトボックス 表示する脆弱性対策定義の種別を選択します。 

選択できるのは、以下の 6 種類です。 

SQL、XSS、OSC、SF、PT、* 

「対策 ID」テキストボックス 表示する対策IDを入力します。 簡易正規表現をサポートしま

す。 

｢検索」ボタン 「開始日」「終了日」「種別」「対策 ID」で設定された内容で脆弱

性対策定義を表示します。 

「クリア」ボタン 「開始日」「終了日」「種別」「対策 ID」に入力されている値を消

去します。 

 

 



 

108 

チェック対象外定義画面 
 

脆弱性対策定義の対象外とするルールを指定するチェック対象外定義を設定します。このとき表示する

対象にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

チェック対象外定義(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループが持つチェック対象外定義(グループデフォルト)を

表示します。 

 

 
 

チェック対象外定義(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードが持つチェック対象外定義を表示します。 

 

 
 

 

上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

 

 

①
④ 

⑤

③ 

②

⑦ 

③ 

⑥④ 
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・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「ルール追加」ボタンを表示します。 

- 「Rule Name」列から該当ルールの編集を行うことができます。 

- 「チェック対象外定義(管理ノード状態)」画面において「適用」ボタンを表示します。 

- 「チェック対象外定義(グループデフォルト設定)」画面において「ノード適用対象」列から、ノード適

用対象の設定を変更できます。 

- 「チェック対象外定義(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードへの適用」を表示

します。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「ルール追加」ボタンを表示しません。 

- 「Rule Name」列がラベルで表示します。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「チェック対象外定義(グループデフォルト設定)」画面において「ノード適用対象」列から、ノード適

用対象の設定を変更することが出来ません。 

- 「チェック対象外定義(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示し

ます。 

 

① ノードグループ名 

この画面でチェック対象外定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でチェック対象外定義を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ ルール一覧 

現在定義されているチェック対象外を一覧表示します。 

 
列名 説明 

Rule Name ルール名を表示します。ルール名をクリックするとそのルールを編集する「ルー

ル追加/編集」画面に移動します。 

AttackType 攻撃の種別を表示します。 

Path このルールを適用するリクエストパスを表示します。 

Method このルールを適用する HTTP メソッドを表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

ラジオボタンで選択することで設定を変更できます。 

また、この列は「チェック対象外定義(グループデフォルト設定)」画面の場合にの

み表示されます。 

 

④ 「ルール追加」ボタン 

新たなルールを追加する「ルール追加/編集」画面に移動します。 
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⑤ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

下記の画面を表示し、設定内容を適用させる管理ノードを選択することができます。 

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの「チェック対象外定

義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

｢ノード適用対象｣を YES としている場合に、「チェック対象外定義(グ

ループデフォルト設定)」画面の設定を、選択した管理ノードの SiteShell

に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

｢ノード適用対象｣を YES としている場合に、「チェック対象外定義(グ

ループデフォルト設定)」画面の設定を、ノードグループ内の全ての管理

ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「チェック対象外定義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑥ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバからチェック対象外定義を取得します。 

 

⑦ 「適用」ボタン 

管理ノードにチェック対象外定義の設定内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

動作ログでエラーの原因を確認し、その原因を取り除いた上で、再度設定変更を行ってください。 

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 
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ルール追加/編集画面 
 

脆弱性対策定義の対象外とするルールを追加/編集します。 

ルールの詳細・指定例に関しては「チェック対象外定義ファイル」を参照してください。 

 

 
  

 

① ルール定義 

ルールに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

Rule Name 

【省略可】 

ルールの名前を入力します。20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が

使用できます。 

Attack Type 攻撃の種別を選択します。 

SiteShell Type 

【省略可】 

このルールを適用する SiteShell Type を入力します。100 文字以内で指定します。「Sit

eShell Type」には「IIS」、「Apache」、「NW-Type」の 3 種類を指定することができます。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

※Apache の仮想ホストに関しては「Apache」を指定してください。 

Method 

【省略可】 

このルールを適用する HTTP メソッドを入力します。100 文字以内で指定します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

Path 

【省略可】 

このルールを適用するリクエストパスを入力します。100 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

IP 

【省略可】 

このルールを適用する IP アドレスを入力します。 

また、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

NetMask 

【省略可】 

このルールを適用する IP アドレスをサブネット単位で指定する場合、ネットマスクを入

力します。 

指定方法は IPv4 ではマスク表記、およびビット数表記の両方で指定でき、IPv6 では

ビット数表記での指定ができます。 

Record このルールに該当するリクエストを監査ログに出力するかどうかを選択します。 

on を選択した場合、監査ログに出力し、off を選択した場合、監査ログに出力しない。 

①

④ 

② 

⑤ 

③

⑥ ⑦
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② 「パターン追加」ボタン 

新たなパターンを追加します。 

 

③ 「パターン削除」ボタン 

選択されているパターンを削除します。 

 

④ パターン一覧 

パターンを一覧表示します。列をクリックすると背景色が変わり選択状態となります。 

 
列名 説明 

Location チェック対象外とする要素の位置を選択します。 

Name 

【入力必須】 

ヘッダ名、またはパラメータ名を入力します。100 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

Value 

【省略可】 

チェック対象外とする値を入力します。1000 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

 

⑤ 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した値でルールを追加/変更します。 

 

⑥ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

⑦ 「キャンセル｣ボタン 

ルール追加/編集画面を閉じます。 
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ユーザルール定義画面 
 

ユーザが独自に脆弱性攻撃に対するルールを指定するユーザルール定義を設定します。このとき、表

示する対象にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります 

 

ユーザルール定義(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループが持つユーザルール定義(グループデフォルト)を

表示します。 

 

 
 

ユーザルール定義(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードが持つユーザルール定義を表示します。 

 

 
 

 

上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

 

①④ 

⑤

③ 

②

⑦ 

③ 

⑥④ 
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・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「レシピ追加」ボタンを表示します。 

- 「操作」列を表示し、「変更」、および「削除」を行うことができます。 

- 「ユーザルール定義(管理ノード状態)」画面において「適用」ボタンを表示します。 

- 「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードへの適用」を表示

します。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「レシピ追加」ボタンを表示しません。 

- 「操作」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示し

ます。 

 

① ノードグループ名 

この画面でユーザルール定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でユーザルール定義を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ レシピ一覧 

現在定義されているユーザルール定義を一覧表示します。 

 
列名 説明 

Recipe Name レシピ名を表示します。 

AttackType 攻撃の種別を表示します。 

Path このレシピを適用するリクエストパスを表示します。 

Description レシピの説明を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

また、この列は「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面の場合に

のみ表示されます。 

「変更」ボタン レシピを変更する「ユーザルール定義ファイル追加/編集」画面を表示します。 
操作 

「削除」ボタン 確認のメッセージが出た後、「削除」ボタンのある行のレシピを削除します。 

 

④ 「レシピ追加」ボタン 

新たなレシピを追加する「ユーザルール定義ファイル追加/編集」画面に移動します。 
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⑤ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

下記の画面を表示し、設定内容を適用させる管理ノードを選択することができます。 

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「ユーザルール定義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用

対象｣を YES としているレシピを、選択した管理ノードの SiteShell に

適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用

対象｣を YES としているレシピを、ノードグループ内の全ての管理

ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「ユーザルール定義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑥ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバからユーザルール定義を取得します。 

 

⑦ 「適用」ボタン 

管理ノードにユーザルール定義の設定内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

動作ログでエラーの原因を確認し、その原因を取り除いた上で、再度設定変更を行ってください。 

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 
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ユーザルール定義ファイル追加/編集画面 
 

ユーザが独自に脆弱性攻撃に対するルールを指定するユーザルール定義を追加/編集します。ユーザ

ルールの詳細・指定例に関しては「ユーザ定義ファイルの記述説明」を参照してください。 

また、本画面は追加/編集を行うレシピの対象にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによっ

て、表示される画面が異なります。 

 

 
 

(左) グループデフォルトとなるレシピ作成/編集画面       (右) 管理ノードに対するレシピ作成/編集画面 

 

 

① レシピ定義 

レシピに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

Recipe Name 

【入力必須】 

レシピの名前を入力します。20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用

できます。 

Attack Type 

【入力必須】 

攻撃の種別を入力します。20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用で

きます。 

Path 

【省略可】 

このレシピを適用するリクエストパスを入力します。100 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

省略した場合、全ての URL を対象とします。 

Description 

【省略可】 

レシピの説明を入力します。500 文字以内で入力します。 

ノード適用対象 グループデフォルトを適用する際に、レシピを適用する対象に含めるか否かを選択します。

本項目はグループデフォルトとなるレシピ作成/編集の場合にのみ表示されます。 

 

② 「ルールセット追加」ボタン 

脆弱性攻撃に対するレシピのルールを設定する「ルールセット追加/編集画面」画面を表示します。 

 

③ 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した内容のレシピを追加/更新します。 

 

④ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

⑤ 「キャンセル｣ボタン 

ユーザルール定義ファイル追加/編集をキャンセルし、画面を閉じます。 

 

① 

② 

③ ④ ⑤ 

① 

②

③ ④ ⑤ 
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ルールセット追加/編集画面 
 

脆弱性攻撃に対するレシピルールの詳細を設定するルールセットを追加/編集します。 

ルールセットで指定する値の詳細・指定例に関しては「ユーザ定義ファイルの記述説明」を参照してくださ

い。 

また、本画面は読み込んだルールを編集する際に、そのルールに「Decode 属性」が含まれていない場

合、表示される画面が異なります。 

 

 
 
(左) ルールの新規作成/Decode 属性有りのルール編集画面   (右) Decode 属性無しのルール編集画面 

 

 

① ルールセット定義 

ルールセットに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

RuleSet Name ルールセットの名前を入力します。20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダー

バー(_)が使用できます。 

Stage ルールセット処理対象を選択します。 

Content Type ルールセットの処理対象とする Content Type を指定します。100 文字以内の半角文

字が使用できます 

Condition 本ルールセット内で指定するルール要素間の関係を選択します。 

Action Name 本ルールセットにマッチした際の対処動作を選択します。 

Action Arg 以下の 3 つの条件に適した値を指定します。 

・ 「Action Name」で「forward」を選択した場合、遷移先の url を「～.html」の形式で

指定します。省略した場合、SiteShell のデフォルトのエラーページが指定されたも

のとして動作します。 

・ 「Action Name」で「replace」を選択した場合、サニタイジングのルールを指定しま

す。省略した場合はサニタイズ処理を行いません。 

※監査ログへの出力は行います。 

・ 「Action Name」で「encrypt」を選択した場合、暗号化のルールを指定します。省略

した場合は暗号化処理を行いません。 

・ 「Action Name」で「allow」を選択した場合、この値を使用しません。 

 

 

 

① 

② ③ 

④

⑤ ⑥ ⑦ 

① 

② ③

④

⑤ ⑥ ⑦ 



 

118 

② 「ルール追加」ボタン 

新たなルールを追加します。 

 

③ 「ルール削除」ボタン 

選択されているルールを削除します。 

 

④ ルール一覧 

ルールを一覧表示します。列をクリックすると背景色が変わり選択状態となります。 

 
列名 説明 

Operator ルールの正規表現式マッチ判断方法を以下の項目から選択します。 

・ regex：部分一致でマッチする場合、本ルールの判断結果を true とする。 

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時は選択不可) 

・ nregex：部分一致でマッチする場合、本ルールの判断結果を false とする。 

・ urlmatch：完全一致でマッチする場合、本ルールの判断結果を false とする。 

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時のみ選択可能) 

Rule Arg 

【入力必須】 

ルールのチェック対象を指定します。 

paramNames、paramValues、headers、accessPath、uri、filename、respbody のいずれかを指

定します。 

また、Stage 属性で「response」を選択している場合は respbody のみ指定可能であり、｢reque

st｣を選択している場合は respbody を指定することはできません。 

Rule Value 

【入力必須】 

チェックする値を入力します。1000 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

Decode 「Rule Value」で指定した値をチェックする前のデコード処理を指定します。 

U、H、M、I を指定でき、指定した順番でデコード処理を行います。 

  U : URL デコードを実施する。 

  H : HTML（数値文字参照）デコードを実施する。 

  M : マルチバイト除去を実施する。 

  I : 小文字化を実施する。 

※この列は SiteShell Ver1.5 以前のユーザルール定義ファイルのフォーマットではグレーア

ウトされ、指定する事はできません。 

Charset 「Decode」属性において「M(マルチバイト除去)」を実施する際の文字コードを指定します。 

Shift_JIS、EUC、UTF-8 のいずれかを指定します。 

※この列は SiteShell Ver1.5 以前のユーザルール定義ファイルのフォーマットではグレーア

ウトされ、指定する事はできません。 

 

⑤ 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した値でルールセットを追加/変更します。 

 

⑥ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

⑦ 「キャンセル｣ボタン 

ルールセット追加/編集画面を閉じます。 
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ノード設定画面 
 

ノード設定画面は「ノード設定(全般)画面」と「ノード設定(対策)画面」に別れます。 

「ノード設定(全般)画面」では、SiteShell の動作に関する設定を参照・変更します。 

「ノード設定(対策)画面」では、脆弱性対策に関する動作の設定を参照・変更します。 

いずれの画面においても、表示する対象にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、

表示される画面が異なります。 

 

ノード設定(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループの設定(グループデフォルト)を表示します。 

 

 
 

ノード設定(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードの設定を表示します。 

 

 
 

上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

① 

④

⑤

③

① 

② 
⑥

③ 

② 

④

⑦ 
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・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「操作」列を表示し、「変更」を行うことができます。 

- 「ノード設定(管理ノード状態)」画面において「適用」ボタンを表示します。 

- 「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードへの適用」を表示します。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「操作」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示します。 

 

① ノードグループ名 

この画面で表示しているノード設定のノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面で表示しているノード設定の管理ノード名を表示します。 

 

③ 「カテゴリ」セレクトボックス 

表示するプロパティのカテゴリを選択します。 

プロパティの詳細説明は「SiteShell動作定義ファイル」を参照してください。 

 

ノード設定(全般)画面： 
カテゴリ 説明 

すべて SiteShell 動作定義のうち「脆弱性対策」以外の全てのプロパティ 

基本動作 SiteShell フィルタ機能の基本的な動作に関するプロパティ 

ログ関連 SiteShell が出力するログに関するプロパティ 

その他 上記カテゴリ以外のプロパティ 

 

ノード設定(対策)画面： 
カテゴリ 説明 

すべて SiteShell 動作定義のうち「脆弱性対策」に関連する全プロパティ 

SQL インジェクション対策 SQL インジェクション対策の動作に関するプロパティ 

クロスサイトスクリプティング対策 クロスサイトスクリプティング対策の動作に関するプロパティ 

OS コマンドインジェクション対策 OS コマンドインジェクション対策の動作に関するプロパティ 

パストラバーサル対策 パストラバーサル対策の動作に関するプロパティ 

セッションハイジャック対策 セッションハイジャック対策の動作に関するプロパティ 

HTTP メソッド対策 HTTP メソッド対策の動作に関するプロパティ 

バッファオーバフロー対策(URL 長) バッファオーバフロー対策(URL 長) の動作に関するプロパティ 

バッファオーバフロー対策(非 ASCII) バッファオーバフロー対策(非 ASCII) の動作に関するプロパティ 

クロスサイトリクエストフォージェリー

対策 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策の動作に関するプロパティ 

パラメータ改竄対策 パラメータ改竄対策の動作に関するプロパティ 

URL パラメータ改竄対策 URL パラメータ改竄対策の動作に関するプロパティ 

Cookie 暗号化対策 Cookie 暗号化対策の動作に関するプロパティ 

強制的ブラウズ対策 強制的ブラウズ対策の動作に関するプロパティ 

エラーコード対策 エラーコード対策の動作に関するプロパティ 

IP フィルタリング IP フィルタリングの動作に関するプロパティ 

IP ブラックリスト IP ブラックリストの動作に関するプロパティ 
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④ ノード設定一覧 

現在、設定されているノード設定を一覧表示します。 

 
列名 説明 

プロパティ名 プロパティ名を表示します。 

プロパティ値 プロパティ値に現在設定されている値を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

本項目は「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面の場合にのみ表示

されます。 

説明 プロパティの説明を表示します。 

操作 「変更」ボタン プロパティ値を変更する画面を表示します。 

 

⑤ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

下記の画面を表示し、設定内容を適用させる管理ノードを選択することができます。 

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの 

「ノード設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対象｣を Y

ES としているプロパティを、選択した管理ノードの SiteShell に適用し

ます。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対象｣を Y

ES としているプロパティを、ノードグループ内の全ての管理ノードの

SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの 

「ノード設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑥ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバから SiteShell 動作定義を取得します。 
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⑦ 「適用」ボタン 

管理ノードに SiteShell 動作定義の設定内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

動作ログでエラーの原因を確認し、その原因を取り除いた上で、再度設定変更を行ってください。 

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 
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ノード設定編集画面 
 

ノードに設定する SiteShell 動作定義のプロパティ値を編集します。 

ノード設定編集画面には、大きく分けて「セレクトボックス」「テキストボックス」「複数指定」の 3 種類のタ

イプがあります。 

また、「セレクトボックス」と「テキストボックス」に関しては、設定変更を行う対象にノードグループと管理

ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

プロパティの詳細説明は「SiteShell動作定義ファイル」を参照してください。 

 

（セレクトボックスタイプ） 

 
(左) グループデフォルトとなるノード設定編集画面           (右) 管理ノードに対するノード設定編集画面 

 

（テキストボックスタイプ） 

 
(左) グループデフォルトとなるノード設定編集画面           (右) 管理ノードに対するノード設定編集画面 

 

 

① 

④ ⑤ ⑥ 

① 

④ ⑤ ⑥

① 

④ ⑤ ⑥ 

① 

④ ⑤ ⑥
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（複数指定タイプ） 

 
 

 

① プロパティ編集画面 
項目名 説明 

プロパティ名【編集不可】 現在編集対象となっているプロパティ名を表示します。 

番号 複数指定タイプのみに存在し、同じプロパティ指定時にユニークな番号を選択しま

す。この時、番号の昇順が、そのプロパティの優先順となります。 

プロパティ値 プロパティに設定する値を入力、または選択します。 

初期画面では現在設定されているプロパティ値を表示します。 

説明【編集不可】 各プロパティの説明を表示します。 

※複数指定タイプでは、グループデフォルトの設定値と管理ノードごとの設定値は別々に保持され

ます。この時、管理ノードごとの設定値はグループデフォルトの設定値よりも優先順位が高くなり

ます。 

 

② 「追加」ボタン 

プロパティを新たに追加します。この時「番号」は未使用の内、 も小さい値が割り振られます。 

 

③ 「削除」ボタン 

選択しているプロパティを削除します。 

 

④ 「変更」ボタン 

入力した設定内容を適用します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を、現在設定している値に戻します。 

 

⑥ 「キャンセル」ボタン 

プロパティの編集をキャンセルし、ノード設定編集画面を閉じます。 

 

① 
② ③

④ ⑤ ⑥
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エラーページ設定画面 
 

SiteShell が出力するエラーページの設定を行います。このとき、表示する対象にノードグループと管理

ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

エラーページ設定(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループが持つエラーページ(グループデフォルト)を表示し

ます。 

 
 

エラーページ設定(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードが持つエラーページを表示します。 

 
 

 

上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

 

①
④ 

⑦ 

⑥

⑤

⑧

⑨

⑩ 

②
③

⑥

⑤④ 

⑦ ⑧

⑨
⑪ 
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・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「エラーページ追加」ボタンを表示します。 

- 「URI 追加」ボタンを表示します。 

- 「操作」列に、「変更」ボタン、および「削除」ボタンを表示します。 

- 「エラーページ設定(管理ノード状態)」画面において「適用」ボタンを表示します。 

- 「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードへの適用」を表示し

ます。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「エラーページ追加」ボタンを表示しません。 

- 「URI 追加」ボタンを表示しません。 

- 「操作」列に、「表示」ボタンを表示します。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示しま

す。 

 

① ノードグループ名 

この画面でエラーページ設定を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でエラーページ設定を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバからエラーページ設定の内容を取得します。 

 

④ 「エラーページ追加」ボタン 

新たなエラーページを追加する「エラーページ追加/編集」画面に移動します。 

 

⑤ 「パス別エラーページ設定」リンク 

パス別エラーページ設定の先頭に移動します。 

 

⑥ エラーページ一覧 

現在定義されているエラーページ設定を一覧表示します。 
列名 説明 

エラーページ名 エラーページ名を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

また、この列は「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面の場

合にのみ表示されます。 

「変更」ボタン エラーページを変更する「エラーページ追加/編集」画面を表示します。 

「削除」ボタン 確認のメッセージが出た後、「削除」ボタンのある行のエラーページ設定

を削除します。 
操作 

「表示」ボタン 現在設定されているエラーページ設定を表示します。 

 

⑦ 「URI 追加」ボタン 

パス別エラーページを設定する「パス別エラーページ設定」画面に移動します。 

 

⑧ 「エラーページ一覧」リンク 

エラーページ一覧の先頭に移動します。 
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⑨ パス別エラーページ一覧 

現在設定されているパス別エラーページ設定を一覧表示します。 
列名 説明 

URI.No 対象のパス別エラーページ設定の優先順位を表示します。 

URI 指定のエラーページを表示する対象となる URI を表示します。 

「変更」ボタン 「URI」列が「デフォルト」の場合、デフォルトとなるエラーページを設定する「デ

フォルトエラーページ設定」画面に移動します。 

「デフォルト」以外はパス別エラーページを設定する「パス別エラーページ設定」

画面に移動します。 

「削除」ボタン 確認のメッセージが出た後、「削除」ボタンのある行のパス別エラーページ設定

を削除します。 

操作 

「表示」ボタン 現在設定されているパス別エラーページ設定を表示します。 

 

⑩ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

下記の画面を表示し、設定内容を適用させる管理ノードを選択することができます。 

 
 

 
項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「エラーページ設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面の、パス別エラー

ページ設定、および｢ノード適用対象｣を YES としている設定を、選択

した管理ノードの SiteShell に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面の、パス別エラー

ページ設定、および｢ノード適用対象｣を YES としている設定を、ノー

ドグループ内の全ての管理ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「エラーページ設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 
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⑪ 「適用」ボタン 

管理ノードにエラーページ設定の内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

動作ログでエラーの原因を確認し、その原因を取り除いた上で、再度設定変更を行ってください。 

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 
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エラーページ追加/編集画面 
 

SiteShell が出力するエラーページを追加/編集します。また、本画面は追加/編集を行うエラーページ設

定の対象にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 
 
(左) グループデフォルトとなるエラーページ作成/編集画面   (右) 管理ノードに対するエラーページ作成/編集画面 

 

 

① エラーページ設定 

エラーページに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

エラーページ名 

【入力必須】 

エラーページの名前を「～.html」の形式で入力します。20 文字以内の半角英

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

ノード適用対象 グループデフォルトを適用する際に、本エラーページを適用する対象に含める

か否かを選択します。 

本項目はグループデフォルトとなるエラーページ作成/編集の場合にのみ表示

されます。 

エラーページの入力内容 エラーページの内容を入力します。16384 字以内で入力します。 

 

② 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した内容のエラーページを追加/変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

④ 「キャンセル｣ボタン 

エラーページ追加/編集画面を閉じます。 

 

①

② ③ ④ 

①

② ③ ④
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デフォルトエラーページ設定/パス別エラーページ設定画面 
 

SiteShell が出力するエラーページをパス別に設定します。また、デフォルトエラーページ設定画面は追

加/編集を行うエラーページ設定の対象にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、表

示される画面が異なります。 

 

 
(左)グループデフォルトとなるデフォルトエラーページ設定画面 (右)管理ノードに対するデフォルトエラーページ設定画面 

 

    
 
       パス別エラーページ設定画面 

 

 

① デフォルトエラーページ設定/パス別エラーページ設定 

デフォルトエラーページ設定/パス別エラーページ設定に関する各種情報を編集します。 
項目名 説明 

URI.No プロパティ指定時にユニークな番号を選択します。この時、番号の昇順が、プロ

パティの優先順となります。 

URI 指定したエラーページを表示する対象となるパスを指定します。簡易正規表現

をサポートします。 

ノード適用対象 グループデフォルトを適用する際に、本エラーページを適用する対象に含める

か否かを選択します。 

本項目はグループデフォルトとなるデフォルトエラーページ設定の場合にのみ表

示されます。 

エラーページ

の種別 

エラーページを出力する条件を表示します。 

 error：リクエストで攻撃を検知しエラーページに遷移する際に表示する。 

 errorCode：エラーコード対策でエラーページに遷移する際に表示する。 

 errorResp：レスポンスで攻撃を検知しエラーページに遷移する際に表示する。

エラーページ

の指定 

エラーページ 「URI」に指定した正規表現式にマッチした場合に表示するエラーページを、登録

しているエラーページ設定ファイルの中から選択します。 

 

 

①

② ③ ④ 

① 

② ③ ④

①

② ③ ④ 
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② 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した内容のエラーページを追加/変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

④ 「キャンセル｣ボタン 

デフォルトエラーページ設定/パス別エラーページ設定画面を閉じます。 
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IPブラックリスト画面 
 

IP フィルタリング機能でブロックする IP ブラックリストを設定します。このとき、表示する対象にノードグ

ループと管理ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループが持つ IP ブラックリスト(グループデフォルト)を表

示します。 

 

 
 

IP ブラックリスト(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードが持つ IP ブラックリストを表示します。 

 
 

 

上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

 

 

① 

⑨

⑪ 

⑧

⑩ 

⑦

③ ②

⑥⑤ 

④

⑧ 

⑦

⑨ 
⑩
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・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- チェックボックスをチェックすることが出来ます。 

- 「追加」「削除」「拒否します」「既定」「ログ：ON」「ログ：OFF」ボタンを表示します。 

- 「IP ブラックリスト(管理ノード状態)」画面において「適用」ボタンを表示します。 

- 「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードへの適用」を表示しま

す。 

・ 上記以外のユーザ 

- チェックボックスをチェックする事ができません。 

- 「追加」「削除」「拒否します」「既定」「ログ：ON」「ログ：OFF」ボタンを表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示します。 

 

① ノードグループ名 

この画面でエラーページ設定を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でエラーページ設定を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ デフォルト動作 

「対処動作」が既定である IP ブラックリストの動作を表示します。 

 

④ 絞込み 

表示するIPブラックリストにフィルタを行い、マッチしたもののみ表示します。「IPアドレス」テキストボッ

クスには 簡易正規表現を使用できます。 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間に追加された IP ブラックリストを表示しま

す。いずれかのみの設定も可能です。入力はテキストボックス右の

ボタンをクリックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示します。

「IP アドレス」テキストボックス IP ブラックリストの IP アドレスを入力します。 

「対処動作」セレクトボックス 対処動作を選択します 

「追加種別」セレクトボックス 追加種別を選択します 

「ログ出力」セレクトボックス ログ出力を選択します 

「検索」ボタン 上記のテキストボックス、セレクトボックスで指定した範囲の IP ブ

ラックリストを表示します。 

「クリア」ボタン 上記のテキストボックス、セレクトボックスに入力された値を消去しま

す。 

 

⑤ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバから IP ブラックリスト設定を取得します。 
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⑥ 「適用」ボタン 

管理ノードに IP ブラックリスト設定の内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

動作ログでエラーの原因を確認し、その原因を取り除いた上で、再度設定変更を行ってください。 

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 

 

⑦ 表示件数 

1 ページに表示する IP ブラックリストの個数を選択します。 

 

⑧ IP ブラックリスト一覧 

現在設定されている IP ブラックリストの設定を一覧表示します。 
列名 説明 

チェックボックス 操作対象となる IP ブラックリストをチェックします。 

IP アドレス 対象となる IP アドレスを表示します。 

対処動作 対処動作を表示します。「既定」の場合デフォルト動作の設定に従って

動作します。 

ログ出力 該当 IP アドレスをブロックした際にログ出力をするか否かの状態を表示

します。 

追加時刻 該当 IP アドレスが IP ブラックリストに追加された時刻を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

また、この列は「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面の場合

にのみ表示されます。 

追加種別 追加種別を表示します。 

自動：自動生成された設定の場合 

手動：管理ノードごとに設定した場合 

共通：グループデフォルトとして設定された値 

 

⑨ ページジャンプコントロール 

表示している監査ログ一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に 後のページを表示している場合は選択できません。 

「 後へ」リンク 後のページを表示します。 

既に 後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下する

と、入力したページを表示します。 

ページ番号入力枠には半角数字の正整数を入力します。 
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⑩ 操作ボタン 

IP ブラックリストの設定するボタンです。 
列名 説明 

「追加」ボタン 新規で IP ブラックリストに IP アドレスを追加する「IP アドレス追加」画面

に移動します。 

「削除」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスの設定を削除します。 

「拒否」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスの対処動作を「拒否」に変更

します。 

「既定」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスの対処動作を「既定」に変更

します。 

「ログ：ON」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスのログ出力の状態を「ON」に

変更します。 

「ログ：OFF」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスのログ出力の状態を「ON」に

変更します。 

「適用対象」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスのノード適用対象を「YES」に

変更します。 

「非適用対象」ボタン チェックボックスで選択している IP アドレスのノード適用対象を「NO」に

変更します。 

 

⑪ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

下記の画面を表示し、設定内容を適用させる管理ノードを選択することができます。 

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「I

P ブラックリスト(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対

象｣を YES としている IP ブラックリストを、選択した管理ノードの Site

Shell に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対

象｣を YES としている IP ブラックリストを、ノードグループ内の全ての

管理ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「I

P ブラックリスト(管理ノード状態)」画面に移動します。 
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IPアドレス追加画面 
 

IP ブラックリストに、新たに IP アドレスを追加します。また、本画面は追加を行う IP ブラックリストの対象

にノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

 
 
   (左) グループデフォルトとなる IP アドレス追加画面       (右) 管理ノードに対する IP アドレス追加画面 

 

 

① IP アドレス設定 

IP ブラックリストに追加する IP アドレスに関する各種情報を入力します。 
項目名 説明 

IP アドレス 

【入力必須】 

IP ブラックリストに追加する IP アドレスを入力します。 

IPv4 と IPv6 の両方で指定でき、「IP アドレス/ネットマスク」の形で指定すること

で、サブネット単位の指定も可能です。 

ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マスク表記またはビット数表記が指定で

き、IPv6 形式の場合はビット数表記のみ指定できます。 

(例：IPv4) 

「192.168.0.1」「192.168.1.0/255.255.255.0」「192.168.2.0/24」 

(例：IPv6) 

「2001:db8:1::1」「2001:db8:2::/48」 

 

※ネットマスク指定を利用する場合は、複数の設定にマッチする IP アドレスが無い

ように設定してください。もし、複数の設定にマッチする IP アドレスからのリクエスト

を検知した場合、どちらの設定が優先されるかは不定です。 

「 対 処 動 作 」 セ レ ク ト

ボックス 

対象となる IP アドレスの対処動作を選択します。 

 拒否：拒否します。 

 既定：デフォルト動作に従って動作します。 

「ログ出力」セレクトボッ

クス 

対象となる IP アドレスからのリクエストを検知した際に、ログ出力するか否かを選

択します。 

 YES：出力する 

 NO ：出力しない 

ノード適用対象 グループデフォルトを適用する際に、本エラーページを適用する対象に含めるか否

かを選択します。 

本項目はグループデフォルトとなる IP アドレス追加の場合にのみ表示されます。 

 

② 「追加」ボタン 

この画面で入力した内容を IP ブラックリストに追加します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

④ 「キャンセル｣ボタン 

IP アドレス追加画面を閉じます。 

① 

② ③ ④ 

① 

② ③ ④
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その他の機能 

 

稼動状況監視機能 
 

運用管理コンソールで複数の管理ノードを集中管理する機能の１つです。 

本機能により、運用管理コンソールの「メイン画面」で表示するノード一覧ペインで、自動で登録した管理

ノードの状態を確認できます。また「稼動履歴画面」では日ごとの同時稼動 大数を確認できます。 

 

管理ノードの稼動状況を監視するコンポーネントは、運用管理コンソールに管理ノードを登録する方法に

より異なります。 

・ 「手動での登録」の場合 ： 

運用管理コンソールが定期的に SiteShell サービスに接続することで稼動状態を収集します。 

・ 「自動での登録」の場合 ：  

運用管理サービスと SiteShell サービスが相互に接続することで稼動状態を収集します。 

新の稼動状態は運用管理コンソール「メイン画面」のノード一覧ペインから参照できます。 

 

 稼動数について 

運用管理コンソール、および運用管理サービスは稼動状況確認処理を行う度に、その時点の稼

動台数をカウントし、稼動状況確認データとして記録します。 

記録した稼動状況確認データから、運用管理コンソールの「稼動履歴画面」上で、日ごとの 大数

を、参照することができます。 

以下に稼動数のカウント方法を記載します。 

 

① 記録した稼動状況確認データからマシン台数をカウントする。 

② Apache の仮想ホストを利用している場合は、主サーバ 1 台とカウントし、仮想ホストはカ

ウントしない。 

③ NW 型を利用している場合は、一つの NW 型に含まれる全ての仮想 Web サイトをまとめ

て 1 台とカウントします。 
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情報通知機能 
 

運用管理コンソールには情報通知機能があり、以下の情報を通知することができます。 

・脆弱性攻撃の検出状況 

・脆弱性対策パッケージの自動更新状況 

 

また、情報通知の方法には、以下の 2 通りの方法があります。 

・メール送信による通知 

・syslog、またはイベントビューアへのログ出力による通知 

 

情報通知機能を使用するには、運用管理コンソールのコンソール定義画面からプロパティを設定する必

要があります。詳細については「運用管理コンソール動作定義」を参照してください。 

 

また、メール送信による通知方法を用いる場合、通知先メールアドレスは、運用管理コンソールの ユー

ザ追加画面で登録したメールアドレスとなります。 

 

以下、各情報通知機能について、通知条件と通知内容を説明します。 

 

脆弱性攻撃の検出状況通知 

 

通知条件として、以下の 4 種類を指定できます。 

通知条件 設定項目 説明 

指定時刻 report.Time 毎日、指定時刻に攻撃状況を通知します。攻撃がな

かった場合も指定時刻に通知します。 

初回攻撃 report.AttackFirstTime 初めて管理ノードに対する攻撃を検出した時に通知し

ます。 

攻撃タイプ report.AttackType 指定の攻撃タイプを検出した時に通知します。通知内

容には指定攻撃タイプの情報だけが通知されます。 

攻撃頻度 report.AttackFrequency 一定の時間に指定件数以上の攻撃を検出した時に

通知します。 

 

これらの通知条件の指定は、お互い独立しています。例えば、report.AttackType=3(XSS)を指定し、

report.AttackFrequency=30/60 を指定した場合、攻撃タイプに関わらず 1 時間あたり 30 件以上の

攻撃を検出すると通知します。また、XSS 攻撃に対しては、1 件でも検出すると通知します。 

 

なお、これらの情報通知契機は、実際に攻撃されたタイミングより遅れることがあります。これは、運

用管理コンソールが SiteShell 本体の監査ログを取得したタイミングに依存することによります。 

 

設定項目の詳細については「運用管理コンソール動作定義」を参照してください。 
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・ 通知される内容の一例を以下に示します。 

 

管理者へのメール送信による情報通知 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がない場合) 

Subject： 【SiteShell】攻撃検出数 : 0 件（YYMMDD_HH:MM） 

 

□本文 

SiteShell が管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しませんでした。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がある場合) 

Subject： 【SiteShell】攻撃検出数 : 389 件（YYMMDD_HH:MM） 

 

□本文 

SiteShell が管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しました。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

     

  検出件数： 389 

  攻撃内容： 

    攻撃検出時間：(YYYY/MM/DD HH:MM-YYYY/MM/DD HH:MM) 

    攻撃種類： 

          SQL : 389 

     

詳細は SiteShell の運用管理コンソールにより内容を確認してください。 
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syslog、またはイベントビューアへのログ出力による通知 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がない場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [CollectDataAndSendMail] INFO 【SiteShel

l】攻撃検出数 : 0 件（YYMMDD_HH:MM） 

 

SiteShell が管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しませんでした。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がある場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [Thread-N] WARN 【SiteShell】攻撃検出数

 : 389 件（YYMMDD_HH:MM） 

SiteShell が管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しました。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

     

  検出件数： 389 

  攻撃内容： 

    攻撃検出時間：(YYYY/MM/DD HH:MM-YYYY/MM/DD HH:MM) 

    攻撃種類： 

          SQL : 389 

     

詳細は SiteShell の運用管理コンソールにより内容を確認してください。 
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脆弱性対策パッケージの自動更新状況通知 

 

以下の設定が on の場合、オンライン自動更新の処理結果を通知します。 

設定項目 説明 

report.USStatus オンライン自動更新の処理結果を通知します。 

 

設定項目の詳細については「運用管理コンソール動作定義」を参照してください。 

なお、本情報通知契機は、実際に自動更新を実施した時刻より遅れることがあります。これは、運

用管理コンソールが SiteShell 本体の更新サービス状態ログを取得したタイミングに依存することに

よります。 

 

・ 通知される内容の一例を以下に示します。 
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管理者へのメール送信による情報通知 

 

(自動更新が成功した場合) 

Subject: 【SiteShell】更新サービス成功の通知 

 

□本文 

脆弱性対策ファイルの更新に成功しました。 

 

管理サーバー： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：IIS 

イベント情報： 

    発生モジュール：SiteShell 本体 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

------------------------------------------------------------------ 

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Success][current:20090901001][latest:20090901001]

Vulnerability Protection Pack has been updated successfully. 

------------------------------------------------------------------ 

 

(自動更新が失敗した場合) 

Subject: 【SiteShell】更新サービス失敗の通知 

 

□本文 

脆弱性対策ファイルの更新に失敗しました。 

 

管理サーバー： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：Apache 

イベント情報： 

    発生モジュール：OnlineUpdateService 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

------------------------------------------------------------------ 

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Fail][current:20090708001][latest:20090901001] 脆弱

性対策定義ファイルのダウンロードに失敗しました。 

サーバに接続できませんでした、ネットワークを確認してください。 

------------------------------------------------------------------ 

詳細は、更新サービス状態ログを確認してください。 

 

 



 

143 

syslog、またはイベントビューアへのログ出力による通知 

 

(自動更新が成功した場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [CollectDataAndSendMail] INFO 脆弱性対策

ファイルの更新に成功しました。 

 

管理サーバー： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：IIS 

イベント情報： 

    発生モジュール：SiteShell 本体 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

------------------------------------------------------------------ 

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Success][current:20090901001][latest:20090901001]

Vulnerability Protection Pack has been updated successfully. 

【SiteShell】更新サービス成功の通知 

 

(自動更新が失敗した場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [CollectDataAndSendMail] WARN 脆弱性対策

ファイルの更新に失敗しました。 

 

管理サーバー： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：Apache 

イベント情報： 

    発生モジュール：OnlineUpdateService 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

------------------------------------------------------------------ 

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Fail][current:20090708001][latest:20090901001] 脆弱

性対策定義ファイルのダウンロードに失敗しました。 

サーバに接続できませんでした、ネットワークを確認してください。 

 

------------------------------------------------------------------ 

詳細は、更新サービス状態ログを確認してください。 

【SiteShell】更新サービス失敗の通知 
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データベースのバックアップ/リストア 
 

バックアップ 

下記のツールを使用すると、データベース内のデータを CSV ファイルに出力します。 

・ファイル名 

 backup.jar 

・ファイルパス 

 <運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\backup.jar 

 

・ 使い方 

1. ツールを実行する前に、運用管理コンソールサービス(SiteShellConsoleService)、および運用

管理サービス(SiteShellOMService)を停止します。 

※サービスの起動/停止方法については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」を参照してく

ださい。 

 

2. 『<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF』に移動し、backup.jar を

実行します。以下にコマンド例を示します。 

> java -jar backup.jar 

     



 

145 

3. ツールを実行すると、ツールの配置フォルダに csv フォルダが作成され、その配下に、下記の CSV

ファイルが作成されます。 

 
     

4. 運用管理コンソールサービス(SiteShellConsoleService) 、および運用管理サービス(SiteShellOMSer

vice)を起動します。 

 

 

・accessLog.csv 

・action.csv 

・attackLog1.csv (attackLog1.csv、attackLog2.csv ... と複数作成される場合があります。) 

・consoleconf.csv 

・groupconf.csv 

・grouperrorpage.csv 

・groupipblacklist.csv 

・grouprecipe.csv 

・ignorePattern.csv 

・nodeaction.csv 

・nodeconf.csv 

・nodeerrorpage.csv 

・nodeipblacklist.csv 

・nodeGroup.csv 

・nodeG_Action.csv 

・nodeingorepattern.csv 

・noderecipe.csv 

・noderule.csv 

・recipe.csv 

・reciperule.csv 

・reciperuleset.csv 

・rule.csv 

・serverStatusLog.csv  

・user.csv 

・userGroup.csv 

・userG_nodeG.csv 

・user_UserG.csv 

・USStatusLog.csv 

・webAPInfo.csv 

・webapstatus.csv 
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リストア 

下記ツールを使用することで、バックアップデータでデータベースをリストアします。 

・ファイル名 

 restore.jar 

・ファイルパス 

 <運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\restore.jar 

 

・ 使い方 

1. ツールを実行する前に、運用管理コンソールサービス(SiteShellConsoleService)を停止します。 

 

2. 『<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF』配下にバックアップで作

成した csv フォルダを配置します。 

 

3. 『<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF』に移動し、restore.jar を

実行します。以下にコマンド例を示します。 

> java -jar restore.jar 

     

4. 運用管理コンソールサービス(SiteShellConsoleService)を起動します。 
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コマンドライン運用機能 
 

運用管理コンソールは、コマンドラインから SiteShell の全ての設定を変更することができる、コマンドライ

ン運用機能を持っています。この機能は、以下のファイルから利用することでできます。 

 

・ Windows ：  

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/SSConsole.bat 

・ Linux    ：  

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/SSConsole.sh 

※Linux の場合、運用管理コンソールの zip ファイル展開後、SSConsole.sh に実行権

を与えてください。 

 

また、この 2 つのファイルは java で実装されたプログラムを使用しているため、JDK(または JRE)が必要

です。JDK(または JRE)は、「<運用管理コンソールインストールフォルダ>/setupInfo.properties」の JAVA

_HOME 変数に指定されているパスのものを利用します。 

そのため、以下のいずれかの方法でパスを設定する必要があります。 

 

・ 運用管理コンソールのセットアップを行う。 

※詳細は「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」の「第 3.3 章 運用管理コンソール

の導入」を参照してください。 

 

・ 直接「<運用管理コンソールインストールフォルダ>/setupInfo.properties」を編集する。 

※編集例を以下に示します。 

JAVA_HOME= C:\Program Files\Java\jre6 

   

 

コマンドライン運用機能の成功/失敗の判断 

コマンドライン運用機能におけるコマンドの実行結果の判断は戻り値で確認することができます。コマ

ンド実行が成功した場合は、戻り値 0 が返却されます。失敗した場合は、エラーメッセージ出力され、0

以外の戻り値が返却されます。 

 

また、コマンドの実行に失敗した場合以下の場所にログが出力されますので確認してください。 

 

・ コマンド実行時のエラーログ出力場所： 

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/logs/SSConsoleCommandX.log 

(「X」はローテーション時の通し番号) 
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コマンドの使用方法 

コマンドラインから SiteShell の設定を変更するには、以下の 2 種類の方法があります。 

・ 設定ファイル全体を一括で設定する方法 

・ 設定ファイル内のプロパティごとに設定する方法 

 

コマンドライン運用機能では、設定方法によってコマンドの引数が変わります。 

以下にそれぞれについて説明します。 

 

<< 設定ファイル全体を一括で設定する方法 -説明- >> 

設定ファイル全体を設定する場合の基本的な流れを以下に記載します。 

1. 対象となる SiteShell の現在の設定ファイルを取得する。 

2. 取得した設定ファイルを編集する。 

3. 編集した設定ファイルを対象となる SiteShell に適用する。 

 

これらの操作を実行するためのコマンドの形式を以下に記載します。 

( Windows ) 

> SSConsole.bat ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Web サイト名] {setfile|getfil

e|delfile} ファイル識別名 [ローカルファイル名] 

( Linux ) 

# SSConsole.sh ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Web サイト名] 

{setfile|getfile|delfile} ファイル識別名 [ローカルファイル名] 

 

それぞれのオプションについて説明します。 
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表 7 コマンドライン運用のオプション詳細（一括で設定） 

オプション名 指定値 説明 
ホスト名 IP アドレス、またはドメイ

ン名と、ポート番号を指

定します。 

指定必須オプション。 

設定変更対象となる、SiteShell サーバの IP アドレス、また

はドメイン名と、ポート番号を指定します。 

IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

ポート番号は省略可能です。 

ポート番号を省略した場合、SiteShell のデフォルト値であ

る 9434 番を指定されたものとして動作します。 

 

例) 

(IP アドレス) 

『192.168.123.45:9434』、『[2001:db8:1::1]:1234』 

(ドメイン名) 

siteshellserver 

仮想ホスト名 仮想ホスト名を指定しま

す。 

Apache 版の仮想ホストごとに設定している場合でのみ、

指定必須オプション。 

設定変更を行う対象となる、仮想ホスト名を指定します。 

仮想 Web サイト名 仮想 Web サイト名を指

定します。 

NW 型の SiteShell でのみ、指定必須オプション。 

設定変更を行う対象となる、仮想 Web サイト名を指定しま

す。 

{setfile|getfile|delfile} 実行する操作として、以

下のいずれかを指定しま

す。 

・ setfile 

・ getfile 

・ delfile 

指定必須オプション。 

設定ファイルに対する操作を指定します。 

・ setfile：ローカルファイルの内容を、SiteShell の設定ファ

イルに上書きします。 

・ getfile：SiteShell の設定ファイルの内容をローカルファイ

ルに上書きします。 

指定したローカルファイルが存在しない場合、新

規でファイルを作成します。 

・ delfile：SiteShell の設定ファイルを削除します。 

ファイル識別名 操作対象となる設定ファ

イル名を指定します。 

指定必須オプション。 

操作対象となる SiteShell の設定ファイル名を指定します。

指定可能なファイル名を以下に示します。 

・ configuration.properties 

・ recipeList.properties 

・ ipBlackList.properties 

・ nonAttackRecipe.xml 

・ エラーページ設定ファイル 

→ 『*.html』 (*は任意の英数字) 

・ ユーザルール定義ファイル 

→ 『*.xml』 (*は任意の英数字） 

ローカルファイル名 取得した設定ファイルの

保存先、または適用元

のファイルのパスを指定

します。 

「setfile」、「getfile」を指定した場合は指定必須オプション。

「 getfile 」 時 に は 取 得 し た 設 定 フ ァ イ ル の 保 存 先 を 、

「setfile」時には適用元となるファイルのパスを指定します。

絶対パス、相対パスのどちらも指定可能。 

 

「delfile」を指定した場合、このオプションは不要。 

 

 



 

150 

<< 設定ファイル全体を一括で設定する方法 -使用例- >> 

上記コマンドの使用例を説明します。 

 

 setfile オプション、および getfile オプションの使用例 

setfile オプション、および getfile オプションの使用方法を、以下の環境、および設定を例に説明しま

す。 

 

(想定環境) 

SiteShell サーバマシンのドメイン名 ：siteshellserver:1234 

SiteShell の種類   ：IIS 版 

変更対象とする設定ファイル種類 ：recipeList.properties (脆弱性対策設定ファイル) 

取得する設定ファイルの保存先 ：D:\SettingFolder\setting_recipe.txt 

(設定内容) 

脆弱性対策設定ファイルの設定内容を変更します。 

 

使用例 

1. 脆弱性対策設定ファイルの取得 (getfile オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、現在 SiteShell に適用されている脆弱性対策設定ファイ

ルの内容を取得します。 

( コマンド例 ) 

> SSConsole.bat siteshellserver:1234 getfile recipeList.properties D:\Se

ttingFolder\setting_recipe.txt 

 

2. 脆弱性対策設定ファイルの編集 

エディタを使用して、取得したファイル(setting_recipe.txt)の中身を編集します。脆弱性対策設定

ファイルの編集に関しては「脆弱性対策設定ファイル」を参照してください。 

 

3. 脆弱性対策設定ファイルの適用 (setfile オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、編集した内容を SiteShell の脆弱性対策設定ファイルとし

て適用します。 

( コマンド例 ) 

> SSConsole.bat siteshellserver:1234 setfile recipeList.properties D:\Se

ttingFolder\setting_recipe.txt 

 

以上で、脆弱性対策設定ファイルの設定内容の変更は完了です。 

コマンド実行時はコマンド入力画面にエラーが出力されていない事を確認してください。 
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 delfile オプションの使用例 

getfile オプションの使用方法を、以下の環境、および設定を例に説明します。 

 

(想定環境) 

SiteShell サーバマシンのドメイン名 ：siteshellserver:9434 

SiteShell の種類   ：Apache 版(Linux) 

削除を行う設定ファイル種類  ：UserRule.xml (ユーザルール定義ファイル)  

(設定内容) 

既に定義済みの UserRule.xml を削除します。 

 

使用例 

1. ユーザルール定義ファイルの削除 (delfile オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、指定したユーザルール定義ファイルを削除します。 

( コマンド例 ) 

> SSConsole.bat siteshellserver delfile UserRule.xml 

 

以上で、ユーザルール定義ファイルの削除は完了です。 

コマンド実行時はコマンド入力画面にエラーが出力されていない事を確認してください。 
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<< 設定ファイル内のプロパティごとに設定する方法 -説明- >> 

設定ファイル内のプロパティごとに値を設定する場合は、以下の操作を行います。 

・ 対象となるプロパティの現在の設定値を確認する。 

・ 指定した設定値を対象のプロパティに適用する。 

・ 設定しているプロパティを削除する。(デフォルト値に戻す) 

 

これらの操作を実行するためのコマンドの形式を以下に記載します。 

( Windows ) 

> SSConsole.bat ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Web サイト名] {getprop|setpro

p|delprop} ファイル識別名 プロパティ名[=プロパティ値] 

( Linux ) 

# SSConsole.sh ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Web サイト名] 

{getprop|setprop|delprop} ファイル識別名 プロパティ名[=プロパティ] 

 

それぞれのオプションについて説明します。 

※以下の 3 つのオプションの説明に関しては、「表 7 コマンドライン運用のオプション詳細（一括で

設定）」をご参照ください。 

・ ホスト名 

・ 仮想ホスト名 

・ 仮想 Web サイト名 
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表 8 コマンドライン運用のオプション詳細（プロパティごとに設定） 

オプション名 指定値 説明 
{setprop|getprop|delpro

p} 

実行する操作として、

以下のいずれかを指定

します。 

・ setprop 

・ getprop 

・ delprop 

指定必須オプション。 

設定ファイルに対する操作を指定します。 

・ setprop：指定した設定値を SiteShell のプロパティに

適用します。 

・ getprop：現在設定されているプロパティの設定値を

取得します。 

・ delprop：プロパティを削除します。 

ファイル識別名 操 作 対 象 と な る 設 定

ファイル名を指定しま

す。 

指定必須オプション。 

操作対象となる SiteShell の設定ファイル名を指定しま

す。 

指定可能なファイル名を以下に示します。 

・ configuration.properties 

・ recipeList.properties 

・ ipBlackList.properties 

プロパティ名 操作対象となるプロパ

ティ名を指定します。 

指定必須オプション。 

適用/取得/削除の対象となるプロパティ名を指定しま

す。 

 

※ファイル識別子に「ipBlackList.properties」を指定した

場合、対象となる IP アドレスを指定します。この時、サ

ブネットマスク部分は、「IP アドレス/ネットマスク」で完全

一致する必要があります。 

（例）「192.168.1.10」というアドレスが存在する場合に、

「192.168.1.0/24」と指定してもマッチしません。 

プロパティ値 プロパティに適用する

プロパティ値を指定し

ます。 

「setprop」を指定した場合、指定必須オプション。 

対象のプロパティに指定したプロパティ値を適用しま

す。 

 

「getprop」、および「delprop」を指定した場合、このオプ

ションは不要です。 

 

※ファイル識別子に「ipBlackList.properties」を指定した

場合、下記のフォーマットでプロパティ値を指定する 

『プロパティ名=対処動作(0:既定,1:拒否), ログ記録(0:出

力しない,1:出力する)』 

（指定例） 

SSConsole.bat hostA setprop ipBlackList.properties 

192.168.1.188=1,1 
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<< 設定ファイル内のプロパティごとに設定する方法 -使用例- >> 

上記コマンドの使用方法を、以下の環境、および設定を例に説明します。 

 

(想定環境) 

SiteShell サーバマシンのドメイン名 ：siteshellserver:9434 

SiteShell の種類   ：NW 型 

適用する仮想 Web サイト名  ：WebSite1 

変更対象とする設定ファイル種類 ：configuration.properties (SiteShell 動作定義ファイル) 

(設定内容) 

SiteShell 動作定義ファイルの設定内容を確認・変更・削除します。 

 

使用例 

 プロパティの設定値を確認する (getprop オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、指定したプロパティに現在適用されているプロパティ値

を確認できます。 

( コマンド例 ) 

# SSConsole.sh siteshellserver:9434/WebSite1 getprop configuration.prope

rties log.audit.size 

 

 プロパティの設定値を変更する。 (setprop オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、対象のプロパティに指定したプロパティ値を適用できま

す。 

( コマンド例 ) 

# SSConsole.sh siteshellserver:9434/WebSite1 setprop configuration.prope

rties log.audit.size=512 

 

・ 不要なプロパティを削除する。 (delprop オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、指定したプロパティを削除できます。 

( コマンド例 ) 

# SSConsole.sh siteshellserver:9434/WebSite1 delprop configuration.prope

rties response.through 

 

以上がコマンドの使用法となります。 

 

コマンド実行時はコマンド入力画面にエラーが出力されていない事を確認してください。 
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5. 商標・ライセンス 

 

商標について 

 

・Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Information Server、Azure、 および

Internet Explorer は、米国あるいはその他の国における米国 Microsoft Corporation の商標または

登録商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 

・Java は、Oracle Corporation 、および その子会社、関連会社の米国、および その他の国における

登録商標です。  

・PostgreSQL は、PostgreSQL の米国およびその他の国における商標です。 

・Intel および Itanium は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  

・Red Hat は、米国およびその他の国における Red Hat,Inc.の商標または登録商標です。 

・Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに

他の国における商標または登録商標です。 

・Amazon Web Services、“Powered by Amazon Web Services”ロゴ、AWS、Amazon EC2、Amazon 

CloudWatch、AWS Management Console は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.または

その関連会社の商標です。 

・ その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

・ このマニュアルの一部、または全部を流用・複写することはできません。 
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SiteShellがバンドルしているソフトウェアのライセンスについて  

 

□SiteShell 本体(IIS 版、Apache Windows 版)  

製品名 ライセンス URL 

Boost 1.34.1 Boost Software License - 

Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

7-Zip 9.20 GNU_LGPL + unRAR 

restriction 

http://www.7-zip.org/ 

log4cplus 1.0.4 Apache License 2.0 http://log4cplus.sourceforge.net/ 

tinyXML 2.6.2 zlib/libpng License http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

 

□SiteShell 本体(Apache Linux 版)  

製品名 ライセンス URL 

Boost 1.37 Boost Software License - 

Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

p7zip 9.20 GNU_LGPL + unRAR 

restriction 

http://www.7-zip.org/ 

tinyXML 2.6.2 zlib/libpng License http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

log4cplus 

1.1.1 

Apache License 2.0 http://log4cplus.sourceforge.net/ 

Apache Log4j 

1.2.17 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

 

□SiteShell 本体(NW 型)  

製品名 ライセンス URL 

Apache HTTP 

Server 2.2.25 

Apache License 2.0 http://httpd.apache.org/ 

Boost 1.37 Boost Software License - 

Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

p7zip 9.29 GNU_LGPL + unRAR 

restriction 

http://www.7-zip.org/ 

tinyXML 2.6.2 zlib/libpng License http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

log4cplus 

1.1.1 

Apache License 2.0 http://log4cplus.sourceforge.net/ 

Apache Log4j 

1.2.17 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

 

http://www.boost.org/�
http://www.7-zip.org/�
http://log4cplus.sourceforge.net/�
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/�
http://www.boost.org/�
http://www.7-zip.org/�
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/�
http://log4cplus.sourceforge.net/�
http://logging.apache.org/�
http://httpd.apache.org/�
http://www.boost.org/�
http://www.7-zip.org/�
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/�
http://log4cplus.sourceforge.net/�
http://logging.apache.org/�


 

157 

□運用管理コンソール  

製品名 ライセンス URL 

Hibernate 

3.6.9 

GNU_LGPL http://www.hibernate.org/ 

SLF4J 1.6.1 MIT License http://www.slf4j.org 

Apache 

Struts 1.2.7 

Apache License 2.0 http://struts.apache.org 

JavaMail 1.5.0 Sun Microsystems, Inc. 

SOFTWARE LICENSE 

http://java.sun.com/products/javamail/ 

JAF 1.1.1 Sun Microsystems, Inc. 

Binary Code License 

http://java.sun.com/javase/technologies/deskto

p/javabeans/jaf/ 

Apache 

Velocity 1.7 

Apache License 2.0 http://velocity.apache.org/ 

JFreeChart 

1.0.14 

GNU LGPL http://www.jfree.org/ 

Apache Log4j 

1.2.17 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

Apache 

Commons 

Lang 2.5 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

Apache 

Tomcat 7.0.39 

Apache License 2.0 http://tomcat.apache.org/ 

c3p0 0.9.5 LGPL v2.1 http://sourceforge.net/projects/c3p0/ 

mchange-

commons-

java-0.2.6 

LGPL v2.1 http://sourceforge.net/projects/c3p0/ 

hibernate jpa-

2.0-api 1.0.1 

EPL http://www.hibernate.org/ 

EZMorph 1.0.6 Apache License 2.0 http://ezmorph.sourceforge.net/ 

JSON-lib 2.4 Apache License 2.0 http://json-lib.sourceforge.net/ 

jsTree pre 1.0 MIT license http://www.jstree.com/ 

PostgreSQL 

JDBC Driver 

9.2 

BSD License http://jdbc.postgresql.org/ 

Apache 

Commons 

Codec 1.8 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/codec/ 

 

 

http://www.hibernate.org/�
http://www.slf4j.org/�
http://struts.apache.org/�
http://java.sun.com/products/javamail/�
http://java.sun.com/javase/technologies/desktop/javabeans/jaf/�
http://java.sun.com/javase/technologies/desktop/javabeans/jaf/�
http://velocity.apache.org/�
http://www.jfree.org/�
http://logging.apache.org/�
http://commons.apache.org/lang/�
http://tomcat.apache.org/�
http://sourceforge.net/projects/c3p0/�
http://sourceforge.net/projects/c3p0/�
http://www.hibernate.org/�
http://ezmorph.sourceforge.net/�
http://json-lib.sourceforge.net/�
http://www.jstree.com/�
http://jdbc.postgresql.org/�
http://commons.apache.org/codec/�
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□運用管理サービス  

製品名 ライセンス URL 

Apache 

Commons 

Collections 

3.2.1 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/collections/ 

Apache 

Commons 

Deamon 

1.0.10 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/daemon/ 

Apache 

Commons 

Lang 3.1 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

Apache 

Commons 

Logging 1.1.3 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/logging/ 

Apache Log4j 

1.2.17 
Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

c3p0 0.9.2.1 LGPL v2.1 http://www.mchange.com/projects/c3p0/ 

mchange-

commons-

java 0.2.3.4 

LGPL v2.1 http://sourceforge.net/projects/c3p0/ 

Google Gson 

2.2.4 
Apache License 2.0 http://code.google.com/p/google-gson/ 

Hibernate 

3.6.10 
GNU_LGPL http://www.hibernate.org/ 

Hibernate 

jpa-2.0-api 

1.0.1 

EPL http://www.hibernate.org/ 

Log4JDBC 

1.2 
Apache License 2.0 http://log4jdbc.googlecode.com/ 

PostgreSQL 

JDBC Driver 

9.2 

BSD License http://jdbc.postgresql.org/ 

SLF4J 1.6.1 MIT License http://www.slf4j.org/ 

log4cplus 

1.1.1 
Apache License 2.0 http://log4cplus.sourceforge.net/ 

 

 

・This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apa

che.org/).  

・開示情報の入手については製品連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

http://commons.apache.org/collections/�
http://commons.apache.org/daemon/�
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http://logging.apache.org/�
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http://www.apache.org/�
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付録A．SiteShellの設定ファイル仕様 

定義ファイルの種類 

 

本章では、SiteShell における各設定ファイルについて説明します。 

SiteShell が使用する設定ファイルは、以下の種類に分けられます。 

 

１．ノード設定ファイル 

２．ユーザ定義ファイル 

３．オンライン自動更新定義ファイル 

４．SiteShell サービス設定ファイル 

５．運用管理サービス設定ファイル 

６．環境設定ファイル 

 

１のノード設定ファイルは、SiteShell 自身の機能の動作を設定するために、使われるファイルです。Sit

eShell フィルタエンジン、脆弱性の対処のスイッチ、更新間隔時間とログの設定等ができます。ノード設

定ファイルには、SiteShell 動作定義ファイル、脆弱性対策設定ファイル、IP ブラックリストの 3 つがあり

ます。 

２のユーザ定義ファイルは、ユーザがSiteShellに他の独自の処理を追加したい場合に、使われるファイ

ルです。ユーザカスタマイズについては、「ユーザ定義ファイル」を参照してください。 

３のオンライン自動更新定義ファイルは、オンライン自動更新サービスを実現するために、使われる

ファイルです。ユーザは内容を更新できます。 

４の SiteShell サービス設定ファイルは、SiteShell のサービスの基本動作を設定するために使われる

ファイルです。 

５の運用管理サービス設定ファイルは、運用管理サービスの基本動作を設定するために使われるファ

イルです。 

６の環境設定ファイルは、モニタリング機能の動作を設定するために使われるファイルです。 
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以下に、SiteShell が使用する全ての定義ファイルを一覧にします。 

 

表 9 SiteShell における各定義ファイル 

定義ファイル名 種類 説明 

SiteShell 動作定義ファイル 

（configuration.properties） 

１ SiteShell の基本動作を定義する 

脆弱性対策設定ファイル 

（recipeList.properties） 

１ 各対策 ID のチェック ON/OFF を設定する。

IP ブラックリスト 

(ipBlackList.properties) 

1 IP ブラックリストを定義する。 

強制的ブラウズ定義ファイル(*) ２ アクセスを許可する URL をこのファイルに

定義する 

ユーザルール定義ファイル(*) ２ ユーザの独自の脆弱性対策定義ルールを

このファイルに定義する 

チ ェ ッ ク 対 象 外 定 義 フ ァ イ ル

（nonAttackRecipe.xml） 

２ ユーザ独自のチェック対象外データをこの

ファイルに定義する 

オ ン ラ イ ン 自 動 更 新 定 義 フ ァ イ ル

（onlineupdate.properties） 

３ オンライン自動更新サービスに関する情報

を設定する 

SiteShell サービス設定ファイル 

（SiteShellService.properties） 

４ SiteShell サービスの基本動作を設定する。

運用管理サービス設定ファイル 

（OperationManagement.properties） 

５ 運用管理サービスの基本動作を設定する。

環境設定ファイル 

（environment.properties） 

６ モニタリング機能の動作を設定する。 

(*)利用者が任意にファイル名を決定することができます。 

(*)設定の変更は運用管理コンソールより変更し、直接、設定ファイルを更新することは避けて

ください。 
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SiteShell動作定義ファイル 

 

この節では、SiteShell における動作定義ファイルについて説明します。 

 

格納フォルダ名 

IIS 版、Apache 版 

<SiteShell インストールフォルダ>/config 配下 

Apache 仮想ホスト 

<SiteShell インストールフォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/ 配下 

  NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想 WebSite 名>/config 配下 

 

SiteShell 動作定義ファイル（configuration.properties）に含まれるプロパティは、大きく以下のカテゴリに

分類されます。 

・ ノード設定（全般） 

・ ノード設定（対策） 

・ エラーページ設定 

 

各プロパティを以下で説明します。 
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ノード設定（全般） 

SiteShell 動作に関するプロパティです。下記のカテゴリに分類されます。 

・ 基本動作 

「表 10 ノード設定のプロパティ － 基本動作」 

・ ログ関連 

「表 11 ノード設定のプロパティ － ログ関連」 

 

表 10 ノード設定のプロパティ － 基本動作 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
chunk.checkmode deny/pass 

(default:deny) 

チャンク形式に分割す

る前のレスポンスデー

タ が

chunk.response.maxsiz

e を超える場合の動作

を指定します。 

チャンク形式に分割する前のレスポ

ンスデータが

chunk.response.maxsize を超える場

合の動作を指定します。 

deny: エラーページを返却する。 

pass: 脆弱性対処のチェックを行わ

ず、レスポンスデータを返却する。 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合は、「deny」が指定されたも

のとして動作します。 

 

注意：pass を指定した場合、渡され

るレスポンスデータは SiteShell の脆

弱性対処が実施されないまま、クラ

イアントへ渡しますため、留意が必

要です。 

chunk.response.maxsiz

e 

脆弱性対処機能を

有効にするデータサ

イズの 大値 

(1～2000 の整数) 

(default:0) 

転送エンコーディング

がチャンク形式である

データに対して脆弱性

対処機能を有効にする

データサイズの上限を

指定します。 

転送エンコーディングがチャンク形式

であるデータに対して脆弱性対処機

能を有効にするデータサイズの上限

を指定します。 

指定可能値は「0-2000」(単位：MB)で

す。 

 

例）「20」を指定した場合、チャンク形

式に分割する前のレスポンスデータ

が 20MB 未満であれば脆弱性対処

機能を有効とします。 

なお、「0」を指定した場合はデータサ

イズの上限はありません。 

範囲外の数字や不正な値が設定さ

れた場合も同様です。 

filter.engine on/off 

(default:on) 

フィルタを有効にするか

否かを指定します。 

フィルタを有効にするか否かを指定

します。 

「oｎ」:SiteShell フィルタ機能は有効で

す。 

「oｆｆ」:SiteShell フィルタ機能は無効で

す。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
multipart.action scan/pass 

(default:scan) 

FORM のエンコード形

式 が multipart/form-

data であるリクエスト

で、「multipart.targetN」

に指定した正規表現式

に URI がマッチした際

の動作モードを設定し

ます。 

「 multipart.targetN 」 に 対 す る 動 作

モードを設定します。 

scan: 「multipart.target」に指定した

正規表現式に URI がマッチする場合

にチェックを行います。 

pass: 「multipart.target」に指定した

正規表現式に URI がマッチしない場

合にチェックを行います。 

 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、この機能は scan が指定

されたものとして動作します。 

multipart.targetN 

（multipart.common.targ

etN） 

URI(簡易正規表現) 

(default:空) 

FORM のエンコード形

式 が multipart/form-

data であるリクエストを

検査する、または検査

しない対象となる URI

を正規表現式で指定し

ます。 

FORM の エ ン コ ー ド 形 式 が

multipart/form-data であるリクエスト

を検査する、または検査しない対象

となる URI を正規表現式で指定しま

す。 

本プロパティは「multipart.action」の

設定値に従って対処を行います。 

複 数 の パ ス を 指 定 す る 場 合 、

「 multipart.targetN(N 無 し 、 ま た は

N=1～127)」で追加指定可能です。 

(指定例) 

multipart.target = ^/path1.*$ 

multipart.target1 = ^/path2/file2$ 

multipart.target2 = ^/path3/.*$ 

 

※ 「 multipart.common.targetN 」 は グ

ループデフォルト設定の内容が反映

されます。また、「multipart.targetN」

の 設 定 は

「multipart.common.targetN」より優先

されます。 

multipart.mode on/off 

(default:oｆｆ) 

FORM のエンコード形

式 が multipart/form-

data であるリクエストの

検査機能の有効/無効

を指定します。 

FORM のエンコード形式が

multipart/form-data であるリクエスト

の検査機能の有効/無効を指定しま

す。 

on: 有効です 

off: 無効です 

 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、この機能は off が指定さ

れたものとして動作します。 

penetratemode on/off 

(default:off) 

透過モードを有効にす

る か 否 か を 指 定 し ま

す。 

透過モードを有効にするか否かを指

定します。 

「oｎ」:透過モードです。攻撃を検出し

た時、監査ログに記録しますが、

ガードはしません。 

「oｆｆ」:本番モードです。攻撃を検出し

た時、監査ログに記録してガードしま

す。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.chunk on/off 

(default:oｆｆ) 

転送エンコーディング

がチャンク形式である

データに対して脆弱性

対処機能を有効にする

か否かを指定します。 

転送エンコーディングがチャンク形式

であるデータに対して脆弱性対処機

能を有効にするか否かを指定しま

す。 

「on」:チャンク形式のデータに対する

脆弱性対処機能は有効です。 

「off」:チャンク形式のデータに対する

脆弱性対処機能は無効です。 

 

なお、「on」を指定した場合は、デー

タ送信の終わりを検出するまで、チャ

ンク形式のデータを全てメモリに保留

します。 

また脆弱性対処を行った後には非チ

ャンク形式でデータを送信します。 

このため「on」を指定する場合は、

Web サ ー バ の リ ソ ース 消 費 、 UA

（ユーザエージェント）への応答に対

する留意が必要です。 

 

注意：IIS 版では Trailer フィールドに

対する脆弱性対処は実施しません。

recipelist_default on/off 

(default:on) 

対策 ID 未設定時のデ

フォルト動作モードを指

定します。 

対策 ID 未設定時のデフォルト動作

モードを指定します。 

「oｎ」:未設定の対策 ID について、監

査ログに記録してガードします。 

「oｆｆ」:未設定の対策 ID について、監

査ログに記録しますが、ガードはしま

せん。 

response.through レスポンスフィルタ対

象外拡張子 

(default:空) 

レスポンスフィルタ対象

外の拡張子を指定しま

す。 

レスポンスフィルタ対象外の拡張子

を指定します。 

指定拡張子により生成されたレスポ

ンスは、CSRF,PM 対策を実施しませ

ん。 

本設定は、Apache 版で Apache1.3

環境の場合のみ有効です。複数指

定する場合は、カンマ「,」で区切りま

す。 

update.observer.flag on/off 

(default: on) 

SiteShell の設定の自

動反映を有効にするか

否かを指定します。 

SiteShell の設定の自動反映を有効

にするか否かを指定します。 

「oｎ」:自動更新機能は有効です。 

「oｆｆ」:自動更新機能は無効です。 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

また、「off」→「on」にする場合は、IIS

版の場合、IIS の再起動が必要で

す。 

update.observer.interva

l 

1～2592000 の整数 

(default:50) 

SiteShell の設定を自動

反映する実行間隔を指

定します。 

SiteShell の設定を自動反映する実

行間隔を指定します。 

指定可能値は「1-2592000」（単位：

秒）です。 

それ以外の値が設定された場合は、

50 秒が設定されたものとします。 
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表 11 ノード設定のプロパティ － ログ関連 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
errorresponse.num 1～2147483647 の

整数 

(default:100) 

エラー処理したレスポ

ンスデータの 大保存

数を指定します。 

エラー処理したレスポンスデータの

大保存数を指定します。 

指 定 可 能 値 は 「 1-2147483647 」 で

す。 

範囲外の数字が設定された場合は、

100 で動作します。 

log.alive.keepday 0～3650 の整数 

(default:30) 

稼動確認ログを日付単

位でローテーションさせ

る場合、保持するファイ

ルの 大日数を指定し

ます。 

稼動確認ログを日付単位でローテー

ションさせる場合、保持するファイル

の 大日数を指定します。 

指定可能値は「0-3650」です。 

1）0 が指定された場合、自動削除は

行われません。 

2）1 が指定された場合、当日の稼動

確認ログのみ保持されます。 

3）範囲外の数字が指定された場合、

デフォルト値 30 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.alive.num 2～100 の整数 

(default:100) 

稼動確認ログをサイズ

単位でローテーションさ

せ る 場 合 、 保 持 す る

ファイルの 大個数を

指定します。 

保存の稼動確認ログファイル個数を

指定します。 

指定可能値は「2-100」です。 

log.audit.size で指定されたサイズを

超えると、新しいファイルにログの続

きを出力します。 

ログファイルの数が、ここで指定した

数に達すると、一番古いログファイル

を削除してから、新しいログファイル

を作成します。 

 

範囲外の数字が設定された場合は、

100 で動作します。 

稼動確認ログファイルのサイズが、

log.audit.size で指定したサイズを超

える時、ファイル名の後ろに数字を

付加したファイルにコピーして保存し

ます。付加した数字が小さいほど、

新しいログファイルです。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.alive.num_perday 0 または 2～214748

3647 の整数 

(default:0) 

稼動確認ログを日付単

位でローテーションさせ

る場合、日付ごとの保

持するファイルの 大

個数を指定します。 

稼動確認ログを日付単位でローテー

ションさせる場合、日付ごとの保持す

るファイルの 大個数を指定します。

指 定 可 能 値 は 「 0 ま た は 2-

2147483647」です。 

1）0 が指定された場合は自動削除

を行いません。 

2）範囲外の数字が設定された場合

は、デフォルト値 0 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.alive.rotation size/daily 

(default:size) 

稼 動 確 認 ロ グの ロ ー

テーション方式を指定し

ます。 

稼動確認ログのローテーション方式

を指定します。 

「size」を指定した場合、ファイルサイ

ズを契機にローテーションを行いま

す。 

「daily」を指定した場合、ファイルサイ

ズ、および日付を契機にローテーショ

ンを行います。 

本設定値は、大文字と小文字の区

別はしません。不正な値が設定され

た場合、「size」が設定されたものとし

ます。 

また、このプロパティを変更した場

合、変更前に記録されたログはその

ままログファイルに残りますが、運用

管理コンソールに収集されない場合

があります。運用中に本プロパティを

変更する場合、現在記録されている

監査ログを一旦運用管理コンソール

に収集することを推奨します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.alive.size 200～10240 の整数 

(default:1024) 

稼動確認ログファイル

の サ イ ズ を 指 定 し ま

す。 

稼動確認ログファイルのサイズを指

定します。 

指定可能値は「200-10240」（単位：

KB）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

1024 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.audit.keepday 0～3650 の整数 

(default:30) 

監査ログを日付単位で

ローテーションさせる場

合、保持するファイルの

大 日 数 を 指 定 し ま

す。 

監査ログを日付単位でローテーショ

ンさせる場合、保持するファイルの

大日数を指定します。指定可能値は

「0-3650」です。 

1）0 が指定された場合、自動削除は

行われません。 

2）1 が指定された場合、当日の監査

ログのみ保持されます。 

3）範囲外の数字が指定された場合、

デフォルト値 30 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.audit.maxrecordsize 1～1024000 の整数 

(default:10240) 

監査ログの 1 レコード

大サイズを指定しま

す。 

監査ログの 1 レコード 大サイズを

指定します。 

指定可能値は「1-1024000」（単位：

Byte）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

10240 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.audit.num 2～100 の整数 

(default:100) 

監査ログファイルの

大数を指定します。 

監査ログファイルの 大数を指定し

ます。 

指定可能値は「2-100」です。 

log.audit.size で指定されたサイズを

超えると、新しいファイルにログの続

きを出力します。 

ログファイルの数が、ここで指定した

数に達すると、一番古いログファイル

を削除してから、新しいログファイル

を作成します。 

 

範囲外の数字が設定された場合は、

100 で動作します。 

監 査 ロ グ フ ァ イ ル の サ イ ズ が 、

log.audit.size で指定したサイズを超

える時、ファイル名の後ろに数字を

付加したファイルにコピーして保存し

ます。付加した数字が小さいほど、

新しいログファイルです。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.audit.num_perday 0 ま た は 2 ～

2147483647 の整数 

(default:0) 

監査ログを日付単位で

ローテーションさせる場

合、日付ごとに保持す

るファイルの 大個数

を指定します。 

監査ログを日付単位でローテーショ

ンさせる場合、日付ごとに保持する

ファイルの 大個数を指定します。 

指 定 可 能 値 は 「 0 ま た は 2-

2147483647」です。 

1）0 が指定された場合、自動削除は

行われません。 

2）範囲外の数字が指定された場合、

デフォルト値 0 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.audit.respbody on/off 

(default:off) 

レスポンスボディ検査

の対処動作を監査ログ

に記録するか否かを指

定します。 

レスポンスボディ検査の対処動作を

監査ログに記録するか否かを指定し

ます。 

「oｎ」:監査ログに記録します。 

「oｆｆ」:監査ログに記録しません。 

 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、off が設定されたものとし

て動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.audit.rotation size/daily 

(default:size) 

監査ログのローテーシ

ョン方式を指定します。

監査ログのローテーション方式を指

定します。 

「size」を指定した場合、ファイルサイ

ズを契機にローテーションを行いま

す。 

「daily」を指定した場合、ファイルサイ

ズ、および日付を契機にローテーショ

ンを行います。 

本設定値は、大文字と小文字の区

別はしません。不正な値が設定され

た場合、「size」が設定されたものとし

ます。 

また、このプロパティを変更した場

合、変更前に記録されたログはその

ままログファイルに残りますが、運用

管理コンソールに収集されない場合

があります。 

運用中に本プロパティを変更する場

合、現在記録されている監査ログを

一旦運用管理コンソールに収集する

ことを推奨します。 

 

注意 1：「log.audit.rotation」を変更し

た場合「SiteShellService.properties」

の「auditLogRotation」も変更する必

要があります。詳細は「SiteShellサー

ビス設定ファイル」を参照してくださ

い。 

注意 3：Apache 版の場合、本設定

変更を有効にするには、Apache の

再起動が必要です。 

注意 2：NW 型の場合は全ての仮想

Web サイトの設定を同じにすること

が必要です。 

log.audit.size 200～10240 の整数 

(default:1024) 

監査ログファイルのサ

イズを指定します。 

監査ログファイルのサイズを指定し

ます。 

指定可能値は「200-10240」（単位：

KB）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

1024 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.debug.level 1～5 の整数 

(default:2) 

動作ログの出力レベル

を指定します。 

動作ログの出力レベルを指定しま

す。 

指定可能値は「1-5」です。 

指定値の意味は以下の通りです。 

1:DEBUG 

2:INFO 

3:WARNING 

4:ERROR 

5:OFF 

上記以外の値が設定された場合は、

レベル 2 で動作します。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.debug.num 2 ～ 2147483647 の

整数 

(default:100) 

動作ログファイルの

大数を指定します。 

動作ログファイルの 大数を指定し

ます。 

指 定 可 能 値 は 「 2-2147483647 」 で

す。 

log.debug.size で指定されたサイズを

超えると、新しいファイルにログの続

きを出力します。 

ログファイルの数が、ここで指定した

数に達すると、一番古いログファイル

を削除してから、新しいログファイル

を作成します。 

 

範囲外の数字が設定された場合は、

100 で動作します。 

動 作 ロ グ フ ァ イ ル の サ イ ズ が 、

log.debug.size で指定したサイズを超

える時、下記のようにファイル名に数

字を付加したファイルにコピーして保

存します。 

debug.log→debug.log.1→debug.log.2 

→ …… 

付加した数字が小さいほど、新しい

ログファイルです。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

log.debug.size 200～2097152 の整

数 

(default:1024) 

動作ログファイルのサ

イズを指定します。 

動作ログファイルのサイズを指定し

ます。 

指定可能値は「200-2097152」（単

位：KB）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

1024 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.path ログ出力ディレクトリ

パス 

(default :./logs/) 

ログの格納場所を指定

します。 

ログの格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デ

フォルト値「./logs/」で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定

可能です。 

パスの区切り文字として、Windows

の場合は「\」、「/」が使用可能です。

Linux の場合は「/」が使用可能で

す。 

相対パスの場合は、SiteShell インス

トールディレクトリからの相対パスと

みなしますが、NW 型の場合は、Site

Shell インストールディレクトリ/websit

es/<仮想 Web サイト名>からの相対

パスとみなします。 

 

注意 1：「log.path」を変更した場合「Si

teShellService.properties」の「sitesh

ellLog.path」も変更する必要がありま

す。詳細は「 SiteShellサービス設定

ファイル」を参照してください。 

注意 2：IIS 版の場合、指定フォルダ 

に everyone「変更」のアクセス権限

が必要です。 

注意 3：Apache 版の場合、本設定変

更を有効にするには、Apache の再

起動が必要です。 

注意 4：NW型の場合、フォルダ構成

に一定の規則が必要です。詳細はマ

ニュアルの「Apache仮想ホスト、NW

型のSiteShell本体ログ出力先変更

方法」を参照してください。 

log.USStatus.num 2～100 の整数 

(default:10) 

更新サービス状態ログ

ファイルの 大数を指

定します。 

更新サービス状態ログファイルの

大数を指定します。 

指定可能数は「2-200」です。 

log.USStatus.size で指定されたサイ

ズを超えると、新しいファイルにログ

の続きを出力します。 

ログファイルの数が、ここで指定した

数に達すると、一番古いログファイル

を削除してから、新しいログファイル

を作成します。 

 

範囲外の数字が設定された場合は、

10 で動作します。 

監 査 ロ グ フ ァ イ ル の サ イ ズ が 、

log.USStatus.size で指定したサイズ

を超える時、ファイル名の後ろに数

字を付加したファイルにコピーして保

存します。付加した数字が小さいほ

ど、新しいログファイルです。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
log.USStatus.size 200～1024 の整数 

(default:1024) 

更新サービス状態ログ

ファイルのサイズを指

定します。 

更新サービス状態ログファイルのサ

イズを指定します。 

指定可能値は「200-1024」（単位：

KB）です。 

 

範囲外の数字が設定された場合は、

1024 で動作します。 

 

Apache 版の場合、本設定変更を有

効にするには、Apache の再起動が

必要です。 

processor.alive on/off 

(default:off) 

稼動確認ログ出力の有

効/無効を指定します。

稼動確認ログ出力の有効/無効を指

定します。 

「oｎ」: 稼動確認ログを出力します。 

「oｆｆ」: 稼動確認ログを出力しませ

ん。 

注意：「processor.alive」を変更した場

合 「 SiteShellService.properties 」 の

「aliveAccess 」も変更する必要があ

ります。詳細は「SiteShellサービス設

定ファイル」を参照してください。 
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ノード設定（対策） 

脆弱性対策に関する動作のプロパティです。下記のカテゴリに分類されます。 

・ SQLインジェクション対策 

「表 12 ノード設定のプロパティ － SQLインジェクション対策」 

・ クロスサイトスクリプティング対策 

「表 13 ノード設定のプロパティ － クロスサイトスクリプティング対策」 

・ OSコマンドインジェクション対策 

「表 14 ノード設定のプロパティ － OSコマンドインジェクション対策」 

・ パストラバーサル対策 

「表 15 ノード設定のプロパティ － パストラバーサル対策」 

・ セッションハイジャック対策 

「表 16 ノード設定のプロパティ － セッションハイジャック対策」 

・ HTTPメソッド対策 

「表 17 ノード設定のプロパティ － HTTPメソッド対策」 

・ バッファオーバフロー対策(URL長) 

「表 18 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(URL長)」 

・ バッファオーバフロー対策(非ASCII) 

「表 19 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(非ASCII)」 

・ クロスサイトリクエストフォージェリ対策 

「表 20 ノード設定のプロパティ － クロスサイトリクエストフォージェリ対策」 

・ パラメータ改竄対策 

「表 21 ノード設定のプロパティ － パラメータ改竄対策」 

・ URLパラメータ改竄対策 

「表 22 ノード設定のプロパティ － URLパラメータ改竄対策」 

・ Cookie暗号化対策 

「表 23 ノード設定のプロパティ － Cookie暗号化対策」 

・ 強制的ブラウズ対策 

「表 24 ノード設定のプロパティ － 強制的ブラウズ対策」 

・ エラーコード対策 

「表 25 ノード設定のプロパティ － エラーコード対策」 

・ IPフィルタリング 

「表 26 ノード設定のプロパティ － IPフィルタリング」 

・ IPブラックリスト 

「表 27 ノード設定のプロパティ － IPブラックリスト」 

 

表 12 ノード設定のプロパティ － SQL インジェクション対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.sql SQL インジェクション

脆弱性対処のスイッ

チ(default:on) 

SQL インジェクション脆

弱性対処機能を有効に

するか否かを指定しま

す。 

SQL インジェクション脆弱性対処機

能を有効にするか否かを指定しま

す。 

「oｎ」:SQL インジェクション脆弱性対

処機能は有効です。 

「oｆｆ」:SQL インジェクション脆弱性対

処機能は無効です。 
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表 13 ノード設定のプロパティ － クロスサイトスクリプティング対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.xss クロスサイトスクリプ

ティング脆弱性対処

の ス イ ッ チ

(default:on) 

ク ロ ス サ イ ト ス ク リ プ

ティング脆弱性対処機

能を有効にするか否か

を指定します。 

クロスサイトスクリプティング脆弱性

対処機能を有効にするか否かを指

定します。 

「oｎ」:クロスサイトスクリプティング脆

弱性対処機能は有効です。 

「oｆｆ」:クロスサイトスクリプティング脆

弱性対処機能は無効です。 

 

表 14 ノード設定のプロパティ － OS コマンドインジェクション対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.osc OS コマンドインジェ

クション脆弱性対処

の ス イ ッ チ

(default:on) 

OS コマンドインジェクシ

ョン脆弱性対処機能を

有効にするか否かを指

定します。 

OS コマンドインジェクション脆弱性対

処機能を有効にするか否かを指定し

ます。 

「oｎ」:OS コマンドインジェクション脆

弱性対処機能は有効です。 

「oｆｆ」:OS コマンドインジェクション脆

弱性対処機能は無効です。 

 

表 15 ノード設定のプロパティ － パストラバーサル対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.pt パストラバーサル脆

弱性対処のスイッチ

(default:on) 

パストラバーサル脆弱

性対処機能を有効にす

る か 否 か を 指 定 し ま

す。 

パストラバーサル脆弱性対処機能を

有効にするか否かを指定します。 

「oｎ」:パストラバーサル脆弱性対処

機能は有効です。 

「oｆｆ」:パストラバーサル脆弱性対処

機能は無効です。 

 

表 16 ノード設定のプロパティ － セッションハイジャック対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.sf セッションハイジャッ

ク／リプレイ 脆弱性

対 処 の ス イ ッ チ

(default:on) 

セッションハイジャック

／リプレイ 脆弱性対処

機能を有効にするか否

かを指定します。 

セッションハイジャック／リプレイ 脆

弱性対処機能を有効にするか否か

を指定します。 

「oｎ」:セッションハイジャック／リプレ

イ 脆弱性対処機能は有効です。 

「oｆｆ」:セッションハイジャック／リプレ

イ 脆弱性対処機能は無効です。 
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表 17 ノード設定のプロパティ － HTTP メソッド対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
httpmethod ブロックする HTTP

メソッド 

(default:空) 

ブロックしたい HTTP メ

ソッドを指定します。 

ブロックしたい HTTP メソッドを指定

します。 

指定可能な HTTP メソッドの一覧

は、以下の通りです。 

DELETE 

SEARCH 

COPY 

MOVE 

PROPFIND 

PROPPATCH 

MKCOL 

LOCK 

UNLOCK 

TRACE 

PUT 

HEAD 

CONNECT 

上記のうちの一つまたは複数のメ

ソッドを指定可能です。複数指定す

る場合は、カンマ「,」で区切ります。 

Apache 版では「TRACE」指定は無

効です。「TRACE」をブロックするに

は、Apache の設定で TraceEnable 

ディレクティブを off にします。 

processor.httpmethod HTTP メソッド脆弱性

対 処 の ス イ ッ チ

(default:on) 

HTTP メソッド脆弱性対

処機能を有効にするか

否かを指定します。 

HTTP メソッド脆弱性対処機能を有

効にするか否かを指定します。 

「oｎ」:HTTP メソッド脆弱性対処機能

は有効です。 

「oｆｆ」:HTTP メソッド脆弱性対処機能

は無効です。 

 

表 18 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(URL 長) 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
maxurllength URL の 大長 

(1～2147483647 の

整数) 

(default:2083) 

URL の 大長を指定し

ます。 

URL の 大長を指定します。 

指定可能値は「1-2147483647」（単

位：Byte）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

デフォルト値 2083 で動作します。 

processor.bf_overflow バ ッ フ ァ オ ー バ フ

ロ ー 脆 弱 性 対 処

(URL 長制限 ) のス

イッチ 

(default:off) 

バッファオーバフロー脆

弱性対処機能(URL 長

制限)を有効にするか

否かを指定します。 

バッファオーバフロー脆弱性対処機

能(URL 長制限)を有効にするか否か

を指定します。 

「oｎ」:バッファオーバフロー脆弱性対

処機能は有効です。 

「oｆｆ」:バッファオーバフロー脆弱性対

処機能は無効です。 
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表 19 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(非 ASCII) 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.bf_nonascii バッファオーバフ

ロー脆弱性対処(非

ASCII 文字)のスイッ

チ 

(default:off) 

バッファオーバフロー脆

弱 性 対 処 機 能 ( 非

ASCII 文字)を有効にす

る か 否 か を 指 定 し ま

す。 

バッファオーバフロー脆弱性対処機

能(非 ASCII 文字)を有効にするか否

かを指定します。 

「oｎ」:バイナリ文字制限対処機能は

有効です。 

「oｆｆ」:バイナリ文字制限対処機能は

無効です。 

 

表 20 ノード設定のプロパティ － クロスサイトリクエストフォージェリ対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
csrf.encryptkey 文字列 

(default:なし) 

CSRF 対策に使用する

暗号化キーを指定しま

す。 

CSRF 対策に使用する暗号化キーを

設定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別し

ます。 

指定しない場合、CSRF 対策は実施

しません。 

csrf.hidden.assoc 文字列 

(default:なし) 

セッション維持に用いて

いるクッキーの名前を

指定します。 

 

セッション維持に用いているクッキー

の名前を指定します。 

セッション管理に利用しているクッ

キーを指定することで、セッションと

関連付けた CSRF 対策用データ

（トークン）を生成することができま

す。 

指定する際のフォーマットは以下で

す。 

csrf.hidden.assoc=[secure 属性なし

のクッキー];[secure 属性付きのクッ

キー];off 

例)csrf.hidden.assoc=session;session

Secure;off 

指定値は「;」で区切ります。 

１つ目には secure 属性なしのクッ

キーの名前を指定します。２つ目に

は secure 属性付きのクッキーの名

前を指定します。３つ目の指定値に

は HTTP ページを使わないサイトか

どうかを指定します。 

「off」を指定した場合は、HTTP ペー

ジと HTTPS ページが混在するサイト

であることを表します。 

この指定値は secure 属性付きの

クッキーを指定した場合にのみ有効

です。 

HTTP ページを使わないサイトでは、

「on」を指定することで CSRF 対策の

精度が向上します。 

なお、クッキー名を指定しない場合

は、セッションと関連付けない CSRF

対策用データ（トークン）を生成しま

す。 

指定された名前のクッキーが存在し

ない場合も同様です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
csrf.hidden.name 文字列( 大 64byte)

(default:siteshellcsrf)

CSRF 対策に使用する

hidden パラメータ名を

指定します。 

CSRF 対策に使用する hidden パラ

メータ名を指定します。 

大 64byte の文字列が設定可能で

す。 

指 定 し な い 場 合 、 デ フ ォ ル ト 値

「siteshellcsrf」が設定されたものとし

ます。 

大文字と小文字は区別しません。 

大長を超える場合、先頭 64Byte

の文字列を使用します。 

csrf.hidden.timeout 1～525600 の整数 

(単位:分) 

(default:30) 

セッションと関連付けな

い CSRF 対策用データ

（トークン）の有効期間

を指定します。 

セッションと関連付けない CSRF 対

策用データ（トークン）の有効期間を

指定します。 

指定可能値は「1-525600」(単位：分)

です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

デフォルト値の 30 分を有効期間とし

ます。 

なお、セッションと関連付けた CSRF

対策用データは、有効期限とは関係

なく指定のクッキーと共に失効しま

す。 

csrf.noaction.default on/off 

(default:on) 

form タグに action 属性

が無い場合に CSRF 対

策データを埋め込むか

否かを指定します。 

 

form タグに action 属性が存在しな

い場合に、CSRF 対策用データの埋

め込みを行うかどうかを指定します。

「oｎ」:CSRF 対策データを埋め込む。

「oｆｆ」: CSRF 対策データを埋め込ま

ない。 

csrf.exclude.actionN 

(csrf.exclude.common. 

actionN) 

文字列 

(default:なし) 

CSRF 対策用データの

埋め込み対象外とする

form タグの action 属

性値を、正規表現式で

指定します。 

本パラメータの対象となる form タグ

には、CSRF 対策用データの埋め込

みを行わない。複数のパスを指定す

る場合、「csrf.exclude.actionN(N=1～

40)」で追加指定可能。 

(指定例) 

csrf.exclude.action=^http://host1/.*

$ 

csrf.exclude.action1=^http://host2/fi

le2$ 

csrf.exclude.action2=^/path3/.*$ 

 

※「csrf.exclude.common.actionN」は

グループデフォルト設定の内容が反

映 さ れ ま す 。 ま た 、

「 csrf.exclude.actionN 」 の 設 定 は

「 csrf.exclude.common.actionN 」 よ り

優先されます。 

processor.csrf クロスサイトリクエス

トフォージェリ脆弱性

対 処 の ス イ ッ チ

(default:off) 

クロスサイトリクエスト

フォージェリ脆弱性対

処機能を有効にするか

否かを指定します。 

クロスサイトリクエストフォージェリー

脆弱性対処機能を有効にするか否

かを指定します。 

「oｎ」:クロスサイトリクエストフォー

ジェリ脆弱性対処機能は有効です。 

「oｆｆ」:クロスサイトリクエストフォー

ジェリ脆弱性対処機能は無効です。 
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表 21 ノード設定のプロパティ － パラメータ改竄対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
hidden.params 文字列 

(default:空) 

パラメータ改ざん防御

対象のパラメータ名を

指定します。 

パラメータ改ざん防御対象のパラ

メータ名を指定します。 

複数のパラメータを指定する場合、

「,」で区切ります。本パラメータは大

文字小文字を区別しません。 

pm.encryptkey 文字列 

(default:空) 

PM 対策に使用する暗

号 化 キ ー を 指 定 し ま

す。 

PM 対策に使用する暗号化キーを設

定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別し

ます。 

指定しない場合、PM 対策は実施し

ません。 

pm.hidden.timeout 1～525600 の整数 

(単位:分) 

(default:30) 

パラメータ改ざん攻撃

チェック用暗号化文字

列の有効期間を指定し

ます。 

パラメータ改ざん攻撃チェック用暗号

化文字列の有効期間を指定します。

指定可能値は「1-525600」(単位：分)

です。 

範囲外の数字が設定された場合は、

デフォルト値 30 分で動作します。 

processor. 

parammanipulation 

パラメータ改ざん脆

弱性対処のスイッチ

(default:off) 

パラメータ改ざん脆弱

性対処機能を有効にす

る か 否 か を 指 定 し ま

す。 

パラメータ改ざん脆弱性対処機能を

有効にするか否かを指定します。 

「oｎ」:パラメータ改ざん脆弱性対処

機能は有効です。 

「oｆｆ」:パラメータ改ざん脆弱性対処機

能は無効です。 
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表 22 ノード設定のプロパティ － URL パラメータ改竄対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
urlpm.encryptkey 文字列 

(default:空) 

URL パラメータの暗号

化に使用する暗号化

キーを指定します。 

URL パラメータの暗号化に使用する

暗号化キーを指定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別し

ます。指定しない場合、URL パラメー

タの暗号化は実施しません。 

urlpm.timeout 0～525600 の整数 

(単位:分) 

(default:0) 

URL パラメータの暗号

化文字列の有効期限を

指定します。 

URL パラメータの暗号化文字列の有

効期限を指定します。 

指定した有効期限を超えたパラメー

タは、復号が成功してもエラーとしま

す。 

指定可能 大期限は 52600 分(365

日)です。 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、および 0 が指定された場

合、有効期限無し(無期限有効)とし

て動作します。 

urlpm.encryptpathN 

（urlpm.common. 

encryptpathN) 

文字列 

(default:空) 

URL パラメータの暗号

化対象リクエストパスを

正規表現式で指定しま

す。 

URL パラメータの暗号化対象リクエ

ストパスを正規表現式で指定しま

す。 

本パラメータの対象パスとなっている

リクエストは、パラメータが暗号化さ

れていない場合エラーとします。 

複 数 の パ ス を 指 定 す る 場 合 、

「urlpm.encryptpathN(N 無し、または

N=1～40)」で追加指定可能。 

(指定例) 

urlpm.encryptpath=^/path1.*$ 

urlpm.encryptpath1=^/path2/file2$ 

urlpm.encryptpath2=^/path3/.*$ 

 

※「urlpm.common.encryptpathN」は

グループデフォルト設定の内容が反

映 さ れ ま す 。 ま た 、

「 urlpm.encryptpathN 」 の 設 定 は

「 urlpm.common.encryptpathN 」 よ り

優先されます。 
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表 23 ノード設定のプロパティ － Cookie 暗号化対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
cookie.encryptkey 文字列 

(default:なし) 

クッキー暗号化に使用

する暗号化キーを指定

します。 

クッキー暗号化に使用する暗号化

キーを設定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別し

ます。 

指定しない場合、クッキー暗号化は

実施しません。 

cookie.max-age. 

headname 

有効期間を設定する

cookie 名を指定す

る。 

(default:空) 

有 効 期間 を 設定 す る

cookie 名 を 指 定 し ま

す。 

有効期間を設定する cookie 名を指

定します。 

例） 

Set-Cookie ヘッダが下記の場合、

COOKIENAME に有効期限を設定し

ます。 

Set-Cookie: COOKIENAME=UserID; 

expires=Fri, 03-Jul-2037 15:00:00 

GMT; path=/ 

cookie.max-age.name Cookie の有効期間

を表す属性名を指定

する。 

(default:空) 

Cookie の有効期間を

表す属性名を指定しま

す。 

Cookie の有効期間を表す属性名を

指定します。 

例） 

expires 

max-age 

cookie.max-age.value Cookie の有効期間

を分単位の数値で

指定する。 

(default:空) 

Cookie の有効期間を

指定します。 

Cookie の有効期間を指定します。分

単位の数値で指定します。 

cookie.max-age.name に”expires”が

指定されている場合、現在時刻に本

設定値を加えた時刻を expires 指定

値として使用します。他の属性値が

指定されている場合は、本設定値を

秒数に変換した値を使用します。 

cookie.name cookie[param] 

･cookie 名指定後の

[]内にパラメータを

設定する。 

･param を省略する

場 合 、 [] も 省 略 可

能。 

･複数個 cookie の設

定は「;」で区切り 

･複数のパラメータは

「,」で区切り 

 (default:なし) 

暗号化するクッキー名

およびパラメータ名を指

定します。 

暗号化するクッキー名およびパラ

メータ名を指定します。 

指定例） 

COOKIE1[PARAM1,PARAM2];COOK

IE2[PARAM1];COOKIE3 

1.cookie 名指定後の[]内にパラメー

タを設定可能です。 

2.param を省略する場合、[]も省略可

能です。 

3.複数個 cookie の設定は「;」で区切

ります。 

4.複数のパラメータは「,」で区切りま

す。 

5.param を省略した場合、該当クッ

キーの値全体を暗号化/復号化しま

す。param を指定した場合は、指定

パラメータのみ暗号化/復号化します 

(param_delimiter と value_delimiter で

クッキー値の内容をパラメータ分解し

て処理します) 。 

6.param 指定は大文字小文字を区別

します。 

cookie.param_delimiter 区切り文字 

 (default:&) 

クッキー内のパラメータ

を区切る記号を指定し

ます。 

クッキー内のパラメータを区切る記

号を指定します。 

デフォルト値は「&」です。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
cookie.value_delimiter 区切り文字 

 (default:=) 

パラメータ名とパラメー

タ値を区切る記号を指

定します。 

パラメータ名とパラメータ値を区切る

記号を指定します。 

デフォルト値は「=」です。 

processor.cookies Cookie に関する脆

弱性対処のスイッチ

(default:off) 

Cookie に関する脆弱性

対処機能を有効にする

か否かを指定します。 

Cookie に関する脆弱性対処機能を

有効にするか否かを指定します。 

「oｎ」:Cookie に関する脆弱性対処機

能は有効です。 

「oｆｆ」:Cookie に関する脆弱性対処機

能は無効です。 

 

表 24 ノード設定のプロパティ － 強制的ブラウズ対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
processor.fb 強制的ブラウズ脆弱

性 対 処 の ス イ ッ チ

(default:off) 

強制的ブラウズ脆弱性

対処機能を有効にする

か否かを指定します。 

強制的ブラウズ脆弱性対処機能を

有効にするか否かを指定します。 

「oｎ」:強制的ブラウズ脆弱性対処機

能は有効です。 

「oｆｆ」:強制的ブラウズ脆弱性対処機

能は無効です。 

 

表 25 ノード設定のプロパティ － エラーコード対策 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
errorpage.num 2 ～ 2147483647 の

整数 

(default:100) 

 

エラーページファイルの

大保存数を指定しま

す。 

エラーページファイルの 大保存数

を指定します。 

指 定 可 能 値 は 「 2-2147483647 」 で

す。 

範囲外の数字が設定された場合は、

デフォルト値 100 で動作します。 

processor.errorcode エラーコード脆弱性

対 処 の ス イ ッ チ

(default:off) 

エラーコード脆弱性対

処機能を有効にするか

否かを指定します。 

エラーコード脆弱性対処機能を有効

にするか否かを指定します。 

「oｎ」:エラーコード脆弱性対処機能

は有効です。 

「oｆｆ」:エラーコード脆弱性対処機能

は無効です。 
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表 26 ノード設定のプロパティ － IP フィルタリング 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
ipfilter.iplist 拒否/許可の対象 IP

アドレス(IPV4/IPV6)

(default:空) 

接続を「拒否/許可」す

る IP アドレスを指定し

ます。 

接続を「拒否/許可」する IP アドレス

を指定します。 

指定しない場合、IP フィルタ機能は

実施しません。 

IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方

で指定できます、「IP アドレス/ネット

マスク」の形で指定することで、サブ

ネット単位の指定も可能です。 

ネットマスクの指定は、IPv4 形式の

場合、マスク表記またはビット数表記

が指定でき、IPv6 形式の場合はビッ

ト数表記のみ指定できます。 

複数のアドレスを入力する場合は、

「,」で区切ります。 

(例：IPv4) 

192.168.0.1,192.168.1.0/255.255.255.

0,192.168.2.0/24 

(例：IPv6) 

2001:db8:1::1,2001:db8:2::/48 

ipfilter.mode IP フィルタモード 

(default:deny) 

IP フィルタ機能の動作

モードを指定します。 

IP フィルタ機能の動作モードを指定

します。 

「allow」または「deny」が指定可能で

す。 

「allow」: ipfilter.iplist で指定した IP 

のみ接続を許可します。 

「deny」: ipfilter.iplist で指定した IP 

からの接続を拒否します。 

上記以外の値が設定された場合は、

デフォルト値「deny」で動作します。 

processor.ipfilter IP フィルタ機能のス

イッチ 

(default:oｆｆ) 

IP フィルタ機能を有効

にするか否かを指定し

ます。 

IP フィルタ機能を有効にするか否か

を指定します。 

「oｎ」:接続元 IP アドレスでブロック対

処機能は有効です。 

「oｆｆ」:接続元 IP アドレスでブロック対

処機能は無効です。 
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表 27 ノード設定のプロパティ － IP ブラックリスト 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
ipbl.default deny/pass 

(default:deny) 

自動生成された IP ブ

ラックリストに対する、

デフォルト対処動作を

指定します。 

自動生成された IP ブラックリストに

対する、デフォルト対処動作を指定し

ます。 

deny: 拒否します 

pass: 拒否しません 

 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、この機能は deny が指定

されたものとして動作します。 

ipbl.frequency 数値[件数]/数値[間

隔(秒)] 

(default:空) 

 

件数:1-200000 

間隔:10-86400(一日

間) 

IP ブラックリストに追加

するか否かを判断する

ための閾値を指定しま

す。 

IP ブラックリストに追加するか否かを

判断するための閾値を指定します。 

同じ接続元 IP アドレスから指定した

頻度以上の攻撃を検出した場合に、

その接続元 IP アドレスを IP ブラック

リストに追加します。 

例）60 秒間に 12 回以上の攻撃が

あった場合に IP ブラックリストに追

加する 

  ⇒ "12/60" 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、IP ブラックリスト自動生成

機能は無効となります。 

※IP ブラックリスト防御機能は

「processor.ipbl」の値に従い動作しま

す。 

 

注意：カウント対象となる攻撃は以下

の条件をすべて満たすものです。 

1. 対処動作が「forward」、または

「replace」である。 

※「(noaction)」は含まない。 

2. 脆弱性タイプが「Error Code」、お

よび「IPFilter」の 2 種類以外であ

る。 

3. 攻撃場所がリクエストである。 

processor.ipbl on/off 

(default:oｆｆ) 

IP ブラックリスト自動生

成、および防御機能の

有効/無効を指定しま

す。 

IP ブラックリスト自動生成、および防

御機能の有効/無効を指定します。 

on: IP ブラックリスト自動生成、およ

び防御機能は有効です 

off: IP ブラックリスト自動生成、およ

び防御機能は無効です 

 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合、この機能は off が指定さ

れたものとして動作します。 
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エラーページ設定 
SiteShell が出力するエラーページの設定に関するプロパティです。 

 

表 28 エラーページ設定のプロパティ 

プロパティ名 設定値 説明 補足 
errorreq.default 文字列 

(default:空) 

デフォルトとなるエラー

ページ設定ファイルを

指定します。 

デフォルトとなるエラーページ設定

ファイルのファイル名を指定します。 

指 定 出 来 る フ ァ イ ル の 種 類 は

「HTML」ファイルのみであり、本設定

値は大文字と小文字の区別はしま

せん。 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合は、「SiteShellError.html」が

設定されたものとして動作します。 

errorcode.default 文字列 

(default:空) 

デフォルトとなるエラー

コード対策代替ページ

ファイルを指定します。

デフォルトとなるエラーコード対策代

替ページファイルのファイル名を指

定します。 

指 定 出 来 る フ ァ イ ル の 種 類 は

「HTML」ファイルのみであり、本設定

値は大文字と小文字の区別はしま

せん。 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合は、

「SiteShellErrorCode.html」が設定さ

れたものとして動作します。 

errorresp.default 文字列 

(default:空) 

デフォルトとなるレスポ

ンスエラー定義ファイル

を指定します。 

デフォルトとなるレスポンスエラー定

義ファイルのファイル名を指定しま

す。 

指 定 出 来 る フ ァ イ ル の 種 類 は

「HTML」ファイルのみであり、本設定

値は大文字と小文字の区別はしま

せん。 

不正な値が設定された場合や省略さ

れた場合は、

「SiteShellErrorResp.html」が設定さ

れたものとして動作します。 

usererror.uriN 

（usererror.common. 

uriN） 

URI(簡易正規表現) 

(default:空) 

ユーザ指定のエラー

ページを表示する対象

パスを指定します。 

本プロパティの正規表現式にマッチ

するパスにおいてエラーページを表

示 す る 場 合 に 、 usererror.req 、

usererror.code、usererror.resp で指

定された内容を表示します。 

複 数 の パ ス を 指 定 す る 場 合 、

「usererror.uriN(N 無し、または N=1

～127)」で追加指定可能です。 

優先順位は N=無し、1～127 の順と

なります。 

(指定例) 

usererror.uri=^http://host1/.*$ 

usererror.uri1=^http://host2/file2$ 

usererror.uri2=^/path3/.*$ 

 

※「usererror.common.uriN」はグルー

プデフォルト設定の内容が反映され

ます。また、「usererror.uriN」の設定

は「usererror.common.uriN」より優先

されます。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
usererror.reqN 

（usererror.common. 

reqN） 

文字列 

(default:空) 

対応する

「usererror.uri」に指定し

たパスにマッチした際

に表示する、エラー

ページ設定ファイルを

指定します。 

対応する「usererror.uri」に指定した

正規表現式にマッチするパスにおい

て、表示するエラーページ設定ファイ

ルを指定します。 

複 数 の パ ス を 指 定 す る 場 合 、

「usererror.reqN(N 無し、または N=1

～127)」で追加指定可能であり、優

先順位は N=無し、1～127 の順とな

ります。 

※ 「 usererror.uri 」 と 「 usererror.req 」

は、N の値が同じプロパティが対応し

ます。 

(指定例) 

usererror.req= ErrorPage1.html 

usererror.req1= ErrorPage2.html 

usererror.req2= ErrorPage3.html 

 

※ 「 usererror.common.reqN 」 は グ

ループデフォルト設定の内容が反映

されます。また、「usererror.reqN」の

設定は「usererror.common.reqN」より

優先されます。 

usererror.codeN 

（usererror.common. 

codeN) 

文字列 

(default:空) 

対応する

「usererror.uri」に指定し

たパスにマッチした際

に表示する、エラーコー

ド対策代替ページファ

イルを指定します。 

対応する「usererror.uri」に指定した

正規表現式にマッチするパスにおい

て、表示するエラーコード対策代替

ページファイルを指定します。 

複 数 の パ ス を 指 定 す る 場 合 、

「 usererror.codeN(N 無 し 、 ま た は

N=1～127)」で追加指定可能であり、

優先順位は N=無し、1～127 の順と

なります。 

※「usererror.uri」と「usererror.code」

は、N の値が同じプロパティが対応し

ます。 

(指定例) 

usererror.code= 

ErrorPageCode1.html 

usererror.code1= 

ErrorPageCode2.html 

usererror.code2= 

ErrorPageCode3.html 

 

※ 「 usererror.common.codeN 」 は グ

ループデフォルト設定の内容が反映

されます。また、「usererror.codeN」

の設定は「usererror.common.codeN」

より優先されます。 
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プロパティ名 設定値 説明 補足 
usererror.respN 

（usererror.common. 

respN) 

文字列 

(default:空) 

対応する

「usererror.uri」に指定し

たパスにマッチした際

に表示する、レスポン

スエラー定義ファイルを

指定します。 

対応する「usererror.uri」に指定した

正規表現式にマッチするパスにおい

て、表示するレスポンスエラー定義

ファイルを指定します。 

複 数 の パ ス を 指 定 す る 場 合 、

「usererror.respN(N 無し、または N=1

～127)」で追加指定可能であり、優

先順位は N=無し、1～127 の順とな

ります。 

※「usererror.uri」と「usererror.resp」

は、N の値が同じプロパティが対応し

ます。 

(指定例) 

usererror.resp= 

ErrorPageResp1.html 

usererror.resp1= 

ErrorPageResp2.html 

usererror.resp2= 

ErrorPageResp3.html 

 

※ 「 usererror.common.respN 」 は グ

ループデフォルト設定の内容が反映

されます。また、「usererror.respN」の

設定は「usererror.common.respN」よ

り優先されます。 
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対処動作を変更するスイッチ 
SiteShell の対処動作を変更するスイッチの優先順位は下記の通りです。 

 

表 29 スイッチの優先順位について 
プロパティ名 用途 優先順位

filter.engine SiteShell の脆弱性対策処理を完全停止する場合、off に設定します。デフォル

トは on です。本スイッチを off にすると、優先順位の低い他のスイッチの設定

は無効になります。 

1(高) 

processor.* SiteShell の脆弱性対策処理を攻撃タイプごとに on/off 選択する場合に使用

します。デフォルトは攻撃タイプごとに異なります。本スイッチを off にすると、

優先順位の低い他のスイッチは無効になります。例えば、processor.csrf=off

にすると、CSRF 攻撃を防御するための処理は行われません。(監査ログ出力

も行われません。) 

2 

(チェック対象外定

義ファイル設定) 

「チェック対象外定義ファイル」を設定した場合、設定条件の一致するリクエス

トに対して脆弱性チェックは実施されません(監査ログ出力も行われません。)

優先順位の低い他のスイッチは無効になります。 

3 

penetratemode SiteShell がどのようなリクエストを攻撃と見なすか事前確認する際に使用しま

す。デフォルトは off です。本スイッチを on にすると、各脆弱性対策のチェック

処理と監査ログへの記録は行われますが、forward,replace といった防御動作

は行われません。 

4 

recipelist_default 初期インストール状態の各脆弱性対策 ID およびオンライン自動更新サービス

で自動的に追加された新規対策 ID を自動的に対策実施するか否かを設定す

る際に使用します。デフォルトは on です。本スイッチを off にすると、対処動作

未設定の ID に対して、対策のチェック処理と監査ログへの記録は行われます

が、forward,replace といった防御動作は行われません。 

5(低) 
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脆弱性対策設定ファイル 

 

この節では、SiteShell フィルタ機能の脆弱性対策設定ファイルについて説明します。 

 

格納フォルダ名 

IIS 版、Apache 版 

<SiteShell インストールフォルダ>/config/recipeList 配下 

Apache 仮想ホスト 

<SiteShell インストールフォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/recipeList 配下 

  NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想 WebSite 名>/config/recipeList 配下 

 

ファイル名 

RecipeList.properties 

 

ファイルフォーマット 

SQL-0001 = unconfigured 

SQL-0002 = on  

PT-0001 = off  
 

 

説明： 

本ファイルは、各脆弱性対策 ID の動作を定義します。 

 

状態説明： 

on  : 該当対策 ID の攻撃を検出してログに記録し、リクエストをガードします。 

off : 該当対策 ID の攻撃を検出してログに記録しますが、ガードはしません。 

unconfigured : on も off も設定していない未設定状態です。 

動作定義ファイルの recipelist_default プロパティに従って動作します。 

 

各 ID の設定値は、運用管理コンソールからも変更できます。 
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IPブラックリスト 

 

この節では、IP フィルタリング機能でブロック対象となる IP アドレスと、その動作を定義する IP ブラック

リストについて説明します。 

※IPブラックリスト自動生成機能を有効にするためには「SiteShell動作定義ファイル」の「processor.ipb

l」「ipbl.default」「ipbl.frequency」を設定する必要があります。 

 

格納フォルダ名 

IIS 版、Apache 版 

<SiteShell インストールフォルダ>/config/ 配下 

Apache 仮想ホスト 

<SiteShell インストールフォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/ 配下 

  NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想 WebSite 名>/config/ 配下 

 

ファイル名 

ipBlackList.properties 

 

ファイルフォーマット 

IP アドレス;対処動作(0:既定,1:拒否);追加時刻;追加種別(1:自動,2:手動,3:グループ);ログ出力(0:出

力しない,1:出力する) 

 

説明： 

本設定ファイルには自動生成される IP ブラックリストを保存します。ファイルの中身としては、上記

のフォーマットで IP アドレスごとに一行ずつで記載します。 

また、行頭に「#」を付加することで、その一行をコメント行とすることができます。 
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それぞれの意味を説明します。 

 

表 30 項目の意味 

項目名 設定値 説明 
IP アドレス 

【指定必須】 

IP アドレス[/ネットマスク] 対象となる IP アドレスを指定します。 

IPv4 と IPv6 の両方で指定でき、「IP アドレス/ネット

マスク」の形で指定することで、サブネット単位の指定

も可能です。 

ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マスク表記

またはビット数表記が指定でき、IPv6 形式の場合は

ビット数表記のみ指定できます。 

(例：IPv4) 

「192.168.0.1」「192.168.1.0/255.255.255.0」

「192.168.2.0/24」 

(例：IPv6) 

「2001:db8:1::1」「2001:db8:2::/48」 

対処動作 (※) 0/1 

(default:0) 

該当 IP アドレスでの対処動作を指定します。 

 0：デフォルト動作に従って動作します。 

 1：拒否します。 

※「デフォルト動作」は「SiteShell動作定義ファイル」の

「ipbl.default」に設定した値を指します。 

追加時刻 (※) 時刻 

(YYYY/MM/DD hh:mm:ss) 

該当 IP アドレスが IP ブラックリストに追加された時刻

を『YYYY/MM/DD hh:mm:ss』の形式で記載します。 

追加種別 (※) 1/2/3 

(default:2) 

該当設定が追加された種別を記載します。 

 1：IP ブラックリスト自動生成機能により生成された設

定 

 2：管理ノードごとに手動で追加した設定 

 3：グループデフォルトとして追加された設定 

ログ出力 (※) 0/1 

(default:1) 

該当 IP アドレスにマッチした場合に監査ログを出力す

るか否かを指定します。 

 0：監査ログを出力しない 

 1：監査ログを出力する 

 

省略された場合は、"1"が設定されたものとして動作し

ます。 

(※) これらの項目は省略可能ですが、区切り文字である「;」を省略することはできません。 

 

以下に IP ブラックリストの設定例を示します。 

 

192.168.1.10;1;2011/12/05 12:52:08;3;1 

#192.168.22.110;1;2011/12/06 07:34:44;2;1 

192.168.2.0/24;1;;2; 

2001:db8:1::1;0;2011/12/06 16:06:03;1;1 

2001:db8:2::/48;;;;0 

 

これらの設定値は、コマンドライン、または運用管理コンソールからも変更できます。 
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ユーザ定義ファイル 

 

この節では、SiteShell の各ユーザ定義ファイルのフォーマット、および設定方法について説明します。 

ユーザ定義ファイルには、以下の３種類があります。 

 

・ユーザルール定義ファイル 

・強制的ブラウズ定義ファイル 

・チェック対象外定義ファイル 

 

それぞれについて、以下で説明します。 

 

 

ユーザルール定義ファイル 
ユーザが独自に脆弱性攻撃に対するルールを設定する場合に使用します。 

 

ユーザルール定義ファイルと SiteShell ルール定義ファイルで、同じ脆弱性に対するチェックを定義した

場合には、ユーザルール定義ファイルが優先されます。 

 

ファイル名 

ユーザルール定義ファイルは、ユーザが任意の名前で命名することができます。 

格納場所 

IIS 版、Apache 版 

<SiteShell インストールフォルダ>/config/user-config 配下 

Apache 仮想ホスト 

<SiteShell インストールフォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/user-config 配下 

  NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想 WebSite 名>/config/user-config 配下 

フォーマット 

「ユーザ定義ファイルの記述説明」を参照してください。 
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強制的ブラウズ定義ファイル 
ユーザが、アクセスを許可するパスを事前に設定します。これにより、定義されたパス以外へのアクセ

スが発生した場合に、アクセスを拒否することができます。 

悪意のあるユーザが、ブラウザからこのファイルに定義している以外のパスをアクセスしようとする場

合は、エラーページを表示します。 

本ファイルを作成していない場合、パスのアクセス制限はありません。 

 

ファイル名 

FB.xml 

格納場所 

IIS 版、Apache 版 

<SiteShell インストールフォルダ>/config/user-config 配下 

Apache 仮想ホスト 

<SiteShell インストールフォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/user-config 配下 

 

 

  NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想 WebSite 名>/config/user-config 配下 

フォーマット 

フォーマットは、ユーザルール定義ファイルと同様です。 

「ユーザ定義ファイルの記述説明」を参照してください。 

 

ただし、FB.xml ファイルに指定できる属性には、以下の制限があります。 

 

・recipe タグの attackType 属性に指定可能な値は、"FB"のみです。 

・action タグの name 属性に指定可能な値は、"forward"または"allow"のみです。 

 "replace"は指定できません。 

・rule タグの operator 属性に指定可能な値は、"nregex"または"urlmatch"のみです。 

 "regex"は指定できません。 

・rule タグの arg 属性に指定可能な値は"accessPath"のみです。 

 

(例 1) 

<rule operator="nregex" arg="accessPath" value="/SamplePath1/|/SamplePath2/"> 

(説明) 

"/SamplePath1/"または"/SamplePath2/"のパス文字列を含む(部分一致)URL に対してアクセ

スを許可します。それ以外のパスへのアクセスはエラーとします。 

/SamplePath1/subPath/へのアクセスも許可します。 

 

(例 2) 

<rule operator="urlmatch" arg="accessPath" value="/SamplePath1/|/SamplePath2/"> 

(説明) 

アクセス先 URL が"/SamplePath1/"または"/SamplePath2/"の場合のみ(完全一致の場合のみ)

アクセスを許可します。それ以外のパスへのアクセスはエラーとします。 

/SamplePath1/subPath/へのアクセスはエラーとなります。 
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ユーザ定義ファイルの記述説明 
 

この節では、XML の各ノードの意味を説明します。 

 

定義例 

 

<?xml version="1.0"?> 

<recipe 

    attacktype="USERDEF" 

    path="^.*$" 

    description="User Defined Rule"> 

    <ruleSet condition = "or"> 

        <action 

            name="forward" 

            arg="ErrorPage.html"/> 

        <rule 

            operator = "regex" 

            arg = "headers[User-Agent]" 

            value = "Mozilla"/> 

        <rule 

            operator = "regex" 

            arg = "paramValues[*]" 

            value = "select"/> 

    </ruleSet> 

</recipe> 
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定義フォーマット説明 

 

正規表現式について 

SiteShellで使用できる正規表現式は、boostのRegexライブラリで実装されているPerl互換正規表現

式です。 

詳しくは、http://www.boost.org/doc/libs/1_37_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_sy

ntax.htmlを参照してください。 

表 31 XML の各ノードの意味 

recipe要素(指定必須) 

要素名 <recipe> 

説明 SiteShell ルール定義ファイルの root ノード 

一つの recipe 要素には複数の ruleSet 要素を定義することができる。 

親要素 なし 

子要素 <ruleSet> 

属性 ・attacktype 属性(指定必須) 

属性名 attacktype 

説明 脆弱性攻撃タイプを指定する。ユーザ定義の任意のタイプ

も指定可能。大文字小文字同一視。 

値 以下のいずれか 1 つを指定する。 

XSS：クロスサイトスクリプティング 

SQL：SQL インジェクション 

PT：パストラバーサル 

OSC：OS コマンドインジェクション 

SF：Session Fixiation 

FB：強制的ブラウズ 

ユーザ定義の attacktype(任意の英数字)  

 

・path 属性(省略可能) 

属性名 path 

説明 対象 URL を指定する。デフォルトはすべての URL。 

正規表現を用いることで、複数のパスを指定することもでき

る。 

値 "^/protectfolder1/.*$|^/protectfolder2/.*$"など 

 

・description 属性(省略可能) 

属性名 description 

説明 本攻撃対策の説明を記述する。  
 

http://www.boost.org/doc/libs/1_37_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html�
http://www.boost.org/doc/libs/1_37_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html�
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ruleSet要素(指定必須) 

要素名 <ruleSet> 

説明 rule ノードの集合を定義する。 

親要素 recipe 

子要素 <action>、<rule> 

属性 ・name 属性(省略可能) 

属性名 Name 

説明 ruleSet 要素の名前を指定する。 

値 20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が

使用可能である。 

 

・stage 属性(省略可能) 

属性名 Stage 

説明 処理対象を指定する。 

値 request：rule 要素の定義がリクエストデータとマッチした際

に action 要素に定義した対処動作を行う。 

response：rule 要素の定義がレスポンスデータとマッチした

際に action 要素に定義した対処動作を行う。 

省略時は、デフォルト値「request」で動作する。 

 

・content-type 属性(省略可能) 

属性名 content-type 

説明 対象とする Content-Type を指定する。 

値 対象とする Content-Type を指定する。(正規表現式で指定

する。大文字/小文字の区別は無し) 

（指定例） 

「^.*$」→全ての Content-Type を対象とする。 

「text/html|text/plain」→text/html または text/plain を対

象とする。 

省略時は、stage 属性の値によって動作が異なります。 

①stage=request 時 

「^($|(application/x-www-form-urlencoded|multipart/form-

data)($|\s*;))」が指定されたものとして動作する。 

②stage=response 

「text/html」が指定されたものとして動作する。 

 

・condition 属性(省略可能) 

属性名 Condition 

説明 複数の rule 要素の関係を示す。 

値 and：全ての rule がマッチした場合、action 動作を行う。 

or：いずれか一つの rule がマッチした場合、action 動作を

行う。 

省略時は、デフォルト値「or」で動作する。  
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action要素(指定必須) 

要素名 <action> 

説明 rule 条件がマッチした場合の実行動作を定義する。 

親要素 ruleSet 

子要素 なし 

属性 ・name 属性(指定必須) 

属性名 Name 

説明 action タイプを指定する。 

値 forward：指定ページへ遷移する。 

replace：文字列置換動作を行う。 

encrypt：指定文字列の暗号化処理を行う。 

allow：何もしない。(監査ログに記録) 

 

・arg 属性(省略可能) 

属性名 Arg 

説明 action に対応するパラメータを指定する。 

値 ①name=forward 時、遷移先の url を指定する。 

(指定例：「errorpage.html」)  

省略時は、「stage=request」の場合は「SiteShellError.ht

ml」、「stage=response」の場合は「SiteShellErrorResp.ht

ml」として動作する。 

②name=replace 時、置換文字列を指定する。 

(指定形式) 

置換前文字列 1[to]置換後文字列 1[and]置換前文字

列 2[to]置換後文字列 2・・・ 

(説明) 

区切りキーワードとして"[to]","[and]"を使用する。 

[to]の前の文字列を[to]の後の文字列に置換する。 

[and]を使用して複数の置換文字列を指定できる。 

(指定例：str1→strA、str2→strB に置換する場合) 

arg="str1[to]strA[and]str2[to]strB" 

また、ruleSet 要素の Stage 属性が「response」である

場合、置換前文字列に正規表現式を使用可能である。 

(指定例：N を一文字の整数とした時、 

「4NNN-NNNN-NNNN」→「4NNN-****-****」に 

置換する場合) 

arg="(4\d{3}\-)\d{4}\-\d{4}[to]$1****-****" 

省略時は、置換処理を行わない。 

※監査ログへの出力は行う。 

③name=encrypt 時、暗号化パターンを指定する。 

(指定形式) 

置換前文字列 1[to]置換後文字列 1[and]置換前文字列 

2[to]置換後文字列 2・・・ 

(説明) 

置換前文字列、置換後文字列は、正規表現式で指定す 

る。置換後文字列で暗号化対象部分は「$@n」(n は正規 

表現式マッチグループ番号)を指定する。 

[to]の左辺を省略した場合は、同一 ruleSet 内の rule 要 

素 value 属性と同じ正規表現式が指定されたものとす 

る。 
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(指定例) 

『arg="&lt;a href='/(.*?)\?(.*?)'&gt;[to]&lt;a hr 

ef='/$1\?paramall=$@2'&gt;"』 

→この場合、「<a href='/path?p1=v1&p2=v2'>」は「<a hr 

ef='/path?paramall=4A425339・・(暗号化文字)'>」に置 

換される。 

④name=allow 時、本属性は無視される。  
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rule要素(指定必須) 

要素名 <rule> 

説明 脆弱性対策定義ルール 

親要素 ruleSet 

子要素 なし 

属性 ・operator 属性(指定必須) 

属性名 operator 

説明 正規表現式マッチ判断方法の指定 

値 regex：正規表現式が部分一致でマッチする場合、本ルー

ルの判断結果を true とする。 

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時は選択不可) 

nregex：正規表現式が部分一致でマッチする場合、本ルー

ルの判断結果を false とする。 

urlmatch：正規表現式が完全一致でマッチする場合、本

ルールの判断結果を false とする。 

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時のみ選択可能) 

 

・arg 属性(指定必須) 

属性名 arg 

説明 チェック対象の指定 

値 paramNames、paramValues、headers、accessPath、uri、file

name、respbody のいずれかを指定する。 

・ Stage 属性で「response」を選択している場合は respbody

のみ指定可能である。 

・ ｢request｣を選択している場合 respbody は指定不可であ

る。 

・ action 要素の name 属性で「replace」を指定している場

合、「paramValues」「respbody」のみ指定可能である。 

・ action 要素の name 属性で「encrypt」を指定している場

合、「respbody」のみ指定可能である。 

・ パラメータ暗号化対象を指定する場合は、後述の※

を参照すること。 

 

「,」区切りで複数指定可能。 

paramNames、paramValues、headers については、[]記号の

中にパラメータ名を指定する。 

[*]：すべてのパラメータ名を対象とする。 

！[パラメータ名]：指定パラメータ名以外を対象とする。 

[パラメータ名 1;パラメータ名 2]：複数のパラメータを設定す

る場合、「;」で区切る。 

(指定例) 

arg="headers![referer],paramNames[*],paramValues[param

1;param2]" 

 

※パラメータ暗号化対象を指定する場合は、「respbody」ま

たは「respheaders[location]」のいずれかを指定する。respb

ody を指定した場合は、レスポンスボディを検査対象とし、v

alue 属性に定義されている正規表現式にマッチした場合、

action 要素で定義されているルールに従い、置換(パラメー

タ暗号化)を実施する。「respheaders[location]」を指定した
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場合は、HTTP レスポンスヘッダの location ヘッダを検査

対象とし、location ヘッダの値が value 属性に定義されてい

る正規表現式にマッチした場合、action 要素で定義されて

いるルールに従い、置換(パラメータ暗号化)を実施する。 

 

・value 属性(指定必須) 

属性名 value 

説明 チェックパターン(正規表現式)の指定 

値 正規表現式 

 

・decode 属性(省略可能) 

属性名 decode 

説明 デコード処理の指定。 

値 デコード指示子を複数指定する。 

ruleSet 要素の stage 属性が"request の場合のみ有効(res

ponse の場合は無効) 

指定されたデコード処理を指定順に実施する。 

デコード指示子: 

U : URL デコードを実施する。 

H : HTML（数値文字参照）デコードを実施する。 

M : マルチバイト除去を実施する。 

I : 小文字化を実施する。 

(例) 

"UMI":URL デコード１回＋マルチバイト除去＋小文字化 

"UUHMI":URL デコード２回＋HTML デコード１回＋マルチ

バイト除去＋小文字化 

省略時は、デコード処理を行わない。 

 

※Ver1.5 以前のフォーマットでは、本属性は指定する事が

出来ません。 

 

・charset 属性(省略可能) 

属性名 charset 

説明 マルチバイト除去用の文字コードを指定する。大文字小文

字同一視。 

値 以下のいずれか 1 つを指定する。  

Shift_JIS 

EUC 

UTF-8 

省略時は、マルチバイト除去を行わない。 

※Ver1.5 以前のフォーマットでは、本属性は指定する事が

出来ません。  
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チェック対象外定義ファイル 
ユーザが、SiteShell デフォルトの脆弱性対策定義から除外するルールを定義します。チェック対象外

定義ファイルに定義した脆弱性対応データは、脆弱性対策チェックを行いません。 

 

デフォルトは「チェック対象外なし」です。 

 

格納フォルダ名 

IIS 版、Apache 版 

<SiteShell インストールフォルダ>/config/ user-config 配下 

Apache 仮想ホスト 

<SiteShell インストールフォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/user-config 配下 

  NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想 WebSite 名>/config/user-config 配下 

 

ファイル名 

nonAttackRecipe.xml 

 

定義例 

<?xml version="1.0"?> 

<noAttackRecipe> 

   <rule attackType = "SQL" method="GET|HEAD" 

 path="^/SamplePath/.*$"> 

        <ignorePattern 

             location = "headers" 

             name = "^Referer$|^via$" 

             value = "select"/> 

        <ignorePattern 

             location = "paramValues" 

             name = "param1" 

             value = "delete"/> 

    </rule> 

    <rule attackType = "BF_OVERFLOW" method="GET"> </rule> 

    <rule attackType = "CSRF" method="POST" path="index.asp"> </rule> 

    <rule attackType = "HTTPMETHOD" method="OPTION"> </rule> 

    <rule attackType = "*" ip="192.168.1.0" netmask="255.255.255.0" record="off"> </rule> 

</noAttackRecipe> 
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定義フォーマット説明 

 

noAttackRecipe 要素(指定必須) 

要素名 <noAttackRecipe> 

説明 チェック対象外定義ファイルの root ノード 

親要素 なし 

子要素 <rule> 子要素を複数個並べることができる(or 条件)。 

属性 なし 

 

rule 要素(指定必須) 

要素名 <rule> 

説明 チェック対象外定義ルール。 

親要素 <noAttackRecipe> 

子要素 <ignorePattern> 子要素を複数個指定することできる(or 条件)。 

属性 ・name 属性(省略可能) 

属性名 name 

説明 rule 要素の名前を指定する。 

値 20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が

使用可能である。 

 

・attackType 属性(指定必須) 

属性名 attackType 

タイプ 文字列 

説明 脆弱性攻撃タイプを指定する。 

以下の値のいずれか 1 つを指定する。 

値 *：すべての脆弱性 

XSS： クロスサイトスクリプティング 

SQL： SQL インジェクション 

PT： パスの乗り越え 

OSC： OS コマンドの挿入  

SF： Session Fixiation、セッションハイジャックの一つ 

FB： 強制的ブラウズ 

BF_OVERFLOW： バッファオーバフロー(URL 長) 

BF_NONASCII： バッファオーバフロー(非 ASCII) 

CSRF： クロスサイトリクエストフォージェリ 

HTTPMETHOD： HTTP メソッド 

 

・SiteShellType 属性(省略可能) 

属性名 SiteShellType 

タイプ 正規表現式 

説明 本ルールの適用対象とする SiteShell のタイプを指定する。

例えば、SiteShellType="IIS"と指定した場合、本ルール

は、IIS 版 SiteShell 上でのみ有効となり、Apache 版

Siteshell 上では、本ルールは無効となる。 

省略時は、全てのタイプを適用対象とする。  

値 以下の指定が可能である。 

IIS： IIS 版 SiteShell を適用対象とする。 

Apache： Apache 版 SiteShell を適用対象とする。 

NW-Type： NW 型 SiteShell を適用対象とする。 

正規表現式を使用して、複数のタイプの SiteShell を適用
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対象とすることも可能。 

(例) 

SiteShellType = "IIS|NW-Type" 

この場合、IIS 版と NW-Type 型 SiteShell を本ルール適用

対象とする。 

 

・path 属性(省略可能) 

属性名 path 

タイプ 正規表現式 

説明 ルールの適用対象 (リクエストのパス)を指定する。 

(path指定の対象範囲は「図 1 URL内部分の説明」を参照) 

省略時のデフォルトは「^.*$」(全てのパス)  

値 (例) 

path = "^/SamplePath/.*$"等 

 

・method 属性(省略可能) 

属性名 method 

タイプ 正規表現式 

説明 ルールの適用対象(リクエストの HTTP メソッド)を指定す

る。 

省略時のデフォルトは「^.*$」(全てのメソッド)  

値 (例) 

method="GET|POST" 

 

・ip 属性(省略可能) 

属性名 ip 

タイプ 文字列 

説明 ルールの適用対象(クライアント側 IP アドレス)を指定する。 

IPv4 と IPv6 の両方が指定できる。 

netmask 指定とあわせて、サブネット範囲も指定可能。 

省略時は、全てのクライアント IP を対象とする。 

値 (例：IPv4) 172.28.140.0 

(例：IPv6) 2001:db8:0:f101::5 

 

・netmask 属性(省略可能) 

属性名 netmask 

タイプ 文字列 

説明 ルールの適用対象(クライアント側サブネットマスク)を指定

する。 

サブネットマスクまたはプレフィックス長を指定する。 

IPv6 の場合は、プレフィックス長の表記のみサポートする。 

省略時のデフォルトは 

IPv4 アドレス：255.255.255.255 または 32 

IPv6 アドレス：128 

値 (例：IPv4) 255.255.255.128 

24 

(例：IPv6) 64 
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・record 属性(省略可能) 

属性名 Record 

タイプ フラグ 

説明 チェック対象外定義で通過させた攻撃を、ログ出力するか

しないかを指定する。 

大文字と小文字は区別しない。 

省略時または on/off 以外の値を設定した場合のデフォル

トは on とする。 

値 on：監査ログに出力する。 

off：監査ログに出力しない。  
 

ignorePattern要素(省略可能) 

要素名 <ignorePattern> 

説明 脆弱性チェック対象外のデータパターンを指定する。 

<rule>タグの attackType 属性が「*」、「BF_OVERFLOW」、「BF_NONASCII」、

「HTTPMETHOD」指定の場合、本タグは省略する。(指定不可) 

親要素 <rule> 

子要素 なし 

属性 ・location 属性(指定必須) 

属性名 location 

タイプ 文字列 

説明 チェックを無視する箇所を指定する。以下のいずれかを 1

つ指定する。 

値 headers：リクエストヘッダフィールド 

paramNames：リクエストパラメータ名 

paramValues：リクエストパラメータ値 

accessPath：アクセスパス部 

uri：URI 部 

filename：FILENAME 部 

ruleタグのattackTypeごとに指定可能な値が異なる。指定

可能な値については「表 32 ignorePattern要素の属性設

定値対応説明」を参照。 

accessPath、uri、filenameの対象範囲については「 図 1 

URL内部分の説明」を参照。 

 

・name 属性(省略可能) 

属性名 name 

タイプ 正規表現式 

説明 ・location 属性が headers の場合、ヘッダフィールド名を指

定する。(指定必須) 

・location 属性が paramValues の場合、リクエストパラメー

タ名を指定する。(指定必須) 

・location 属性が”headers”、”paramValues”以外の場合、

本属性は省略する。(指定不可) 

値 (例 1) リクエストヘッダの referer パラメータに"root"が含ま

れる場合、対象外とする。 

location="headers" name="referer" value="root" 

(例 2)全てのリクエストパラメータを対象外とする。 

location="paramValues" name="^.*$" value="^.*$"  
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・value 属性(省略可能) 

属性名 value 

タイプ 正規表現式 

説明 脆弱性対象外データを指定する。 

・value ="^.*$"の時、すべての値を脆弱性対象外とする。 

値  (例)リクエストパラメータ param1 はチェック対象外とする。 

location="paramValues" name="param1" value="^.*$"  
 

 

図 1 URL 内部分の説明 

 
 

表 32 ignorePattern 要素の属性設定値対応説明 

attackType location name value 

SQL、XSS、 

OSC、SF 

headers ヘッダ名 ヘッダに対する、脆弱性対象外の

データ 

SQL、XSS、 

OSC、SF、

CSRF、PT 

paramValues パラメータ名 パラメータの値に対する、脆弱性

対象外のデータ 

SQL、XSS、

CSRF、PT 

paramNames - パラメータ名に対する、脆弱性対

象外のデータ 

FB accessPath - 脆弱性対象外のアクセスパス 

PT uri - 脆弱性対象外の uri 

PT filename - 脆弱性対象外の filename 

 

 

 

 

 

path 

httpmethod 

URL 

uri 

filename

accessPath 

GET http://www.webapp.com/gateway/gateway.dll?p=abc&k=123 HTTP/1.0 
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オンライン自動更新定義ファイル 

 

この節では、オンライン自動更新サービスに使われる各設定ファイルを説明します。 

定義ファイルを直接更新した場合は、オンライン自動更新サービスを再起動してください。 

オンライン自動更新サービスの再起動については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」を参照くだ

さい。 

 

クライアント側の定義ファイル 

 

ここでは、クライアント側の設定ファイル onlineupdate.properties のフォーマット、および設定を説明しま

す。 

 

格納フォルダ 

<SiteShell インストールフォルダ> 

 

各プロパティの意味を下表に記載します。 

 

表 33 各プロパティの意味 

プロパティ名 設定値 説明 

serverAddr IP アドレス/ホスト名 更新サーバの IP アドレス/ホスト名 

serverPort 数字 更新サーバのポート番号 

version 文字列 脆弱性対策パッケージのバージョン番号 
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プロパティ名 設定値 説明 

updatetime 5～525600 の数字また

は文字列 

(default:Start;1440) 

オンライン更新において、起動時チェックまた

はチェックする間隔(分)またはチェックする時

刻(毎日、毎週、毎月)を指定する。 

・OnlineUpdateService 起動時： 

「 updateTime=START 」 を 指 定 す る こ と で 、

OnlineUpdateService 起動時に更新チェックを

行う。 

 

・時間間隔(分)： 

分単位の時間間隔を数値で指定 

(例)5 分ごとに更新チェックを行う。 

updateTime=5 

 

・毎日固定時間： 

「HH:MM/Day」フォーマットの文字列で指定 

(例)毎日 02:00 に更新チェックを行う。 

updateTime=02:00/Day 

 

・毎週固定時間： 

「HH:MM/Week(特定曜日)」フォーマットの文字

列で指定 

特定曜日には「Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, 

Sat」を指定する。 

複数曜日指定の場合、コンマで区切る。 

(例) 毎週火曜日と土曜日の 05:00 に更新

チェックを行う。 

updateTime=05:00/Week(Sat,Tue) 

 

・毎月固定時間： 

「HH:MM/Month(特定日)」フォーマットの文字

列で指定 

特定日には「1-31,LDM（月末日）」を指定する 

複数日指定の場合、コンマで区切る。 

(例) 毎月 3 日、13 日、末日の 01:30 に更新

チェックを行う。 

updateTime=01:30/Month(3,13,LDM) 

 

キーワード「START」「Day」「Week(特定曜日)」

「Month(特定日)」は大小文字を区別しない。 

上記の 5 つの設定方式を複数指定できる(セミ

コロンで区切る)。 

(例) 起動時、3 時間ごと、毎日 10:00、毎週土

日 13:00、毎月 1 日と 15 日 15:00 という形で

複数周期での更新チェックを行う。 

updateTime=Start;180;10:00/Day; 

13:00/Week(Sat,Sun);15:00/Month(1,15) 

proxyAddr IP アドレス/ホスト名 プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名 
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プロパティ名 設定値 説明 

proxyPort 数字 プロキシのポート番号 

recvTimeout 0～300 の数字 

(default:30) 

無通信監視時間(秒)を設定する。無通信時間

とは、更新サーバからのレスポンスがない時

間のことである。0 が設定された場合は監視し

ないものとする。範囲外の数字が設定された

場合は、30 が設定されたものとする。 

log.USStatus.num 2～100 の数字 

(default:10) 

更新サービス状態ログファイルの 大数を指

定する。範囲外の数字が設定された場合は、

10 が設定されたものとする。 

log.USStatus.size 200～1024 の数字 

(default:1024) 

更新サービス状態ログファイルのサイズを指

定する。単位は KB 

範囲外の数字が設定された場合は、1024 が

設定されたものとする。 

log.path 文字列 

(default:./logs/) 

更新サービス状態ログファイルの保存場所を

指定する。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルトの

フォルダにログを記録する。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能。 

パスの区切り文字として、Windows の場合は

「\」、「/」が使用可能。 

Linux の場合は「/」が使用可能。 

相対パスの場合は、SiteShell インストールディ

レクトリからの相対パスとみなす。 

 

注意：「log.path」を変更した場合「SiteShellServ

ice.properties」の「onlineupdateLog.path」も変

更する必要がある。詳細は「SiteShellサービス

設定ファイル」を参照。 

exclude.vhs 文字列 

(default:空) 

自動更新時に脆弱性対策定義ファイルを更新

させない仮想ホストを指定します。 

複数指定する場合は「:」で区切ります。 
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SiteShellサービス設定ファイル 

 

SiteShell サービス設定ファイル(SiteShellService.properties)は、SiteShell サービスの基本動作を設定

します。 

SiteShell サービス設定ファイルを更新した場合は、SiteShell サービスを再起動してください。 

SiteShellサービスの再起動については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」を参照ください。 

 

格納場所 

IIS 版、Apache Windows 版 

<SiteShell インストールフォルダ>  

  Apache Linux 版、NW 型 

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService 

 

SiteShell サービス設定ファイルに含まれている各プロパティを以下で説明します。 

 

プロパティ名 設定値 用途 

portNumber 数値 

(default:9434) 

運用管理部分との通信に使用するポート番号を指

定します。1 から 65535 の任意の数値を指定可能

です。 

指定しなかった場合は、9434 番を使用します。 

timeOut 数値(秒) 

(default:30) 

運用管理部分との通信のタイムアウト時間を秒で

指定します。指定した時間以上無通信状態が続い

た場合、通信を切断します。 

30 から 180 の任意の数値を指定可能です。 

指定しなかった場合は、30 秒で動作します。 

通常、この値を変更する必要はありません。 

managerIpAddress IP アドレス 

(default:なし) 

SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理

部分の IP アドレスを指定します。 

また、カンマ(,)で区切ることで、 大 8 個の IP アド

レスを指定でき、IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方

で指定できます。 

指定しなかった場合、または不正な値が指定され

た場合は、全ての IP アドレスからの接続を許可し

ます。 

“deny”と指定した場合は、全ての IP アドレスから

の接続を拒否します。  

accessLogFolderPath 文字列 

(default: C:\WI

NDOWS\syste

m32\LogFiles) 

アクセス数の集計対象とするアクセスログが出力さ

れているパスを指定します。本項目は、IIS 版 SiteS

hell の場合のみ有効です。 

大 259 文字まで指定できます。 

指定しなかった場合は、IIS6.0 のデフォルトパス(C:

\WINDOWS\system32\LogFiles)のアクセスログを

集計対象とします。 

webServerType 数値 

(default:SiteShe

ll の種類による)

インストールされている SiteShell の種類を指定し

ます。 

この値は変更しないでください。 
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プロパティ名 設定値 用途 

log.path 文字列 

(default:./logs/)

SiteshellService のデバッグログ出力先を指定しま

す。 

絶対パス、および相対パスで指定可能で、相対パ

スは Windows 版では SiteShell インストールフォル

ダから、Linux 版では「<SiteShell インストール先

フォルダ>/SiteShellService」からのパスになりま

す。 

省略した場合や、指定したフォルダが存在しない場

合はデフォルトのフォルダを指定したものとします。

siteshellLog.path 文字列 

(default:なし) 

SiteShell 本体が出力する監査ログ、および更新

サービス状態ログの出力先を指定します。 

絶対パス、および SiteShell インストールフォルダか

らの相対パスで指定可能です。省略した場合や、

指定したフォルダが存在しない場合はデフォルトの

フォルダを指定したものとします。 

 

注意 1：siteshellLog.path は「<SiteShell インストー

ル先フォルダ>/config/configuration.properties」の

「log.path」と一致させる必要があります。 

注意 2：Apache仮想ホスト、NW型の場合は設定方

法が異なるため「Apache仮想ホスト、NW型のSiteS

hell本体ログ出力先変更方法」を参照してください。

onlineupdateLog.path 文字列 

(default:なし) 

ONLINEUPDATE が出力する更新サービス状態ロ

グの出力先を指定します。 

絶対パス、および SiteShell インストールフォルダか

らの相対パスで指定可能です。省略した場合や、

指定したフォルダが存在しない場合はデフォルトの

「./logs/」を指定したものとします。 

 

注意：onlineupdateLog.path は「<SiteShell インス

トール先フォルダ>/onlineupdate.properties」の「log.

path」と一致させる必要があります。 

auditLogRotation size/daily 

(default:なし) 

監査ログを収集する際の、ローテーション方式を指

定します。 

「size」を指定した場合、「audit.log*」形式のログファ

イルを収集します。 

「daily」を指定した場合、「audit.日付.log*」形式のロ

グファイルを収集します。 

本設定値は、大文字と小文字の区別はありませ

ん。不正な値が設定された場合、「size」が設定され

たものとします。 

 

注意：auditLogRotation は「<SiteShell インストール

先フォルダ>/config/configuration.properties」の「lo

g.audit.rotation」と一致させる必要があります。 
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プロパティ名 設定値 用途 

aliveAccess on/off 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエスト送信の有効/無

効を指定します。 

「on」を指定した場合、SiteShell 稼動状態確認リク

エストを送信します。 

「off」を指定した場合、SiteShell 稼動状態確認リク

エストは送信しません。 

本設定値は、大文字と小文字の区別はありませ

ん。不正な値が設定された場合、「off」が設定され

たものとします。 

 

注意：aliveAccess は「<SiteShell インストール先

フォルダ>/config/configuration.properties」の「proc

essor.alive」と一致させる必要があります。 

aliveURL 文字列 

(default:なし) 

aliveURL ノード名、または SiteShell 稼動状態確認

リクエストの送信先 URL を指定します。 

SiteShell が稼動している Web サーバの URL を指

定してください。 

本設定値は、大文字と小文字の区別はありませ

ん。 

 

不正な値が設定された場合、「http://localhost」が

設定されたものとします。 

また、「;」で区切ることによって複数の aliveURL

ノード、および URL を指定することができます。 

(例) 

aliveURL= http://localhost:80;aliveNode1 

<aliveURL ノード> 文字列 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストの送信先 URL を

指定します。 

SiteShell が稼動している Web サーバの URL を指

定してください。 

本設定値は、大文字と小文字の区別はありませ

ん。 

 

省略したり不正な値が設定された場合、動作しま

せん。 

また、「;」で区切ることによって複数の URL を指定

することができます。 

(例) 

aliveURL= http://localhost:80;http://localhost:81 
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プロパティ名 設定値 用途 

aliveRetryTimes 数値 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストの再試行回数を

指定します。1 から 1000 の任意の数値を指定しま

す。 

 

省略したり不正な値が設定された場合、「5」が設定

されたものとして動作します。 

「<aliveURL ノード>.aliveRetryTimes」に値が設定さ

れている場合、<aliveURL ノード>ではその値が優

先される。 

command 文字列 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストが連続して失敗

した回数が、aliveRetryTimes で指定した回数に達

した際に、実行するコマンドを指定します。 

 

省略した場合、コマンド実行は行いません。 

「<aliveURL ノード>.command」に値が設定されてい

る場合、<aliveURL ノード>ではその値が優先され

る。 

aliveInterval 数値 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストの送信間隔を秒

で指定します。1 から 2147483647 の任意の数値を

指定します。 

範囲外の数字が設定された場合は、「300」が設定

されたものとします。 

「<aliveURL ノード>.aliveInterval」に値が設定されて

いる場合、<aliveURL ノード>ではその値が優先さ

れる。 

<aliveURL ノード>.aliv

eRetryTimes 

数値 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストの再試行回数を

指定します。1 から 1000 の任意の数値を指定しま

す。 

 

省略したり不正な値が設定された場合、「aliveRetr

yTimes」の値で動作します。 

<aliveURL ノード>.co

mmand 

文字列 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストが連続して失敗

した回数が、<aliveURL ノード>.aliveRetryTimes で

指定した回数に達した際に、実行するコマンドを指

定します。 

 

省略した場合、「command」の値で動作します。 

<aliveURL ノード>.aliv

eInterval 

数値 

(default:なし) 

SiteShell 稼動状態確認リクエストの送信間隔を秒

で指定します。1 から 2147483647 の任意の数値を

指定します。 

 

省略したり不正な値が設定された場合、「aliveInter

val」の値で動作します。 
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プロパティ名 設定値 用途 

UUID 文字列 

(default:なし) 

SiteShellサービスの初回起動時に、管理ノードを特

定する識別子であるUUID(Universally Unique 

Identifier)を自動で生成し設定されます。

OMS.IpAddressプロパティを設定した状態で

SiteShellサービスを起動すると自動的に設定・更新

されます。 

・未設定の場合：自動設定 

・値が不正な場合：自動更新 

・ipAddressプロパティの値が前回起動時から変

わっている場合：自動更新 

・その他の場合：現在の値を維持 

 

2 度目以降の起動時は、ipAddress プロパティの値

に変更がある場合、再度 UUID を生成し更新され

ます。 

 

不正な値が指定された場合にも、再度 UUID を生

成し更新されます。 

 

注意：OMS.IpAddress プロパティが設定されていな

い場合、UUID の生成/更新は行いません。 

ipAddress 文字列 

(default:なし) 

SiteShell サービスの起動時に、SiteShell が導入さ

れているマシンの IP アドレスを自動的に取得し、設

定されます。 

IP アドレスが複数ある場合、全ての IP アドレス

を”;”で区切って設定されます。 

IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方が設定されます。

既に設定されている場合は、現在のマシンの IP ア

ドレスと比較し、いずれもマッチしなければ、現在の

マシンの IP アドレスで更新されます。 

 

不正な値が指定された場合も、現在のマシンの IP

アドレスで更新されます。 

 

注意：OMS.IpAddress プロパティが設定されていな

い場合、ipAddress の取得/更新は行いません。 
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プロパティ名 設定値 用途 

OMS.IpAddress 文字列 

(default:なし) 

運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名を指定し

ます。IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定可

能です。 

 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、運用管理コンソールへの自動登録機能、稼動

状況監視機能は動作しません。 

 

注意：運用管理サービスは Windows Server OS

上で IPv6 の利用は Java SE 7 のみ対応していま

す。 

ただし、Windows Server 2003 は IPv6 の利用に対

応しておりません。 

OMS.port 数値 

(default:9454) 

運用管理サービスが通信に使用するポート番号を

指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、9454 番を使用します。 

OMS.timeout 数値 

(default:30) 

運用管理サービスへ通信する際のタイムアウト値

を秒で指定します。指定した時間以上無通信状態

が続いた場合、通信を切断します。 

30 から 180 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、30 が指定されたものとして動作します。 

通常、この値を変更する必要はありません。 

startup.RetryTime 数値 

(default:5) 

起動通知リクエストの通信に失敗した際にリトライ

する時間間隔を分で指定します。 

5 から 60 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、5 が指定されたものとして動作します。 

nodeGroupID 文字列 

(default:AutoGR

P) 

「Webサーバの自動登録機能」により、Webサーバ

を登録する際に所属するノードグループIDを指定し

ます。 

ノードグループ ID は 20 文字以内の半角英数、ハ

イフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

指定しない、または不正な値が指定された場合、

運用管理コンソールへの自動登録機能、稼動状況

監視機能は動作しません。 
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プロパティ名 設定値 用途 

virtualNodeGroupID 文字列 

(default:なし) 

仮想 Web サイト、または仮想ホストを運用管理コン

ソールへ自動登録する際に所属させるノードグ

ループ ID を指定する。 

指定方法は「仮想 Web サイト|仮想ホスト:ノードグ

ループ ID」とし、”/”で区切って複数指定します。 

(例) 

仮想 Web サイト「website1」「website2」が存在し、w

ebsite1 は「GRPID1」、website2 は「GRPID2」に所

属させたい場合下記のように指定します。 

virtualNodeGroupID=website1:GRPID1/website2:G

RPI2 

 

20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダー

バー(_)が使用できます。 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、SiteShellService.properties の nodeGroupID プ

ロパティ値を使用します。 

 

注意：Apache の仮想ホストを利用している場合、主

サーバが所属するノードグループ ID に関しては no

deGroupID プロパティ値を使用します。 

CheckRunning.port 数値 

(default:9444) 

運用管理サービスからの稼動確認要求を受信する

ポート番号を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、9444 番を使用します。 

CheckRunning.timeou

t 

数値 

(default:10) 

稼動確認要求を受け付ける時間を分で指定しま

す。起動通知後、本プロパティに設定された時間、

稼動確認要求がなかった場合、再度、起動通知を

行う。 

5 から 1440 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合

は、10 が指定されたものとして動作します。 
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SiteShell 本体稼動監視の設定例を以下に示します。 

aliveAccess=on 

aliveURL=aliveURLNode1;aliveURLNode2;http://localhost 

aliveInterval=300 

aliveRetryTimes=5 

command= 

 

aliveURLNode1=http://webserver1 

aliveURLNode1.command=iptables -t nat -D PREROUTING -d 10.1.1.1 -p tcp -m tcp -

-dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.101 

aliveURLNode1.aliveInterval=60 

aliveURLNode1.aliveRetryTimes=10 

 

aliveURLNode2=http://webserver2:81 

aliveURLNode2.command=iptables -t nat -D PREROUTING -d 10.1.1.2 -p tcp -m tcp -

-dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.102 

 

 

上記の例では以下のような動作を行います。 

 

・ 「http://localhost」に対する動作 

300 秒間隔で SiteShell サービスから「http://localhost」に対して、稼動状態確認リクエストを

送信する。 

連続で 5 回以上失敗しても、コマンドは何も実行しない。 

 

・ 「http://webserver1」(aliveURLNode1)に対する動作 

60 秒間隔で SiteShell サービスから「http://webserver1」に対して、稼動状態確認リクエスト

を送信する。 

連続して 10 回目の失敗時に「aliveURLNode1.command」で指定したコマンドを実行します。 

 

・ 「http://webserver2:81」(aliveURLNode2)に対する動作 

300 秒間隔で SiteShell サービスから「http://webserver2:81」に対して、稼動状態確認リクエ

ストを送信する。 

連続して 5 回目の失敗時に「aliveURLNode2.command」で指定したコマンドを実行します。 
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運用管理サービスを利用する場合の設定例を以下に示します。 

 

<下記の環境の場合> 

SiteShell サービスが導入されているマシンの IP アドレス ： 192.168.10.100 

SiteShell サービスが稼動確認要求を受け付けるポート番号 ： 9444 

運用管理サービスが導入されているマシンの IP アドレス ： 192.168.20.200 

運用管理サービスが起動通知を受け付けるポート番号 ： 9454 

 

<設定例> 

UUID=12345678-901b-cdef-1234-567890abcdef 

ipAddress=192.168.10.100 

OMS.IpAddress=192.168.20.200 

OMS.port=9454 

OMS.timeout=30 

startup.RetryTime=5 

nodeGroupID=AutoGRP 

 

CheckRunning.port=9444 

CheckRunning.timeout=10 

 

上記の例では以下のような動作を行います。(太字は設定値を示しています) 

 

・ Web サーバの自動登録に関する動作 

SiteShell サ ー ビ ス の 起 動 時 に 、 SiteShell サ ー ビ ス が 導 入 さ れ て い る マ シ ン が

「192.168.10.100」の IP アドレスがあっているどうかを確認します。本例ではあっているため、

UUID は「12345678-901b-cdef-1234-567890abcdef」のままとなります。 

その後、SiteShell サービスが起動通知を運用管理サービス(IP アドレス：192.168.20.200、

ポート番号：9454)に対して送付します。 

この起動通知を受け、運用管理サービスは「AutoGRP」という ID を持つノードグループに、

Web サーバを登録します。 

※起動通知の送付後 30 秒経過しても応答がない場合、起動通知は失敗となります。 

※起動通知に失敗した場合、5 分後に再度 SiteShell サービスから起動通知を行い、成功す

るまでこの処理を繰り返します。 

※UUID は運用管理サービスが Web サーバを一意に特定するための ID として使用します。 

 

・ Web サーバの稼動状況監視に関する動作 

運用管理サービスは定期間隔で SiteShell サービス(IP アドレス：192.168.10.100、ポート番

号：9444)に対して稼動確認要求を送付します。 

稼動確認要求を受け取った SiteShell サービスは返答する事で、運用管理サービスに対して

稼動中であることを知らせます。 

稼動確認要求の返答がなかった SiteShell サービスは停止していると判断し、稼動状態を 

”停止”に更新します。 

※SiteShell サービスが起動通知成功後 10 分経過しても、稼動確認要求がなかった場合は、

再度起動通知を行います。 

 

運用管理サービス側の設定に関しては「運用管理サービス設定ファイル」を参照してください。 
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Apache 仮想ホスト、NW 型の SiteShell 本体ログ出力先変更方法 

Apache 仮想ホスト、および NW 型の場合は、ホスト型と SiteShell 本体ログの出力場所が異なるため、

ログ出力先の変更方法も異なります。 

 

Apache 仮想ホスト、および NW 型での本体ログ出力先のデフォルト値は「<SiteShell インストール先

フォルダ>/virtualhosts|websites/<仮想 Web サイト名>/logs/」配下に出力されます。 

以下にそのフォルダ構成を示します。 

～/virtualhosts|websites/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名>/logs/ 

                                 ├ audit - audit.log 

                                 ├ debug - siteshell_debug.log 

                                 ├ errorcode - YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

                                 └ updateService - siteshellStatus.log 

 

ユーザは「<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts|websites/<仮想ホスト名|仮想 Web サイ

ト名>/logs/」の部分を「<変更先フォルダ>/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名>/」という構成で自由に

指定することができます。しかし、それ以下のフォルダ構成は変更することが出来ません。また、設

定ファイル(configuration.properties)の「log.path」の指定もこの構成に従って指定しなければなりませ

ん。 

 

例として、ログ出力先を「/var/siteshell/logs/」に変更する際の設定手順を示します。 

 

ログ出力先変更の設定手順例 

1. ログを出力するフォルダを作成します。 

# mkdir /var/siteshell/logs/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名> 

※「/var/siteshell」や「/var/siteshell/logs」がない場合は、同様に作成してください。 

 

2. 「<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想ホスト名|仮想 WebSite 名>/config/configu

ration.properties」の「log.path」を以下のように指定してください。 

log.path=/var/siteshell/logs/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名> 

※この操作を全ての仮想ホスト名、および仮想 Web サイトに対して行ってください 

 

3. 「<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService/SiteShellService.properties」の「siteshell

Log.path」を以下のように指定してください。 

siteshellLog.path=/var/siteshell/logs/ 

 

4. 以下のコマンドで、SiteShellService、および Web サーバ、または仮想 Web サイトを再起動して

ください 

# service SiteShellServiceForNW restart 

# service SiteShellNW restart 

 

5. 以上で設定は完了となります。また、フォルダ構成は以下のようになります。 

/var/siteshell/logs/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名>/ 

                                 ├ audit - audit.log 

                                  ├ debug - siteshell_debug.log 

                                  ├ errorcode - YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

                                  └ updateService - siteshellStatus.log 
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運用管理サービス設定ファイル 

 

運用管理サービス設定ファイル(OperationManagement.properties)は、運用管理サービスの基本動作

を設定します。 

運用管理サービス設定ファイルを更新した場合は、運用管理サービスを再起動してください。 

運用管理サービスの再起動については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」を参照ください。 

 

格納場所 

<運用管理サービスインストールフォルダ>/conf  

 

運用管理サービス設定ファイルに含まれている各プロパティを以下で説明します。 

 

プロパティ名 設定値 用途 

log.path 文字列 

(default:./logs

/) 

運用管理サービスの動作ログの格納場所を指定しま

す。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値「./logs

/」で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、Windows の場合は「\」、「/」

が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、運用管理サービスのインストール

ディレクトリからの相対パスとみなします。 

log.level 数値 

(default:2) 

ログの出力レベルを指定します。 

指定可能値は「1-5」です。 

指定値の意味は以下の通りです。 

1:DEBUG 

2:INFO 

3:WARNING 

4:ERROR 

5:OFF 

上記以外の値が設定された場合は、 

レベル 2 で動作します。 

log.size 数値 

(default:1024) 

運用管理サービスの動作ログファイルのサイズを指定

します。 

指定可能値は「200-2097152」（単位：KB）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、1024 で動作しま

す。 
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プロパティ名 設定値 用途 

log.num 数値 

(default:100) 

運用管理サービスの動作ログファイルの 大数を指

定します。 

指定可能値は「2-2048」です。 

log.size で指定されたサイズを超えると、新しいファイ

ルにログの続きを出力します。 

ログファイルの数が、ここで指定した数に達すると、一

番古いログファイルを削除してから、新しいログファイ

ルを作成します。 

範囲外の数字が設定された場合は、100 で動作しま

す。 

運用管理サービスの動作ログファイルのサイズが、lo

g.size で指定したサイズを超える時、下記のようにファ

イル名に数字を付加したファイルにコピーして保存しま

す。 

siteshelloms.log → siteshelloms.log.1 →siteshelloms.

log.2 → …… 

付加した数字が小さいほど、新しいログファイルです。

node.port 数値 

(default:9454) 

SiteShell サービスからの起動通知を受信するポート

番号を指定します。 

0 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、94

54 番を使用します。 

node.connect_max 数値 

(default:100) 

SiteShell サービスからの起動通知を受信する同時接

続数の 大数を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、10

0 が指定されたものとして動作します。 

alive.time 数値 

(default:300) 

稼動確認要求完了後から次の稼動確認要求が行わ

れる時間間隔を秒単位で指定します。 

1 から 82800 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、30

0 が指定されたものとして動作します。 

alive.connect_max 数値 

(default:100) 

稼動確認要求の同時接続数の 大数を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、10

0 が指定されたものとして動作します。 

alive.timeout 数値 

(default:5) 

稼動確認要求のタイムアウト値を秒で指定します。 

1 から 180 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、5

が指定されたものとして動作します。 

通常、この値を変更する必要はありません。 
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プロパティ名 設定値 用途 

auto.delete.node 数値 

(default:31) 

自動登録された Web サーバの自動削除日数を指定し

ます。指定した日数以上 Web サーバの稼動状態が”

停止”である場合、DB から削除します。 

0 から 3650 の任意の数値を指定可能です。 

0 を指定した場合、自動削除は行いません。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、31

が指定されたものとして動作します。 

auto.delete.server_s

tatus 

数値 

(default:365) 

Web サーバの稼動状態を記録したログの自動削除日

数を指定します。指定した日数経過したログを削除し

ます。 

0 から 3650 の任意の数値を指定可能です。 

0 を指定した場合、稼動ログの削除は行いません。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、36

5 が指定されたものとして動作します。 

db.host 文字列 

(default:localho

st) 

運用管理コンソールが使用する DB の IP アドレス/ホ

スト名を設定します。 

IPv4 と IPv6 の両方が指定でき、IPv6 を指定する場

合は IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、loc

alhost が指定されたものとして動作します。 

db.port 数値 

(default:5432) 

運用管理コンソールが使用する DB のポート番号を指

定します。 

0 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、54

32 番を使用します。 

db.user 文字列 

(default:なし) 

運用管理コンソールが使用する DB のユーザ名を指

定します。 

db.pass 文字列 

(default:なし) 

運用管理コンソールが使用する DB のパスワードを指

定します。 

※パスワードは暗号化して格納します。アルゴリズム：

AES 鍵長 256 ビット 

db.thread_max 数値 

(default:100) 

運用管理コンソールが使用する DB に接続する際に

作成するスレッドの 大数を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、10

0 が指定されたものとして動作します。 
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環境設定ファイル 

 

環境設定ファイル(environment.properties)は、モニタリング機能の動作を設定します。 

 

格納場所 

<SiteShell インストール先フォルダ>/conf/ 

<運用管理コンソールインストール先フォルダ>/webapps/console/WEB-INF/conf/ 

<運用管理サービスインストール先フォルダ>/conf/ 

 

環境設定ファイルに含まれている各プロパティを以下で説明します。 

 

プロパティ名 設定値 説明 
cloud.type 文字列 

(default:Other) 

クラウド環境を指定します。 

Ver2.0 では"OTHER"または"AWS"のみ(大文字小文字区別し

ない)指定可能です。 

cloud.cmd.suffix 文字列 

(default:なし) 

モニタリングデータを送信するクラウドサービスの種類を指定し

ます。 

Ver2.0 では"CLOUDWATCH"のみ(大文字小文字区別しない)

指定可能です。 

省略された場合は、クラウドサービス連携は行いません。 

log.monitoring.path 文字列 

(default:./logs/de

bug/) 

モニタリング機能の動作ログの格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

log.monitoring.level 数値 

(default:2) 

モニタリング機能の動作ログの出力レベルを指定します。 

指定可能値は「1-5」です。 

指定値の意味は以下の通りです。 

1:DEBUG 

2:INFO 

3:WARNING 

4:ERROR 

5:OFF 

log.monitoring.rotation size/daily 

(default:size) 

モニタリング機能の動作ログファイルのローテーション方式を指

定します。 

「size」を指定した場合、ファイルサイズを契機にローテーション

を行います。 

「daily」を指定した場合、ファイルサイズと日付を契機にロー

テーションを行います。 

本設定値は、大文字と小文字の区別はしません。 

log.monitoring.size 数値 

(default:1024) 

ローテーションするモニタリング機能の動作ログファイルサイズ

を指定します。 

指定可能値は「200-10240」（単位：Byte）です。 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.monitoring.num 数値 

(default:100) 

ローテーションするモニタリング機能の動作ログファイルの 大

数を指定します。 

指定可能値は「2-100」です。 

ファイル数が、ここで指定した数に達すると、一番古いファイル

を削除し、新しいログファイルを作成します。 

log.monitoring.keepday 数値 

(default:30) 

モニタリング機能の動作ログファイルを日付単位でローテーショ

ンさせる場合、保持するファイルの 大日数を指定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 

log.monitoring.num_per

day 

数値 

(default:2) 

モニタリング機能の動作ログファイルを日付単位でローテーショ

ンさせる場合、日付ごとに保持するファイルの 大個数を指定

します。 

指定可能値は「2-2147483647」です。 

monitoring.attack.path 文字列 

(default:./logs/mo

nitoring/) 

攻撃件数のモニタリングデータを出力するファイルの格納場所

を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

monitoring.attack.keep

day 

数値 

(default:30) 

攻撃件数のモニタリングデータを出力するファイルを日付単位

でローテーションさせる場合、保持するファイルの 大日数を指

定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 

monitoring.alive.path 文字列 

(default:./logs/mo

nitoring/) 

サービスの死活状況のモニタリングデータを出力するファイル

の格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

monitoring.alive.keepda

y 

数値 

(default:30) 

サービスの死活状況のモニタリングデータを出力するファイル

を日付単位でローテーションさせる場合、保持するファイルの

大日数を指定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
monitoring.updatestatu

s.path 

文字列 

(default:./logs/mo

nitoring/) 

脆弱性対策パッケージの更新状況のモニタリングデータを出力

するファイルの格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

monitoring.updatestatu

s.keepday 

数値 

(default:30) 

脆弱性対策パッケージの更新状況のモニタリングデータを出力

するファイルを日付単位でローテーションさせる場合、保持する

ファイルの 大日数を指定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 
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付録B．運用管理コンソールの補足説明 

 

SiteShellが検知する攻撃の種類 
 

指定番号 攻撃種別 説明 

1 BF OVERFLOW リクエストにアプリケーションが想定しているより大きなデータを入力

することにより、不正な動作を引き起こす。 

2 BF NONASCII リクエストにバイナリ文字を入力することで、想定していない不正な動

作を引き起こす。 

3 XSS キーワード入力欄にスクリプトを含んだタグを打ち込み、制御情報（C

ookie）を取得したり、読み出された制御情報（Cookie）を第三者の

サーバに転送したりする。 

4 SQL 入力項目（パラメータ）に不正に SQL 文を入力して誤動作させ、デー

タベースの内容を参照したり更新したりする。 

5 SF 攻撃者がセッション ID をなりすまし、Web アプリケーションを不正に

操作する。   

6 FB 公開されている URL から、様々な URL を推測して、参照を試みる。

本来公開を意図していない情報にアクセスされる危険がある。 

7 PT パスを指定するパラメータを改ざんし、公開していないファイルを読み

出そうとする。   

8 OSC 入力項目への OS コマンドの入力により、Web サーバマシン上で OS

コマンドを実行する。    

9 Http Method 以下の HTTP のメソッドを利用する攻撃。  

DELETE、SEARCH、COPY、MOVE、PROPFIND、PROPPATCH、MK

COL、LOCK、UNLOCK、TRACE、PUT、HEAD、CONNECT。   

10 PM パラメータを改ざんする。 

11 CSRF 制御情報（Cookie）のクライアント識別子を盗用し、正規のクライアン

トになりすましたり、リクエストの再実行を行ったりする 

Cookie に格納されたデータを推測することにより、不正アクセスのた

めの情報を得る。 

12 Cookie Manipulation 

Cookie の有効期限が長すぎることを利用する。 

13 ErrorCode Web アプリケーションの実行エラー発生時に出力されるエラー詳細情

報から、攻撃のヒントを取得する。 

14 IPFilter 接続元の IP アドレスから、アクセスの許可/拒否の制御を行うことが

出来る。 

15 ErrorData チャンク転送エンコーディングのデータについて、データサイズ不正、

RFC 準拠違反であるデータ送信をブロックすることが出来る。 
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簡易正規表現 
 

各画面の絞り込み条件に下記の簡易的な正規表現を使用することができます。 

パターン文字 意味 

* 任意の文字列を示します。 

| 前後のいずれかの文字列を示します。 

 

例) 

対策 ID に「XSS*|SQL*」を指定した場合、「XSS-0001-01」、「SQL-0002-01」といった、XSS および S

QL で始まる全ての対策 ID が該当します。 
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運用管理コンソール動作定義 
 

運用管理コンソールの動作定義は、「コンソール設定画面」より確認/変更を行うことができます。運用

管理コンソールの動作定義の確認/変更を行うには、システム管理者権限が必要です。 

 

運用管理コンソール動作定義に含まれるプロパティは、大きく以下のカテゴリに分類されます。 

・ 画面表示 

「表 34 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(画面表示)」 

・ 収集 

「表 35 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(収集)」 

・ 情報通知関連 

「表 36 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(情報通知関連)」 

・ 通信関連 

「表 37 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(通信関連)」 

・ データ管理 

「表 38 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(データ管理)」 

 

各プロパティを以下に説明します。 

 

表 34 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(画面表示) 

プロパティ名 設定値 用途 
emphasisDisplayFrequen

cy 

数値(件数)/  数値

(日数) 

過去指定した日数以内に指定した回数以上の攻撃を検出

した脆弱性対策定義、および監査ログを背景色赤で表示し

ます。 

対策 ID 一覧画面では該当する脆弱性対策定義の背景色

が赤になります。 

監査ログ一覧画面では該当する脆弱性対策定義で検出さ

れた監査ログの背景色が赤になります。 

"件数/日数"という形式で指定します。 

例) 過去 5 日に 10 回以上の攻撃 

⇒ "10/5" 

指定しなかった場合は、"10/5"として動作します。 

なお、誤った値を指定した場合は、この機能は無効になり

ます。 

 

表 35 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(収集) 

プロパティ名 設定値 用途 
dataCollectionTime 時刻または間隔 SiteShell 本体からログデータを収集する時刻または間隔を

指定します。 

指定方法は「時刻指定の方法」を参照してください。指定し

なかった場合または無効な値が設定された場合は、「02:30

/Day」が設定されたものとみなします。 

注意： 

「24：00」は無効です。「00：00」を指定してください。 

getIDListTime 時刻または間隔 SiteShell 本体に対して脆弱性対策パッケージの取得要求

を行う時刻または間隔を指定します。 

指定方法は「時刻指定の方法」を参照してください。 

指定しなかった場合または無効な値が設定された場合は 1

440 分(1 日) が設定されたものとみなします。 
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表 36 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(情報通知関連) 

プロパティ名 設定値 用途 

report 情報通知方法 攻撃検出情報を定期的に通知する機能の設定を

します。「mail」を指定するとメールでの通知、「sysl

og」を指定すると syslog、またはイベントビューアで

の通知、「off」を指定すると通知機能が無効となり

ます。 

また、メールと syslog の両方で通知したい場合は

「mail,syslog」と指定します。 

何も指定しなかった場合は無効となります。 

 

注意：Linux 環境において syslog を指定する場合

リモートロギングを設定する必要があります。詳しく

は「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストール

ガイド」の「第 3.3 章 運用管理コンソールの導入」

を参照してください。 

report.AttackFirstTim

e 

on または off 初めて管理ノードに対する攻撃を検出した時に情

報通知する機能の有効/無効を指定します。 

「on」を指定すると、上記タイミングで情報通知され

ます。指定しなかった場合も、この機能は有効とな

ります。 

report.AttackFrequen

cy 

数値(件数)/数値

(間隔) 

指定した頻度以上の攻撃を検出した場合に情報通

知する機能の有効/無効を指定します。 

"件数/分"という形式で指定します。 

例) 60 分間に 30 回以上の攻撃 

⇒ "30/60" 

指定しなかった場合、この機能は無効となります。 

report.AttackType 数値 情報通知する攻撃情報の種別を数値で指定しま

す。カンマ(,)で区切ることで複数指定することがで

きます。 

例) XSS と SQL を指定 → 「3,4」 

種別と数値の一覧は「SiteShellが検知する攻撃の

種類]を参照してください。 

report.sendMail.from メールアドレス メール送信時の送信元メールアドレスを指定しま

す。 

report.sendMail.mailS

erver 

IP アドレス また

はドメイン名 

メール送信時に使用するメールサーバを指定しま

す。IP アドレス、またはドメイン名で指定します。 

report.sendMail.pass

word 

パスワード SMTP 認証を利用する際のパスワードを指定しま

す。SMTP 認証を利用しない場合は空白にします。

report.sendMail.serve

rPort 

数値 メールサーバのポート番号を指定します。 

指定しなかった場合、「25」を使用します。 

report.sendMail.usern

ame 

ユーザ ID SMTP 認証を利用する際のユーザ ID を指定しま

す。認証方式としては LOGIN、PLAIN、DIGEST-M

D5 が使用でき、使用される認証方法の優先順位

は「LOGIN > PLAIN > DIGEST-MD5」となります。

また、SMTP 認証を用いない場合は空白にします。
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プロパティ名 設定値 用途 

report.Time 時刻または間隔 定期的な情報通知機能の通知時刻または間隔を

指定します。 

指定方法は「 時刻指定の方法」を参照してくださ

い。指定しなかった場合または無効な値が設定さ

れた場合は、この機能は無効となります。 

report.USStatus on または off オンライン自動更新の処理結果を通知します。指

定しなかった場合も、この機能は有効となります。 

 

表 37 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(通信関連) 

プロパティ名 設定値 用途 

socketConnectionTim

eout 

数値(秒) 運用管理コンソールと SiteShell 本体間の通信タイ

ムアウト時間を秒で指定します。 

指定しなかった場合は、30 秒で動作します。 

socketReadTimeout 数値(秒) SiteShell 本体から脆弱性対策定義や監査ログを

転送するときの読み込みタイムアウト時間を秒で

指定します。 

指定しなかった場合は、60 秒で動作します。 

通常、この値を変更する必要はありません。 
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表 38 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(データ管理) 

プロパティ名 設定値 用途 

deleteTimeInterval 数値(日) データベースの肥大化を防ぐために、定期的に削

除処理を実行します。その処理の実行間隔を日数

で指定します。 

指定しなかった場合は 7 日ごとに実行します。 

なお、"0"を指定すると、この処理の実行は行われ

ません。 

maxcount 数値(件数) 定期的な削除処理実行時に、削除処理の実行の

有無を決める閾値をデータベースのレコード件数

で指定します。 

データベースのレコード件数がこの値を超えると削

除処理が実行されます。 

また、remainedCount より小さい値を指定すること

はできません。 

指定しなかった場合は、100000 件として動作しま

す。 

remainedCount 数値(件数) 定期的な削除処理で削除が行われた場合に、

データベースに削除せずに残すレコード件数を指

定します。 

ただし、削除日当日のレコードは、remainedCount

指定値より大きい件数が残っても削除しません。 

また、maxcount より大きい値を指定することはでき

ません。 

指定しなかった場合は、100000 件として動作しま

す。 
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表 39 時刻指定の方法 

指定形式 フォーマット 備考 

時間間隔 数値(分) 分単位の数字を設定します。ただし、5

分未満の値は指定できません。 

 

(例)3 時間ごとにチェックを行う。 

入力内容「180」 

 

注意：時間間隔とは 後の通知時間から

の間隔を示します。 

例えば「180;12:00/Day」と指定し、運用管

理コンソールを 11:00 に起動したとする

と、180 分とは 11:00 から 180 分後では

なく、12:00 から 180 分後になります。 

運用管理コンソール

起動時 

「start」 大文字小文字の区別はありません。 

 

(例)SiteShellConsoleService の起動時に

チェックを行う。 

入力内容「start」 

毎日固定時間 「HH:MM/Day」 「HH:MM」フォーマットの文字列を設定し

ます。また、大文字小文字の区別はあり

ません。 

 

(例)毎日 10:00 にチェックを行う。 

入力内容「10:00/Day」 

毎週固定時間 「HH:MM/Week(特定曜日)」 「特定曜日」には「Sun, Mon, Tue, Wed, 

Thu, Fri, Sat」を設定します。また、曜日

は「,」で区切ることで複数指定可能です。

また、大文字小文字の区別はありませ

ん。 

 

(例)毎週土曜日と日曜日の 13:00 に

チェックを行う。 

入力内容「13:00/Week(Sat,Sun)」 

毎月固定時間 「HH:MM/Month(特定日)」 「特定日」には「1～31,LDM(毎月の末

日)」を指定します。また、日にちは「,」で

区切ることで複数指定可能です。また、

大文字小文字の区別はありません。 

 

(例)毎月 1 日と 15 日の 15:00 にチェック

を行う。 

入力内容「15:00/Month(1,15)」 

※上記の設定は「;」で区切ることで複数指定可能です。 

例）Start;180;10:00/Day;13:00/Week(Sat,Sun);15:00/Month(1,15) 

  →上記の例では「運用管理コンソール起動時」、「3 時間間隔」、「毎日 10 時」、 

    「土、日は 13 時」、「毎月 1 日と 15 日の 15 時」の全てのタイミングで動作します。 
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付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド 

NW型SiteShell管理コマンド 

 

NW 型 SiteShell は、仮想 Web サイトの状態確認/起動/停止を実施する運用管理コマンドを提供して

います。 

本章では、NW 型 SiteShell 管理コマンドについて説明します。 

 

コマンド書式 

service SiteShellNW [start|restart|graceful|stop|graceful-stop|status] [仮想 Web サイト名] 

 

パラメータ説明 

パラメータ名 説明 

start 仮想 Web サイトを起動します。 

restart 仮想 Web サイトを再起動します。 

graceful 仮想 Web サイトを再起動します。処理中のリクエストがある場合、そのリクエ

スト終了を待って停止します。 

stop 仮想 Web サイトを停止します。 

graceful-stop 仮想 Web サイトを停止します。処理中のリクエストがある場合、そのリクエスト

終了を待って停止します。 

status 仮想 Web サイトの起動状態を表示します。 

仮想 Web サイト名 指定した仮想 Web サイトに対してコマンドを実行します。省略した場合は、全

ての仮想 Web サイトに対してコマンドを実行します、 

 

特記事項 

・ 本コマンドは root ユーザで実行します。 

・ 全てのパラメータを省略した場合、本コマンドの使用方法(usage)が表示されます。 

・ 本コマンドは環境設定 (setup.sh) により仮想 Web サイトを作成した後から利用可能です。 

全ての仮想 Web サイトを削除すると再び使用不可となります。 
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付録D．仮想Webサイトの詳細設定 

 

NW 型 SiteShell の仮想 Web サイトは、その内部で Apache HTTP Server を動作させ、Apache の mod

_proxy 機能により、既存 Web サイトへの転送を実現しています。この Apache 設定ファイルは、「<SiteS

hell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf」配下に格納されており、こ

こでは、このファイル群を「仮想 Web サイト設定ファイル」と呼びます。 

仮想 Web サイト設定ファイルを編集することにより、様々な既存 Web サイト運用形態に対応できます。 

 

複数のポートをまとめて 1 つの仮想 Web サイトとして運用する場合や、http 接続に SSL を使用する場

合は、環境設定で仮想 Web サイトを作成した後、仮想 Web サイト設定ファイルを直接編集します。 

 

仮想Webサイトの複数ポート定義方法 

 

1 つの既存 Web サーバで複数の http ポートを開いて運用している場合、NW 型 SiteShell は、以下の

2 種類の方法で運用することができます。 

(a)それぞれのポートごとに、別々の仮想 Web サイトを作成して運用する。 

(b)複数のポートをまとめて 1 つの仮想 Web サイトとして運用する。 

 

 
 

 

 仮想Webサイト1 

(ポート80)

SiteShellサーバ

 

既存Webサーバ 

仮想Webサイト2 

(ポート81)

Webサイト1 

(ポート80)

Webサイト2 

(ポート81)

動作定義/
監査ログ 

動作定義/
監査ログ 

(a)ポート毎に別々の仮想Webサイト 

(b)複数ポートで1つの仮想Webサイト 

 仮想Webサイト1 

(ポート80、81) 

SiteShellサーバ

 

既存Webサーバ 

Webサイト1 

(ポート80)

Webサイト2 

(ポート81) 

動作定義/
監査ログ 
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(a)の運用方法は、それぞれのポートごとに独立した SiteShell 動作定義を設定可能で、監査ログもそ

れぞれのポートごとに別々に収集されます。この運用形態は、setup.sh を使用して別々のポート番号を

持つ仮想 Web サイトを複数作成するだけで利用可能です。 

(b)の運用方法は、複数のポートに対して共通した 1 つの SiteShell 動作定義を設定可能で、監査ログ

もまとめて 1 つのログとして収集されます。この運用形態を利用する場合、仮想 Web サイト設定ファイ

ルを編集します。 

ここでは、複数のポートをまとめて 1 つの仮想 Web サイトとして運用するための仮想 Web サイト設定

ファイル編集方法について説明します。 

 

1. 仮想 Web サイト設定ファイルの編集 

「<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/httpd.conf」ファ

イルを開き、「# SiteShell Virtual WebSite Definition」のコメント行以下に太字行部分を追加します。

(斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

# SiteShell Virtual WebSite Definition 

Listen 10.1.1.101:80 

Listen 10.1.1.101:81 

<VirtualHost _default_:80> 

#    ServerName 10.1.1.101:80 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 

</VirtualHost> 

<VirtualHost _default_:81> 

#    ServerName 10.1.1.101:81 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:81/ 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:81/ 

</VirtualHost> 

※既存の Listen 行および<VirtualHost>～</VirtualHost>行をコピーし、各行のポート番号部分(80)

を追加ポート番号(81)に変更します。 

 

2. 仮想 Web サイトの再起動 

以下のコマンドを投入して、仮想 Web サイトを再起動します。 

# service SiteShellNW restart 

※ルータ方式およびブリッジ方式を使用している場合、追加ポートのパケット変換設定(iptables 設

定)が必要です。詳細は「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」の「第 3.8 章 ネッ

トワーク設定の変更」を参照ください。 
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仮想WebサイトのSSL設定方法 

 

既存 Web サイトが SSL(https)を使用している場合、仮想 Web サイトに SSL を設定します。SSL を設定

することにより、SiteShell サーバは、暗号化されたリクエスト電文を一旦復号化し、攻撃文字列チェック

等の脆弱性チェックを実施した上で再度 SSL 暗号化して既存 Web サイトへリクエストを転送します。既

存 Web サイトの SSL 設定を変更する必要はありません。 

※SiteShellサーバと既存Webサーバ間でSSL暗号化を行いたくない場合は「SSLポートの変更・追加」

の手順において、転送先のポート番号を非SSLポートに変更してください。 

 

 
 

ここでは、SSL を使用するための仮想 Web サイト設定ファイル編集方法について説明します。 

 

まず、「<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/httpd.conf」

ファイルを編集します。 

 

1. SSL 設定ファイルの有効化 

httpd.conf ファイルを開き、以下の太字行を設定します。 

(斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

# Secure (SSL/TLS) connections 

Include /opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/extra/httpd-ssl.conf 

※httpd.conf ファイル内には、上記の行がコメントで記載されていますので、そのコメントを解除しま

す。 

 

仮想Webサイト 

(SSLポート443) 

SiteShellサーバ 既存Webサーバ

既存Webサイト 

(SSLポート443)
https://WebSite1/ 

SiteShellで一旦 

SSL通信を復号化 

動作定義/
監査ログ 

攻撃チェックを実施
再度SSL暗号化して 

既存Webサイトへ転送 
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2. 非 SSL ポートの無効化 

非 SSL ポート(ポート 80)を使用しない場合は、httpd.conf ファイルを開き、以下の行をコメント化しま

す。SSL ポート(443)と非 SSL ポート(80)を併用して運用する場合は、変更不要です。 

(斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

# SiteShell Virtual WebSite Definition 

# Listen 10.1.1.101:80 

# <VirtualHost _default_:80> 

#     ServerName 10.1.1.101:80 

#     ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 

#     ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 

# </VirtualHost> 

※ルータ方式およびブリッジ方式を使用している場合、非 SSL ポートのパケット変換設定(iptables

設定)も削除します。詳細は「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」の「第 3.8 章 

ネットワーク設定の変更」を参照ください。 

 

以降は、「<SiteShell インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/extra/htt

pd-ssl.conf」ファイルを編集します。 
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3. SSL ポートの変更・追加 

SSL ポートをデフォルトの 443 番から変更して運用する場合は、「httpd-ssl.conf」ファイルを開き、Li

sten 行と<VirtualHost>～</VirtualHost>行のポート番号(443)記述部分を変更します。SSL ポートを

追加する場合は、Listen 行と<VirtualHost>～</VirtualHost>行をコピーし、同様にポート番号記述

部分を変更します。 (斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

～(中略)～ 

Listen 10.1.1.101:443 

Listen 10.1.1.101:444 

～(中略)～ 

<VirtualHost _default_:443> 

#   General setup for the virtual host 

#ServerName 10.1.1.101:443 

SSLProxyEngine on 

ProxyPass / https://10.1.1.1:443/ 

ProxyPassReverse / https://10.1.1.1:443/ 

～(中略)～ 

</VirtualHost> 

<VirtualHost _default_:444> 

#   General setup for the virtual host 

#ServerName 10.1.1.101:444 

SSLProxyEngine on 

ProxyPass / https://10.1.1.1:444/ 

ProxyPassReverse / https://10.1.1.1:444/ 

～(中略)～ 

</VirtualHost> 

※ルータ方式およびブリッジ方式を使用している場合、非 SSL ポートのパケット変換設定(iptables

設定)も変更します。詳細は「SiteShell ユーザマニュアル V2.0 インストールガイド」の「第 3.8 章 

ネットワーク設定の変更」を参照ください。 

※SiteShell サーバと既存 Web サーバ間で SSL 暗号化を行いたくない場合は、転送先のポート番

号を非 SSL ポートに変更してください。 

～(中略)～ 

<VirtualHost _default_:443> 

#   General setup for the virtual host 

#ServerName 10.1.1.101:443 

SSLProxyEngine on 

ProxyPass / https://10.1.1.1:80/ 

ProxyPassReverse / https://10.1.1.1:80/ 

～(中略)～ 

</VirtualHost> 
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4. サーバ名の設定 

「httpd-ssl.conf」ファイルを開き、ServerName 行に既存 Web サイトの正式ホスト名を設定します。こ

のホスト名は、既存 Web サイトのサーバ証明書の Common Name(CN)値と合わせる必要がありま

す。(斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

～(中略)～ 

Listen 10.1.1.101:443 

～(中略)～ 

<VirtualHost _default_:443> 

#   General setup for the virtual host 

ServerName WebSite1.domainname.com:443 

SSLProxyEngine on 

ProxyPass / https://10.1.1.1:443/ 

ProxyPassReverse / https://10.1.1.1:443/ 

～(中略)～ 

</VirtualHost> 
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5. 証明書ファイルの設定 

SSL 通信の復号化および再暗号化のために、証明書ファイルを入手して設定します。 

必要な証明書ファイルは、以下の通りです。 

 

証明書ファイル一覧 

証明書の種

類 

用途・必要性 入手元 ファイル形式 httpd-ssl.conf

設定行 

サーバ証明

書 

クライアントに送付す

るサーバ証明書とし

て使用。必須 

既存 Web サイトよ

り入手 

PEM 形式(秘密鍵

を添付する場合、

暗号化されていな

いこと) 

SSLCertificate

File 

サーバ証明

書秘密鍵 

クライアントとの通信

を暗号化するために

使用。サーバ証明書

に秘密鍵が添付され

ていない場合、必要 

既存 Web サイトよ

り入手 

PEM 形式(暗号化

されていないこと) 

SSLCertificate

KeyFile 

 

認証局(CA)

証明書 

既存 Web サイトから

送付されるサーバ証

明書の検証に使用。

必須 

既存 Web サイトを

認証する認証局よ

り入手 

PEM 形式 SSLProxyCAC

ertificateFile 

中間証明書 サーバ証明書が中間

証明機関により認証

されている場合、必

要 

既存 Web サイトよ

り入手 

PEM 形式 SSLCertificate

ChainFile 

証明書失効

リスト 

認証局が証明書失効

リストを発行している

場合、必要 

既存 Web サイトを

認証する認証局よ

り入手 

PEM 形式 SSLProxyCAR

evocationFile 

 

上記の証明書ファイルを入手し、SiteShell サーバの任意のフォルダに格納します。 

「httpd-ssl.conf」ファイルを開き、各設定行に証明書格納ファイル名を設定します。 

以下に、設定例を示します。 (斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

<VirtualHost _default_:443> 

～(中略)～ 

SSLCertificateFile "/root/cert/WebSite1/server.crt" 

～(中略)～ 

SSLCertificateKeyFile "/root/cert/WebSite1/server.key" 

～(中略)～ 

SSLCertificateChainFile "/root/cert/WebSite1/server_cachain.crt" 

～(中略)～ 

SSLProxyCACertificateFile "/root/cert/WebSite1/server_ca.crt" 

～(中略)～ 

SSLProxyCARevocationFile "/root/cert/WebSite1/server_ca.crl" 

～(中略)～ 

</VirtualHost> 

 



 

239 

6. 仮想 Web サイトの再起動 

以下のコマンドを投入して、仮想 Web サイトを再起動します。 

# service SiteShellNW restart 

 

 

以上の設定で、SSL(サーバ認証)を使用する仮想 Web サイトの設定は完了です。 

 

 

既存 Web サイトが、SSL(クライアント認証)も使用している場合は、さらに以降の設定を行います。 

 

7. クライアント認証の有効化 

httpd-ssl.conf ファイルを開き、以下の太字行を設定します。 

(斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

SSLVerifyClient require 

SSLVerifyDepth  10 

※httpd-ssl.conf ファイル内には、上記の行がコメントで記載されていますので、そのコメントを解除

します。 
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8. クライアント認証用証明書ファイルの設定 

クライアント認証用の証明書ファイルを入手して設定します。 

必要な証明書ファイルは、以下の通りです。 

 

証明書ファイル一覧 

証明書の種

類 

用途・必要性 入手元 ファイル形式 httpd-ssl.conf

設定行 

クライアント

証明書 

既存 Web サイトに送

付するクライアント証

明書として使用。必

須 

クライアント証明書

を発行する認証局

より入手 

PEM 形式(秘密鍵

を添付すること。た

だし、秘密鍵は暗

号化されていない

こと) 

SSLProxyMach

ineCertificateFi

le 

認証局(CA)

証明書 

クライアントから送付

される証明書の検証

に使用。必須 

クライアント証明書

を発行する認証局

より入手 

PEM 形式 SSLCACertific

ateFile 

証明書失効

リスト 

クライアント証明書の

認証局が証明書失効

リストを発行している

場合、必要 

クライアント証明書

を発行する認証局

より入手 

PEM 形式 SSLCARevocat

ionFile 

 

上記の証明書ファイルを入手し、SiteShell サーバの任意のフォルダに格納します。 

「httpd-ssl.conf」ファイルを開き、各設定行に証明書格納ファイル名を設定します。 

以下に、設定例を示します。 (斜体文字部分は、お使いの環境によって変わります。) 

<VirtualHost _default_:443> 

～(中略)～ 

SSLCACertificateFile "/root/cert/WebSite1/client_ca.crt" 

～(中略)～ 

SSLCARevocationFile "/root/cert/WebSite1/client_ca.crl" 

～(中略)～ 

</VirtualHost> 

～(中略)～ 

SSLProxyMachineCertificateFile "/root/cert/WebSite1/client.crt" 

 

(クライアント証明書について) 

・クライアント証明書は、一般的にはブラウザにインストールするものであるため、認証局からは

PKCS#12 形式で提供される可能性があります。この PKCS#12 形式のファイルは、例えば、op

enssl の以下のコマンドを用いて PEM 形式に変換することができます。 

# openssl pkcs12 -in (PKCS#12 ファイル) -out (PEM ファイル) -clcerts -nodes 

 

・既存 Web サイトに送付されるクライアント証明書は、ブラウザ端末から送付されたクライアント

証明書が引き継がれるのではなく、仮想 Web サイトに設定したクライアント証明書が使用され

ます。 
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9. 仮想 Web サイトの再起動 

以下のコマンドを投入して、仮想 Web サイトを再起動します。 

# service SiteShellNW restart 

 

 

以上の設定で、SSL(クライアント認証)を使用する仮想 Web サイトの設定は完了です。 
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付録E．マシン・インスタンスの情報取得 

 

本章では、SiteShell が導入されたマシンのインスタンス情報の取得について説明します。 

インスタンス情報を含めたマシンの稼動状態を収集することで、月額変動ライセンスの実績報告が行

えます。 

正しい実績報告が行えるよう、インスタンス情報の取得の設定を行ってください。 

※本機能は「自動での登録」で自動登録したWebサーバに対してのみ利用可能です。 

 

以下にインスタンス情報の取得方式の概要を図示します。 

 
 

 

インスタンス情報はコマンドで取得します。 

SiteShell が導入されたマシンで「情報取得コマンド」が正しく機能するように、環境設定ファイル(environ

ment.properties)の cloud.type プロパティにクラウド環境を指定してください。 

※環境設定ファイルの詳細は「環境設定ファイル」を参照してください。 

 

本バージョンでは、以下のクラウド環境をサポートしています。 

cloud.type プロパティの設定値 クラウド環境 

AWS Amazon EC2 

OTHER その他の環境 

※ 現状では、「AWS」以外は「その他の環境」として動作します。 

月額変動ライセンスの実績報告に十分な情報の取得をサポートするのは、「AWS」のみです。 
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インスタンスの情報を判別する要素 

 

SiteShell の利用実績を正しく集計するためには、SiteShell 稼動のインスタンスの情報を正しく判別す

る必要があります。 

取得したインスタンス情報は、次の要素で判別します。 

 

要素 説明 

クラウドタイプ SiteShell 本体が導入されているクラウド環境の種類を示します。 

不明なクラウド環境、およびクラウド環境以外は"Other"となります。 

インスタンスタイプ クラウド事業者ごとに定めているインスタンスの性能の種類を示します。 

インスタンスタイプが取得できなかった場合は"None"となります。 

 

 

インスタンス情報の種類 

 

Ver2.0 において扱うインスタンス情報（クラウドタイプ、インスタンスタイプ）の一覧を以下に示します。 

 

クラウドタイプ インスタンスタイプ 説明 

※Amazon EC2 が定義するインスタン

スタイプ 

http://aws.amazon.com/jp/ec2/instan

ce-types/#instance-details 

クラウド環境 Amazon EC2 において、イン

スタンスタイプの取得に成功した場合。 
AWS 

None 
クラウド環境 Amazon EC2 において、イン

スタンスタイプの取得に失敗した場合。 

V2.a 
SiteShell Ver2.0 の自動登録した管理

ノードの場合。 

V2.m 
SiteShell Ver2.0 の手動登録した管理

ノードの場合。 

V1.a 
SiteShell Ver1.x の自動登録した管理

ノードの場合。 

OTHER 

V1.m 
SiteShell Ver1.x の手動登録した管理

ノードの場合。 

※ 取得したインスタンスごとの稼動状態は、運用管理コンソールの「稼動履歴画面」からデータをダ

ウンロードすることができます。 
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付録F．SiteShellのサービス起動/停止 

 

本章では SiteShell、および運用管理サービス、運用管理コンソールで使用されているサービスの起動

/停止について説明します。それぞれ、下記のサービスがあります。 

 

SiteShell のサービス一覧 

モジュール名 サービス名 

SiteShell SiteShellService 

OnlineUpdateService 

運用管理サービス SiteShellOMService 

運用管理コンソール SiteShellConsoleService 

 

Windows版 サービスの起動/停止 

 

Windows 版 SiteShell は、管理ツールからサービスの起動/停止を実施することができます。 

 

「スタート」メニューから「管理ツール」－「サービス」を選択します。 

 

 
 

サービスの一覧から SiteShell のサービスを選択し、サービスの起動/停止を実施します。 

 

SiteShell のサービス名 

SiteShell サービス 

SiteShellService For IIS 

SiteShellService For Apache 

オンライン自動更新サービス 

SiteShell Online Update Service For IIS 

SiteShell Online Update Service For Apache 
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運用管理サービスのサービス名 

運用管理サービス 

SiteShell Operation Management Service 

 

運用管理コンソールのサービス名 

運用管理コンソールサービス 

SiteShell Console Service 
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Linux版 サービスの起動/停止 

 

Linux 版 SiteShell は、サービスの起動/停止を実施するコマンドを提供しています。 

コマンドは root ユーザで実行します。 

 

コマンド書式 

service サービス名 [start|stop|restart] 

 

SiteShell のサービス名 

SiteShell サービス 

SiteShellServiceForApache 

SiteShellServiceForNW 

オンライン自動更新サービス 

SiteShellOnlineForApache 

SiteShellOnlineForNW 

 

運用管理サービスのサービス名 

運用管理サービス 

SiteShellOMService 

 

運用管理コンソールのサービス名 

運用管理コンソールサービス 

SiteShellConsoleService 

※SiteShellConsoleService では、restart オプションを使用できません。 

 

パラメータ説明 

パラメータ名 説明 

start SiteShell のサービスを起動します。 

stop SiteShell のサービスを停止します。 

restart SiteShell のサービスを再起動します。 

 

コマンド入力例 

Apache 版の SiteShell サービスを再起動したい場合、以下のように入力します。 

# service SiteShellServiceForApache restart 
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