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1 はじめに 
 

1.1 本書の読み方 
本書は InfoCage SiteShell Ver4.2 のインストール、および環境設定に関して説明しています。 

 

InfoCage SiteShell の導入時にお読みください。 

 

なお、本書を読む前に、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『2. SiteShell の概要』を確認

しておくことを推奨します。 

 
 

1.2 本書の表記規則 
本書では以下の表記法を使用します。 

表記 使用方法 例 

> 

Windows ユーザが、Administrator 権限

でログインしていることを示すプロン

プト 

> setup.vbs 

# 
Linux ユーザが、root でログインして

いることを示すプロンプト 
# cd /opt/SiteShell_Apache 

モノスペースフォント 

パス名、コマンドライン、システムか

らの出力 (メッセージ、プロンプトな

ど)、ディレクトリ、ファイル名、関

数、パラメータ 

Please enter the path to 
JRE or JDK. 

モノスペースフォント

太字 

ユーザが実際にコマンドラインから入

力する値を示します。 

以下を入力します。 

# chmod 755 setup.sh 

モノスペースフォント
斜体 

ユーザが有効な値に置き換えて入力す

る項目 

rpm -i SiteShell_Apache-
4.2.0.0-1.x86_64.rpm 
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2 SiteShell の動作環境 
2.1 動作環境 

SiteShell の動作確認済み環境は次の通りです。 

 

2.1.1 SiteShell 本体の動作環境 
SiteShell 本体とは、SiteShell フィルタ、SiteShell サービス、オンライン自動更新サービスなどの

コンポーネントを指します。 

各コンポーネントの関係図は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. SiteShell の機能 

SiteShell 機能一覧』を参照してください。 

 

□ホスト型 SiteShell (IIS 版) 

OS 

Windows Server 2012 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2012 R2 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2016 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2019 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2022 (x64) 日本語版 / 英語版 (*1) 

Web サーバ (*2) 
Internet Information Services 8.0 
Internet Information Services 8.5 
Internet Information Services 10.0 

(*1) Windows Server 2022 (x64) 環境は、Ver4.2.0.3 以降でサポートします。 

(*2) IIS アプリケーションプール詳細設定 「32ビット アプリケーションの有効化」 には、 

False（無効） を選択する必要があります。 
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□ホスト型 SiteShell (Apache Windows 版 / Apache Linux 版) 

OS  

Windows Server 2012 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2012 R2 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2016 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2019 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2022 (x64) 日本語版 / 英語版 (*3) 

RedHat Enterprise Linux v.6 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.7 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.8 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.6 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.7 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.8 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS Stream8 (x64)  

Amazon Linux (x64) 

Amazon Linux2 (x64) 

Java 環境 (*4) 

Oracle JDK 8 (Java SE 8) (x64) 
Oracle JDK 11 (x64) 
Oracle JDK 17 (x64) 
OpenJDK 8 (x64) 
OpenJDK 11 (x64) 
OpenJDK 17 (x64) 

Web サーバ (*5) 

Apache HTTP Server 2.4 (x64)  

WebOTX Application Server V10.4 Windows 版の同梱 Apache 

WebOTX Application Server V11.1 Windows 版の同梱 Apache 

WebOTX Application Server V10.4 Linux 版の同梱 Apache 

WebOTX Application Server V11.1 Linux 版の同梱 Apache 

(*3) Windows Server 2022 (x64) 環境は、Ver4.2.0.3 以降でサポートします。 

(*4) Oracle JDK 17 および OpenJDK 17 環境は、Ver4.2.0.4 以降でサポートします。 

(*5) Apache Windows版のマルチプロセッシングモジュール (mpm) は、「mpm_winnt」

（Windows版のデフォルトモジュール）にのみ対応しています。 

  また、WebOTX Application Server V11.1 環境は、Ver4.2.0.4 以降でサポートします。 
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□NW 型 SiteShell 

OS (*6) 

RedHat Enterprise Linux v.6 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.7 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.8 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.6 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.7 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.8 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS Stream8 (x64)  
Amazon Linux (x64) 
Amazon Linux2 (x64) 

Java 環境 (*7) 

Oracle JDK 8 (Java SE 8) (x64) 

Oracle JDK 11 (x64) 

Oracle JDK 17 (x64) 

OpenJDK 8 (x64) 

OpenJDK 11 (x64) 

OpenJDK 17 (x64) 

(*6) リバースプロキシ方式は IPv6 にも対応しています。他の方式は IPv4 にのみ対応してい

ます。 

(*7) Oracle JDK 17 および OpenJDK 17 環境は、Ver4.2.0.4 以降でサポートします。 
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2.1.2 運用管理機能の動作環境 
 

□運用管理コンソール / 運用管理サービス 

OS 

Windows Server 2012 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2012 R2 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2016 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2019 (x64) 日本語版 / 英語版 

Windows Server 2022 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.6 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.7 (x64) 日本語版 / 英語版 

RedHat Enterprise Linux v.8 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.6 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.7 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS v.8 (x64) 日本語版 / 英語版 

CentOS Stream8 (x64)  

Amazon Linux (x64) 

Amazon Linux2 (x64) 

Java 環境 (*8) 

Oracle JDK 8 (Java SE 8) (x64) 
Oracle JDK 11 (x64) 
Oracle JDK 17 (x64) 
OpenJDK 8 (x64) 
OpenJDK 11 (x64) 
OpenJDK 17 (x64) 

データベース 

(*9) 

PostgreSQL 9.6.x      ※動作確認は 9.6.16 を使用しております。 

PostgreSQL 10.x      ※動作確認は 10.11 を使用しております。 

PostgreSQL 11.x      ※動作確認は 11.6 を使用しております。 

PostgreSQL 12.x      ※動作確認は 12.6 を使用しております。 

PostgreSQL 13.x      ※動作確認は 13.2 を使用しております。 

PostgreSQL 14.x      ※動作確認は 14.4 を使用しております。 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 10 
Internet Explorer 11 

Microsoft Edge Chromium 版 

  ※動作確認は 94.0.992.38 を使用しております。 

Google Chrome    ※動作確認は 78 を使用しております。 

 

※画面の解像度は、1024×768 ピクセル 以上、High Color (65536 色) 以

上を推奨します。 

(*8) Oracle JDK 17 および OpenJDK 17 環境は、Ver4.2.0.4 以降でサポートします。 

(*9) PostgreSQL 14 環境は、Ver4.2.0.4 以降でサポートします。 
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3 SiteShell の導入 
本章では、SiteShell の導入方法について説明します。 

 

3.1 導入の流れ 
SiteShell の各コンポーネントは、以下の流れに沿って導入します。 

 

1. データベースの導入 

運用管理機能を利用しない場合、および既に導入済みの PostgreSQL を使う場合を除き、

データベースの導入が必要です。 

PostgreSQL の導入手順は「3.2 データベースの導入」を参照してください。 

PostgreSQL のインストーラは、製品に同梱しています。 

 

2. 運用管理コンソールの導入 

運用管理機能を利用する場合、運用管理コンソールの導入が必要です。 

導入手順は「3.3 運用管理コンソールの導入」を参照してください。 

既に旧バージョンの運用管理コンソールを導入している場合は「6.2 運用管理コンソールの

移行手順」を参照してください。 

 

3. 運用管理サービスの導入 

Web サーバを運用管理コンソールに自動的に登録するには運用管理サービスの導入が必要で

す。 

「3.4 運用管理サービスの導入」を参照してください。 

運用管理サービスを導入しない場合、Web サーバごとに運用管理コンソールから手動で登録

する必要があります。 

 

4. SiteShell 本体の導入 

1 台の運用管理コンソールで複数の SiteShell フィルタ機能を管理できます。 

導入する SiteShell フィルタ機能の種類に応じて下記の節を参照してください。 

種類 参照先 

IIS 版 「3.5 ホスト型SiteShell (IIS版) の導入」 

Apache Windows 版 「3.6 ホスト型SiteShell (Apache Windows版) の導入」 

Apache Linux 版 「3.7 ホスト型SiteShell (Apache Linux版) の導入」 

NW 型 「3.8 NW型SiteShellの導入」 

 



第3章 SiteShell の導入 

 

 7 

3.2 データベースの導入 
運用管理機能が利用するデータベース PostgreSQL の導入手順を説明します。 

 

重要 

・ 以下の手順は、管理者権限のあるユーザで実施してください。 

・ 本書記載の手順は、導入の一例を記載しています。 

詳細に関しては PostgreSQL のマニュアルを参照してください。 

 
 

3.2.1 データベースのインストール 
データベース PostgreSQL のインストール手順を説明します。 

 

重要 

・ PostgreSQL のインストール媒体は製品に同梱しています。 

ご利用の環境に適した媒体をご利用ください。 

・ 既存のデータベースを利用する場合は、この手順は不要です。 

「3.2.2 データベースの初期設定」の手順を実施してください。 

また、既存のデータベースが「2.1.2 運用管理機能の動作環境」を満たしていることをご

確認ください。 

 
 

3.2.1.1 Windows 版のインストール 
Windows 版 PostgreSQL のインストール手順を説明します。 

 

1. 製品に同梱している、PostgreSQL のインストーラを実行します。 

 

2. インストーラの画面に従い、PostgreSQL をインストールします。 

 

以上で PostgreSQL のインストールは完了です。 

引き続き「3.2.2 データベースの初期設定」を実施してください。 

 
 

3.2.1.2 Linux 版のインストール 
Linux 版 PostgreSQL のインストール手順を説明します。 

 

1. 製品に同梱している、PostgreSQL のインストーラを実行します。 
# rpm -ivh postgresql*.rpm 

 

以上で PostgreSQL のインストールは完了です。 

引き続き「3.2.2 データベースの初期設定」を実施してください。 
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3.2.2 データベースの初期設定 
運用管理機能の初期設定の手順を説明します。 

 

重要 

・ 運用管理機能では、本手順で作成するデータベース siteshelldb を利用します。 

siteshelldb は本製品以外では使用しないようにしてください。 

・ 運用管理コンソール、および運用管理サービスから PostgreSQL に接続するためには、

PostgreSQL にて接続許可をする設定が必要となる場合があります。 

以下の関連する設定ファイルをご確認いただき、必要に応じて定義を追加してください。 

➢ pg_hba.conf 

TCP/IP 経由でのデータベース接続に関する認証を定義する。 

# TYPE   DATABASE      USER       CIDR-ADDRESS             METHOD 

host     siteshelldb   postgres   接続を許可する IP アドレス   認証方式 

➢ postgresql.conf 

TCP/IP 経由でデータベース接続を許可するインターフェイスを定義する。 

listen_addresses = '接続を許可する IP アドレス' 
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3.2.2.1 Windows 版の初期設定 
Windows 版 PostgreSQL の初期設定の手順を説明します。 

 

1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム] > [PostgreSQL x.x] > [pgAdmin 4]を選択し

ます。 

pgAdmin 4 の管理画面が表示されます。 
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2. オブジェクトブラウザより、利用するサーバを右クリックし、[接続]を選択します。 

  
 

3. パスワードを確認されるため、PostgreSQL のインストール時に設定したパスワードを入力し、

[OK]ボタンを押します。 
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4. 接続したサーバ内の[データベース]を右クリックし、[新しいデータベース…]を選択します。 

 

 
 

5. [名前]に「siteshelldb」と入力し、[Save]ボタンを押します。 

  
 

以上で PostgreSQL の初期設定は完了です。 
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3.2.2.2 Linux 版の初期設定 
Linux 版 PostgreSQL の初期設定の手順を説明します。 

 

1. PostgreSQL の initdb コマンドを使ってデータベースの保存域を初期化します。 

 

RHEL6： 
# service postgresql-9.6 initdb 

 

RHEL7 / RHEL8： 
# /usr/pgsql-9.6/bin/postgresql96-setup initdb 

 
 

2. PostgreSQL のサービスを起動します。 

 

RHEL6： 
# service postgresql-9.6 start 

 

RHEL7 / RHEL8： 
# systemctl start postgresql-9.6.service 

 
 

3. PostgreSQL のユーザに切り替えます。 
# su - postgres 

 

4. PostgreSQL を操作する「psql」コマンドを実行します。 
$ psql -U postgres 

 

5. SiteShell が利用するデータベース siteshelldb を作成します。 
postgres=# create database siteshelldb; 

 

6. 「psql」コマンドを終了します。 
postgres=# \q 

 
 

重要 

・ Linux に PostgreSQL をインストールした場合は、データベース siteshelldb に PL/pgSQL

をインストールする必要があります。 

インストールされていない場合は、下記のコマンドを実行してください。 

$ createlang plpgsql siteshelldb 

 
 

以上で PostgreSQL の初期設定は完了です。 
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3.3 運用管理コンソールの導入 
運用管理コンソール機能は、以下の 2 つのモジュールにより構成されます。 

・ データ収集/反映部分(SiteShell サービス) 

SiteShell 本体に組み込まれ、定義情報やログ情報の転送、および設定ファイルの更新などを

担います。 

・ 運用管理部分 

データ収集/反映部分から転送された定義情報やログ情報の表示、および設定ファイルの編集

などを担います。 

 

それぞれのセットアップ方法を以下に説明します。 

 
 

3.3.1 データ収集/反映部分のセットアップ 
 

重要 

・ データ収集/反映部分へ接続できる運用管理部分の IP アドレスを制限する場合は、接続を許

可する IP アドレスを SiteShell サービス設定ファイルのプロパティ managerIpAddress に指

定します。 

詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕

様』を参照してください。 

・ IIS 版、Apache 版のうち、いずれか二つ以上の SiteShell を同じサーバマシンで稼動させる

場合、データ収集/反映部分もそれぞれの SiteShell ごとに複数動作します。 

その場合、それらが使用するポート番号が重複しないように SiteShell サービス設定ファイ

ルのプロパティ portNumber に指定する必要があります。 

詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕

様』を参照してください。 

 
 

3.3.1.1 ホスト型 SiteShell (IIS 版) 
SiteShell フィルタ機能の環境設定をすると、「SiteShellService For IIS」サービスとして自動的

にセットアップされます。IIS 版のデータ収集/反映は、SiteShell を設定したサーバマシン全体で

1 つの管理となります。 

 

IIS 版では Web サイトへのアクセス数を集計する機能をサポートしています。 

アクセス数を正しく集計するためには、アクセスログの出力についての設定が必要です。 

 
 

 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 14 

3.3.1.2 アクセスログ出力設定（IIS8.0 / 8.5 / 10.0） 
Windows Server 2019 を例に、アクセスログ出力の設定方法を説明します。 

 

1. スタートメニューから「Windows 管理ツール」-「インターネット インフォメーション サー

ビス (IIS) マネージャー」を開きます。 

 

2. インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーの左ペインで、サーバー

名を選択し、中央ペインで「ログ記録」の項目を開きます。 

 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 15 

3. 「ログ記録」の画面で、以下の項目を設定し、右側ペインの「適用」を押します。 

 
 
 

重要 

・ IIS のアクセスログ出力先フォルダのパスは、SiteShell サービス設定ファイルのプロパティ

である accessLogFolderPath に指定する必要があります。 

・ リビジョン 4.2.0.4 以降では、IIS のアクセスログファイル名を指定することができます。

カスタマイズにより IIS のアクセスログファイル名が変わる場合には、SiteShell サービス設

定ファイルのプロパティである accessLogFileName に指定する必要があります。 

 

それぞれのプロパティ詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. 

SiteShell の設定ファイル仕様』を参照してください。 
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3.3.1.3 ホスト型 SiteShell (Apache 版) 
SiteShell フィルタ機能の環境設定をすると、「SiteShellService For Apache」サービスとして自

動的にセットアップされます。 

Apache 版のデータ収集/反映は、主サーバまたは仮想ホストごとに別々に管理されます。 

 

ヒント 

・ Apache の仮想ホストごとの設定を行っている場合も、全体で 1 つの管理となります。 

 
 

3.3.1.4 NW 型 SiteShell 
SiteShell フィルタ機能の環境設定をすると、「SiteShellService For NW」サービスとして自動的

にセットアップされます。 

NW 型のデータ収集/反映は、仮想 Web サイトごとに別々に管理されます。 
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3.3.2 運用管理部分のセットアップ 
運用管理コンソールの運用管理部分は、Web アプリケーションとして動作し、ブラウザから操作

します。 

また運用管理部分は、データベース、および SiteShell フィルタ機能を導入した Web サーバと同

一マシンでも、別マシンでも動作可能です。 

 

ヒント 

・ 運用管理コンソールのインストーラには Web サーバが内蔵されています。 

運用管理部分のセットアップのために、新たに Web サーバをインストールする必要はあり

ません。 

 

重要 

・ 本手順を行う前に、「3.2 データベースの導入」を完了してください。 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）は、既定では「SSL サ

イト」としてセットアップされます。事前に「SSL サーバ証明書」をご用意ください。 

「非 SSL サイト」とするには、Apache Tomcat の server.xml を非 SSL 用に置き換えて、

セットアップを行ってください。 

置き換え方法は下記のコマンドをご参考ください。 
# cd {運用管理コンソールインストールディレクトリ}/conf 

# cp -p server.xml_Non-SSL server.xml 

※上書きする server.xml は、適宜バックアップしてください。 

・ 運用管理コンソールの画面に表示するフォントは、Java 環境で認識されている必要があり

ます。認識できていない場合、文字化けが発生する可能性があります。 

また、Linux 環境では fontconfig パッケージ（フォント設定およびカスタマイズ用ライブラ

リ）が必要になる場合があります。 

・ Windows 環境で「モニタリング機能」を使用する場合は、「Microsoft Visual C++ 2013 再

頒布可能パッケージ (x64)」 (vcredist_x64.exe) をインストールしてください。 

vcredist_x64.exe は、リリース媒体に同梱されています。 

 
 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 18 

3.3.2.1 Windows 版のインストーラの起動 
以下に Windows 版の運用管理部分のインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. Administrator 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理コンソールの zip ファイル(SiteShellConsole-4.2.0.0-1_x64.zip)を任意の場所に展開

します。 

この展開先フォルダが、運用管理コンソールのインストールフォルダとなります。 

 

重要 

・ 日本語を含むフォルダパスは、インストールフォルダとして利用できません。 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）は Local Service

ユーザで動作します。そのためセットアップ後には、インストールフォルダに対して 

Local Service ユーザへの「フル コントロール」権限が付与されます。 

 

3. コマンドプロンプトを [管理者として実行] で起動します。 

そのコマンドプロンプトから展開したフォルダ配下の setup.bat を実行します。 
$ cd {運用管理コンソールインストールフォルダ} 
$ .\setup.bat 

 

重要 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）を「非 SSL サイ

ト」とする場合、Apache Tomcat の server.xml を非 SSL 用に置き換えた後、セット

アップ時に ”nonssl” オプションを付けてください。 
$ cd {運用管理コンソールインストールフォルダ} 

$ .\setup.bat nonssl 

 
 

引き続き「3.3.2.2.1 運用管理部分のセットアップ」を実施してください。 
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3.3.2.2 Linux 版のインストーラの起動 
以下に Linux 版の運用管理部分のインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. root 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理コンソールの tar.gz ファイル(SiteShellConsole_4.2.0.0.x86_64.tar.gz)を任意の場所

に展開します。 

この展開先ディレクトリが、運用管理コンソールインストールディレクトリとなります。 

 

重要 

・ 日本語を含むディレクトリパスはインストール先ディレクトリとして利用できません。 

 
 

3. 展開したディレクトリ配下の setup.sh を実行します。 
# cd {運用管理コンソールインストールディレクトリ} 
# ./setup.sh 

 

重要 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）を「非 SSL サイ

ト」とする場合、Apache Tomcat の server.xml を非 SSL 用に置き換えた後、セット

アップ時に ”nonssl” オプションを付けてください。 
# cd {運用管理コンソールインストールディレクトリ} 

# ./setup.sh nonssl 

 
 

引き続き「3.3.2.2.1 運用管理部分のセットアップ」を実施してください。 
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3.3.2.2.1 運用管理部分のセットアップ 
以下に運用管理部分（Windows 版／Linux 版）のインストーラ起動後の手順を説明します。 

 

1. 運用管理コンソールが使用する JDK、または JRE のパスを入力します。 
Please enter JDK/JRE install path or enter [q] to quit:/usr/java/latest 

・ 運用管理コンソールが使用する JDK、または JRE のインストールフォルダを指定します。 

 

2. 運用管理コンソールが使用する Web サービス用ポート番号を"8443"以外に変更する場合は"y"を、

変更しない場合は"n"を入力します。 
Do you want to change web service port(8443)?[y/n]:n 

・ Tomcat などの他のアプリケーションが"8443"を使用している場合は、必ず変更してく

ださい。 

 

"y"を入力すると、以下のメッセージが表示されます。 

運用管理コンソールが使用する Web サービス用ポート番号を入力します。 
Please enter web service port or enter [q] to quit: 18443 

・ 既に他のアプリケーションが使用しているポート番号を指定した場合、正常に動作しな

い事がありますので、未使用のポート番号を指定します。 

 

3. 運用管理コンソールがサービス停止時に利用するポート番号を"8005"以外に変更する場合は"y"

を、変更しない場合は"n"を入力します。 
Do you want to change web service shutdown port(8005)?[y/n]:n 

・ Tomcat などの他のアプリケーションが"8005"を使用している場合は、必ず変更してく

ださい。 

 

"y"を入力すると、以下のメッセージが表示されます。 

運用管理コンソールがサービス停止時に利用するポート番号を入力します。 
Please enter web service shutdown port or enter [q] to quit: 8006 

・ 既に他のアプリケーションが使用しているポート番号を指定した場合、正常に動作しな

い事がありますので、未使用のポート番号を指定します。 
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4. 以下のメッセージが表示されるので、データベースの設定を行います。 
Database connection settings 

1. IP address of database server(localhost) 
2. Port of database server(5432) 
3. User name of database server() 

4. Password of database server() 

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

enter [q] to quit: 

 

"1"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the IP address of database server: 

・ 使用するデータベースの IP アドレス、またはホスト名を入力してください。 

・ IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

 

重要 

・ IPv6 を指定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

 
 

"2"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the Port of database server: 

・ 使用するデータベースのポート番号を入力してください。 

 

"3"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the user name of database server: 

・ 使用するデータベースのユーザ名を入力してください。 

 

ヒント 

・ PostgreSQL のデフォルト値は"postgres"です。 

 
 

"4"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the password of database server: 

・ 使用するデータベースのパスワードを入力してください。 

 

"c"を入力すると、次に進みます。 
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5. 以下のメッセージが表示されます。 
Do you want to do database initialization?[y/n]: 

・ 使用するデータベースを初期化するかどうかを選択します。 

  "y"を入力すると、データベースの初期化を行います。 

  "n"を入力すると、データベースの初期化を行いません。 

 

重要 

・ 初めて使用する場合、または従来バージョンから移行する場合は、初期化を行って

ください。 

 
 

6. 以下のメッセージが表示されます。 
SiteShell Console Service is installed successfully. 

SiteShell Console Service started successfully. 

・ 運用管理コンソールは SiteShellConsoleService というサービス名で起動されます。 

 

重要 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）を「SSL サイ

ト」としてセットアップし、また Apache Tomcat の server.xml に「SSL サーバ

証明書」を設定していない場合、運用管理コンソールの起動に失敗します。 

手順 7 の後、引き続き手順 8 にて「SSL サーバ証明書」を設定して、運用管理コ

ンソールを再起動してください。 

 

ヒント 

・ 運用管理コンソールの起動/停止方法については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品

説明書』-『付録 F. SiteShell のサービス起動/停止』を参照してください。 

 
 

7. 以下のメッセージが表示されるので、引き続き運用管理サービスをインストールします。 
Do you want to start the SiteShell Operation Management Service?[y/n] 

・ 運用管理サービスをインストールするかどうか選択します。 

  "y"を入力すると、運用管理サービスをインストールします。 

  "n"を入力すると、運用管理サービスをインストールしません。 

 

ヒント 

・運用管理サービスのインストール手順については「3.4 運用管理サービスの導入」

を参照してください。 
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8. 運用管理コンソールに SSL サーバ証明書を設定します。 

 

重要 

・ 本作業は、運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）を

「SSL サイト」としてセットアップした場合に必要です。 

「非 SSL サイト」としてセットアップした場合は作業不要です。 

・ SSL サーバ証明書は事前に発行会社より入手をお願いいたします。 

・ SSL サーバ証明書のインストール方法の詳細については、発行会社から通知された

内容をご確認ください。 

 
 

1) SSL サーバ証明書を任意の場所に格納します。 

 

2) SSL サーバ証明書のインポートを行います。 
# {JDK/JRE のパス}/bin/keytool -import  \ 
             -alias {キーストアファイル作成時に指定したエイリアス名}  \ 
             -file {SSL サーバ証明書ファイル名}  \ 
             -keystore {キーストアファイル名} 
 

キーストアファイル作成時に指定したパスフレーズを入力します。 
# キーストアのパスワードを入力してください: ******** 
 

3) 作成したキーストアファイルを以下に格納します。 
# {運用管理コンソールインストールフォルダ}/conf 

 

4) 「{運用管理コンソールインストールフォルダ}¥conf¥server.xml」ファイルを編集します。 
・・・・ 

<Connector SSLEnabled="true" defaultSSLHostConfigName="{ホスト名}" 
    <SSLHostConfig hostName="{ホスト名}" 
        <Certificate certificateKeyAlias="{キーストア内での証明書の名前}" 
             certificateKeystoreFile="conf/{キーストアファイル名}" 
             certificateKeystorePassword="{キーストアファイル作成時に指定したパスフレーズ}" 
・・・・ 

 

5) 運用管理コンソールサービス「SiteShell Console Service」を再起動します。 

 

ヒント 

・ 運用管理コンソールの起動/停止方法については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品

説明書』-『付録 F. SiteShell のサービス起動/停止』を参照してください。 
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9. 運用管理コンソール（tomcat）の JVM 環境を必要に応じてチューニングします。 

運用管理コンソールではヒープ全体の最大値（-Xmx）を既定 2GB としています。 

インストールしたマシンの物理メモリを基に割り当てられるメモリ量を指定してください。 

 

Windows 環境の場合： 
$ cd {運用管理コンソールインストールフォルダ}\bin 
$ tomcat9w.exe //ES//SiteShellConsoleService 

 

 Java Options: で指定された “-Xmx” 値をチューニングします。 

 

  
 
 

重要 

・ 環境設定（setup.bat）後は、必ず Java Options の再設定が必要です。 

Java Options 設定は環境設定を行うと既定値に戻りますので注意してください。 

・ リビジョン 4.2.0.4 以降の Java Options 設定 “-XX:+UseConcMarkSweepGC” は、 

“-XX:+UseG1GC” に変更されます。 
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Linux 環境の場合： 
$ cd {運用管理コンソールインストールフォルダ} 
$ vi SiteShellConsoleService.sh 

 

 19 行目の CATALINA_OPTS で指定された “-Xmx” 値をチューニングします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重要 

・ 環境設定（setup.sh）後は、必ず CATALINA_OPTS の再設定が必要です。 

CATALINA_OPTS 設定は環境設定を行うと既定値に戻りますので注意してくださ

い。 

・ リビジョン 4.2.0.4 以降の Java Options 設定 “-XX:+UseConcMarkSweepGC” は、 

“-XX:+UseG1GC” に変更されます。 

 
 

JVM 環境のチューニング後は、運用管理コンソールサービス「SiteShell Console Service」を再

起動します。 

 

     1  #!/bin/sh 
     2  # 
     3  # Startup Script for SiteShell Console Servcie 
     4  # 
     5  # chkconfig: 2345 99 1 
     6  # description: SiteShell Console Service 
     7  # processname: jsvc 
     8  # pidfile: /var/run/jsvc_SiteShellConsoleService.pid 
     9  # config: 
    10  # 
    11 
    12  JAVA_HOME=/usr/java/latest 
    13  CATALINA_HOME=/opt/SiteShellConsole-4.2.0.0-1 
    14  DAEMON_HOME=$CATALINA_HOME/bin 
    15 
    16  PID_FILE=/var/run/jsvc_SiteShellConsoleService.pid 
    17  CATALINA_BASE=$CATALINA_HOME 
    18 
    19  CATALINA_OPTS="-Xmx2g -XX:+UseG1GC -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=60000 -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=60000" 
    20  CLASSPATH=¥ 
    21  $JAVA_HOME/lib/tools.jar:¥ 
    22  $CATALINA_HOME/bin/commons-daemon.jar:¥ 
    23  $CATALINA_HOME/bin/bootstrap.jar:¥ 
    24  $CATALINA_HOME/bin/tomcat-juli.jar 
    25 

 ： 
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10. Web ブラウザより、以下の URL へアクセスします。 

 

https://hostname:port/console 
       ※「非 SSL サイト」としてセットアップした場合は、http:// でアクセスします。 

 

・ 「hostname」は、運用管理コンソールをインストールしたマシンのホスト名を指定しま

す。 

・ 「port」は、手順"2"で設定した Web サービス用ポート番号を指定します。 

 
 

11. 初回アクセス時には、ウェルカム画面が表示されます。 

 
 

 

システム管理者の認証情報を入力して、[作成]ボタンを押してください。 

作成したシステム管理者でログインできれば、セットアップ完了です。 

 

ヒント 

・ 既にシステム管理者が作成されている場合は、ログイン画面が表示されます。 

  ログイン画面からシステム管理者でログインできれば、セットアップは完了して

います。 

 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 27 

Windows 環境へのセットアップは、以上で完了です。 

 

Linux 環境で、後述する『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『4. SiteShell の運用 情報通

知機能』の syslog 出力を行う場合は、引き続き「3.3.3 Linux環境でsyslog出力を行うための設定

手順」を実施します。 
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3.3.3 Linux 環境で syslog 出力を行うための設定手順 
運用管理コンソールでは情報通知機能を利用することで、syslog に攻撃検知状況や、脆弱性対策

パッケージの自動更新状況を出力させることが可能です。 

Linux 環境において、syslog への出力を行うために必要となる設定手順を説明します。 

 

重要 

・ 情報通知機能の詳細に関しては、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『4. SiteShell

の運用 情報通知機能』を参照してください。 

・ Windows 環境の場合は、本手順は不要です。 
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3.3.3.1 RHEL6 / RHEL7 / RHEL8 の場合 
 

1. root 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. /etc/rsyslog.conf ファイルの以下の行を変更します。 

 

RHEL6 / RHEL7： 

変更前： 
# Provides UDP syslog reception 

#$ModLoad imudp.so 

#$UDPServerRun 514 

変更後： 
# Provides UDP syslog reception  

$ModLoad imudp.so  

$UDPServerRun 514 

 

RHEL8： 

変更前： 
# Provides UDP syslog reception 

# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html 

#module(load="imudp") # needs to be done just once 

#input(type="imudp" port="514") 

変更後： 
# Provides UDP syslog reception 

# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html 

module(load="imudp") # needs to be done just once 

input(type="imudp" port="514") 

 
 

3. 以下のコマンドを用いて、syslog を再起動します。 

 

RHEL6： 
# service rsyslog restart 

 

RHEL7 / RHEL8： 
# systemctl restart rsyslog.service 
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3.3.4 運用管理部分のアンインストール 
 

3.3.4.1 Windows 版のインストーラの起動 
以下に Windows 版の運用管理部分のインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. Administrator 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理コンソールインストールフォルダ配下の setup.bat を実行します。 
$ cd {運用管理コンソールインストールフォルダ} 
$ .\setup.bat 

 

重要 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）を「非 SSL サイ

ト」とした場合、setup.bat に ”nonssl” オプションを付けてください。 
$ cd {運用管理コンソールインストールフォルダ} 

$ .\setup.bat nonssl 

 
 

引き続き「3.3.4.3 運用管理部分のアンインストール」を実施してください。 

 
 

3.3.4.2 Linux 版のインストーラの起動 
以下に Linux 版の運用管理部分のインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. root 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理コンソールインストールディレクトリ配下の setup.sh を実行します。 
# cd {運用管理コンソールインストールディレクトリ} 
# ./setup.sh 

 

重要 

・ 運用管理コンソールのアプリケーションサーバ（Apache Tomcat）を「非 SSL サイ

ト」とした場合、setup.sh に ”nonssl” オプションを付けてください。 
# cd {運用管理コンソールインストールディレクトリ} 

# ./setup.sh nonssl 

 
 

引き続き「3.3.4.3 運用管理部分のアンインストール」を実施してください。 
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3.3.4.3 運用管理部分のアンインストール 
以下に運用管理部分（Windows 版／Linux 版）のインストーラ起動後の手順を説明します。 

 

1. 以下のメッセージが表示されるので、"r"を入力します。 
SiteShell Console has already been installed. 

JDK/JRE path: /usr/java/latest  
Web Service port: 18443 
Web Service shutdown port: 8006 
Please enter [s] to reset, [r] to remove, or [q] to quit:r 

・ 既に運用管理コンソールがインストール済みであるという旨のメッセージと、インス

トール時に設定した内容が表示されます。"s"を入力すると設定内容の変更ができます。 

 

2. "r"を入力すると、次のメッセージが表示されます。 
Database server:localhost 
Do you want to delete all the tables from the database? [y/n]:y  

・ 運用管理コンソールが使用していたデータベースを削除するか選択します。 

"y"を入力すると、データベースを削除し、運用管理コンソールをアンインストールしま

す。 

"n"を入力すると、データベースを削除せずに、運用管理コンソールをアンインストール

します。 

 

3. 以下のメッセージが表示されると、アンインストールは完了となります。 
SiteShell Console Service is removed successfully. 
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3.4 運用管理サービスの導入 
運用管理サービスは、Web サイトの自動登録/削除、および Web サーバの稼動状況の監視を行う

際に、SiteShell と運用管理コンソールの仲介として動作するアプリケーションです。 

運用管理サービスの詳細に関しては、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. SiteShell

の機能』を参照してください。 

 

ヒント 

・ 運用管理サービスのインストーラは、運用管理コンソールの zip ファイル、または tar.gz

ファイルに含まれています。 

運用管理コンソールと別のマシンにインストールしたい場合は、運用管理サービスのインス

トールフォルダを任意の場所に移動してください。 

 

重要 

・ 手順を行う前に、「3.2 データベースの導入」を完了してください。 

・ Windows 環境で「モニタリング機能」を使用する場合は、「Microsoft Visual C++ 2013 再

頒布可能パッケージ (x64)」 (vcredist_x64.exe) をインストールしてください。

vcredist_x64.exe は、リリース媒体に同梱されています。 
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3.4.1 運用管理サービスのセットアップ 
 

3.4.1.1 Windows 版のインストーラの起動 
以下に Windows 版の運用管理サービスのインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. Administrator 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理コンソールの zip ファイル(SiteShellConsole_4.2.0.0.x64.zip)を任意の場所に展開し

ます。 

この展開先フォルダの「OperationManagementServices」配下が、運用管理サービスインス

トールフォルダとなります。 
$ {運用管理コンソールインストールフォルダ}\OperationManagementServices 

 

重要 

・ 日本語を含むフォルダパスはインストール先フォルダとして利用できません。 

 

3. 運用管理サービスインストールフォルダ配下の setup.bat を実行します。 
$ cd {運用管理サービスインストールフォルダ} 
$ .\setup.bat 

 

重要 

・ setup.bat は、[管理者として実行] したコマンドプロンプトで実行してください。 

 
 

引き続き「3.4.1.3 運用管理サービスのセットアップ」を実施してください。 
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3.4.1.2 Linux 版のインストーラの起動 
以下に Linux 版の運用管理サービスのインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. root 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理コンソールの tar.gz ファイル(SiteShellConsole_4.2.0.0.x86_64.tar.gz)を任意の場所

に展開します。 

この展開先ディレクトリの「OperationManagementServices」配下が、運用管理サービスイン

ストールディレクトリとなります。 
# {運用管理コンソールインストールディレクトリ}/OperationManagementServices 

 

重要 

・ 日本語を含むディレクトリパスはインストール先ディレクトリとして利用できません。 

 

3. 展開したディレクトリ配下の setup.sh を実行します。 
# cd {運用管理サービスインストールディレクトリ} 
# ./setup.sh 

 

引き続き「3.4.1.3 運用管理サービスのセットアップ」を実施してください。 
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3.4.1.3 運用管理サービスのセットアップ 
以下に運用管理サービス（Windows 版／Linux 版）のインストーラ起動後の手順を説明します。 

 

1. 運用管理サービスが使用する JDK、または JRE のパスを入力します。 
Please enter JDK/JRE install path or enter [q] to quit: /usr/java/latest  

・ 運用管理サービスが使用する JDK、または JRE のインストールフォルダを指定します。 

・ 運用管理コンソールのインストーラから引き続き設定する場合、本メッセージは表示され

ません。 

 

2. 運用管理サービスが SiteShell サービスから起動通知を受信するために使用するポート番号を

入力します。 
Please enter the listening port of the SiteShellService or enter [q] to quit. (If you use "9454", 
please enter "Enter" key.): 

・ 1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

何も指定せず Enter キーを押した場合、現在の設定値（デフォルト値：9454）を設定しま

す。 

 

3. 続いて、データベースの設定を行います。 

Database connection setting. 

[1] IP address    :localhost 

[2] Port          :5432 

[3] User name    : 

[4] Password     : 
 

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

continue or enter [q] to quit: 

・ 運用管理コンソールのインストーラから引き続き設定する場合、本メッセージは表示され

ません。 

 

重要 

・ 運用管理サービスが使用するデータベースの設定は、運用管理コンソールが使用する

データベースの設定と同じにしてください。 

運用管理コンソールのインストーラから引き続き設定する場合は、運用管理コンソール

が使用するデータベースの設定が引継がれます。 

運用管理コンソールが使用するデータベースの設定は「3.3.2.2.1 運用管理部分のセッ

トアップ」-「手順 4」を参照してください。 
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"1"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the IPAddress of the database server or enter [q] to quit: 

・ 使用するデータベースの IP アドレス、またはホスト名を入力してください。 

・ IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

 

重要 

・ IPv6 を指定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

 
 

"2"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the port of the database server or enter [q] to quit: 

・ 使用するデータベースのポート番号を入力してください。 

 

"3"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the user name of the database server or enter [q] to quit: 

・ 使用するデータベースのユーザ名を入力してください。 

 

ヒント 

・ PostgreSQL のデフォルト値は"postgres"です。 

 
 

"4"を入力すると、次のメッセージを表示されます。 
Please enter the password of the database server or enter [q] to quit: 

・ 使用するデータベースのパスワードを入力してください。 

 

"c"を入力すると、次に進みます。 

 

4. 以下のメッセージが表示されると、インストールは完了となります。 
SiteShell Operation Management Service was installed successfully. 

SiteShell Operation Management Service started successfully. 

・ 運用管理サービスは SiteShellOMService というサービス名で起動されます。 

 

ヒント 

・ 運用管理サービスの起動/停止方法については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説

明書』-『付録 F. SiteShell のサービス起動/停止』を参照してください。 

 
 

以上で運用管理サービスのセットアップは完了です。 
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3.4.2 運用管理サービスのアンインストール 
 

3.4.2.1 Windows 版のインストーラの起動 
以下に Windows 版の運用管理サービスのインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. Administrator 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理サービスインストールフォルダ配下の setup.bat を実行します。 
$ cd {運用管理サービスインストールフォルダ} 
$ .\setup.bat 

 

引き続き「3.4.2.3 運用管理サービスのアンインストール」を実施してください。 

 
 

3.4.2.2 Linux 版のインストーラの起動 
以下に Linux 版の運用管理サービスのインストーラ起動手順を説明します。 

 

1. root 権限を持つユーザでログインします。 

 

2. 運用管理サービスインストールディレクトリ配下の setup.sh を実行します。 
# cd {運用管理サービスインストールディレクトリ} 
# ./setup.sh 

 

引き続き「3.4.2.3 運用管理サービスのアンインストール」を実施してください。 
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3.4.2.3 運用管理サービスのアンインストール 
以下に運用管理サービス（Windows 版／Linux 版）のインストーラ起動後の手順を説明します。 

 

1. 以下のメッセージが表示されるので、"r"を入力します。 
SiteShellOMService has already been set up. 

JDK/JRE install path                   :/usr/java/latest  
Listening port from SiteShellService   :9454 
IP address of the database server      :localhost 
Port of the database server            :5432 
User name of the database server       :postgres 
Password of the database server        : 

 

Please enter [c] to change, [r] to remove, or [q] to quit: r 

・ 既に運用管理サービスがインストール済みであるという旨のメッセージと、インストー

ル時に設定した内容が表示されます。 

"c"を入力すると、設定内容の変更ができます。 

"r"を入力すると、運用管理サービスのアンインストールを行います。 

 

2. 以下のメッセージが表示されると、アンインストールは完了となります。 
SiteShell Operation Management Service was removed successfully. 
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3.5 ホスト型 SiteShell (IIS 版) の導入 
IIS 版 SiteShell フィルタ機能の導入手順を説明します。 

 

3.5.1 インストール(IIS 版) 
IIS 版 SiteShell フィルタ機能のインストール手順を説明します。 

インストール環境に合わせて事前に以下のパッケージを入手し、インストールしてください。 

 

「Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ (x64)」 (vcredist_x64.exe) 

 

ヒント 

・ vcredist_x64.exe は、リリース媒体に同梱されています。 

また、以下のサイトからダウンロードできます。(2019 年 12 月時点の URL) 

➢ https://www.microsoft.com/ja-jp/download/confirmation.aspx?id=40784 

 

 

IIS サーバ上に「ISAPI 拡張」と「ISAPI フィルタ」を追加する必要があります。 

詳細は「3.5.1.1 ISAPI拡張、ISAPIフィルターの追加」を参照してください。 

 

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/confirmation.aspx?id=40784
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3.5.1.1 ISAPI 拡張、ISAPI フィルターの追加 
 

3.5.1.1.1 Windows Server 2019 環境の場合 
1.  [スタート]メニューから[サーバー マネージャー]を選択します。 

2. 左側メニューから[IIS]を選択し、[役割と機能の追加]を選択します。 

 
 

3. [次へ]ボタンを押します。 
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4. [次へ]ボタンを押します。 

 
 
 

5. [次へ]ボタンを押します。 
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6. [ISAPI フィルター]、[ISAPI 拡張]をチェックして、[次へ]ボタンを押します。 

 
 
 

7. [次へ]ボタンを押します。 
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8. [インストール]ボタンを押します。 

 
インストールが開始されます。 

 
 

9. 「ISAPI 拡張」と「ISAPI フィルター」がインストールされたことを確認して、 

[閉じる]ボタンを押します。 
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3.5.1.2 SiteShell のインストール 
SiteShell のインストール手順を説明します。 

 

重要 

・ 旧バージョンから移行する場合は「6.1 SiteShell本体の移行手順」を参照してください。 

・ インストールは、Administrator 権限を持つユーザが実行してください。 

・ バージョン 4.2.0 は、既知問題（ログファイルのサイズ・ローテーションが正しく行われな

いこと）への対処（日付ごとのサイズによるローテーションを行わない指定）により問題を

回避する必要があります。 

 ※詳細は、ＮＥＣサポートポータルのコンテンツ「3140108485」をご参照ください。 

・ リビジョン 4.2.0.1 以降のインストーラを使用してインストールした場合、インストール先

フォルダ配下には、以下３つの権限が付与されます。 

① Administrators へのフルコントロール 

② IUSR への変更権限（IIS 認証無しのアクセスを許容するため） 

③ IIS_IUSRS への変更権限（IIS アプリケーションプールへのアクセスを許容するため） 

IIS 実行ユーザを既定（IUSR および IIS_IUSRS）から変更する場合、当該フォルダへの付与

権限も変更してください。 

 
 

1. SiteShell_Installer_IIS-4.2.0.0-1_x64.exe ファイルを右クリックし、[管理者として実行]を選

択します。 

インストールの準備が完了するまでしばらく待ってください。 
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2. [次へ]ボタンを押します。 

 
 

3. インストール先フォルダを指定し、[次へ]ボタンを押します。 

 
 

重要 

・ 製品バージョンによりインストール先フォルダの指定が変わります。 

Ver4.1 以前  ”C:¥Program Files (x86)¥SiteShell(IIS)” 

Ver4.2 以降  ”C:¥Program Files¥SiteShell(IIS)” 

 既定の指定フォルダのままインストールを進めてください。 
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4. [完了]ボタンを押します。 

 
 

重要 

・ 「SiteShell の環境設定」のチェックボックスを ON にすると、続いて「3.5.2 環境設定

(IIS版)」の設定画面が表示されます。 
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3.5.2 環境設定(IIS 版) 
IIS 版 SiteShell フィルタ機能の導入手順を説明します。 

 

重要 

・ 環境設定（Setup）は、Administrator 権限を持つユーザが実行してください。 

・ 環境設定を実行するまで、SiteShell フィルタは機能しません。 

・ IPv6 無効（IPv4 のみ）とした環境では、インストールフォルダ直下の config 配下に 

“IPv4_Only_ServiceListeners” という名前のファイルを作成してください。 

IPv6 有効とした環境では、当該ファイルの作成は不要です。 

・ 環境設定は、環境設定後に新しい Web サイトを追加した場合、および仮想ディレクトリの

設定を変更した場合、再度実行してください。 

・ 脆弱性対処の設定は、各 Web サイト共通で 1 つの設定になります。 

1 つの Web サイトを指定して脆弱性対処設定を変更した場合、他の Web サイトの脆弱性

対処設定も変更されます。 

・ 環境設定後、SiteShell は IIS 起動時に自動でロードされます。 
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3.5.2.1 共通手順 
IIS サーバに SiteShell フィルタを設定するための共通手順を設定します。 

 

1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム] > [SiteShell(IIS)] > [Setup]を選択します。 

ライセンス ID が無効である旨の「確認」画面が表示されます。 

 

ヒント 

・ 有効なライセンス ID を登録している場合、「確認」画面は表示されません。 

 

 

2. [OK]ボタンを押します。 
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3. 「SiteShell 設定」画面が表示されます。実施したい設定を行います。 

 
 

画面の説明 

セクション名 説明 

フィルタ適用 

SiteShell フィルタ機能の適用/解除を設定します。 

詳細は「3.5.2.4 SiteShellフィルタの適用/解除」を参照

してください。 

ライセンス ID の設定 

ライセンス ID を行います。 

詳細は「3.5.2.2 ライセンスIDの登録」を参照してくだ

さい。 

脆弱性対処の設定 

脆弱性対処の動作を設定します。 

詳細は「3.5.2.3 脆弱性対処の設定」を参照してくださ

い。 

オプション 

コンソール設定 

運用管理コンソールに対する動作を設定します。 

詳細は「3.5.2.5 運用管理コンソールに対する設定」を

参照してください。 

自動登録設定 

運用管理サービスに対する動作を設定します。 

詳細は「3.5.2.6 運用管理サービスに対する設定」を参

照してください。 
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セクション名 説明 

自動更新設定 

オンライン自動更新サービスを設定します。 

詳細は「3.5.2.7 オンライン自動更新サービスの設定」

を参照してください。 

その他 [終了]ボタンを押すと、環境設定を終了します。 

 
 

 

重要 

・ Web サイト名が表示されない場合は、環境設定（Setup）の実行ユーザ権限を確認して

ください。実行ユーザに Administrator 権限が無い場合、Web サイト名の情報を取得で

きないことが考えられます。 
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3.5.2.2 ライセンス ID の登録 
SiteShell にライセンス ID を登録する手順を説明します。 

 

1. 「3.5.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「ライセンス ID の設定」セクションから [登録] ボタンを押します。 

「SiteShell ライセンス ID の登録」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

バージョン情報 

下記の環境情報が表示されます。 

 

タイトル 説明 

OS 実行しているマシンの OS 種類 

Web サーバ 
実行しているマシンに導入される IIS の

バージョン 

SiteShell 
導入しようとしている SiteShell のバージョ

ン 

 

環境情報が取得できない場合は Unkown 表記となります。 

Unkown 表記はサポート対象外の環境であることが考えられます。 

 

「ライセンス ID 入力」 

テキストボックス 

ライセンスご購入時に入手したライセンス ID を入力します。 

・ ハイフン(-)を含めて入力します。 

・ 既に登録済みの場合、登録済みのライセンス ID が表示されま

す。 

[登録]ボタン 
「SiteShell ライセンス  ID の登録」画面で設定した内容を、

SiteShell に登録します。 

[終了]ボタン 「SiteShell ライセンス ID の登録」画面を閉じます。 
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3. 「ライセンス ID 入力」テキストボックスにライセンス ID を入力します。 

 

4. [登録]ボタンを押します。 

正常に登録できた場合、「SiteShell ライセンス ID の登録」画面が閉じます。 
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3.5.2.3 脆弱性対処の設定 
SiteShell の脆弱性対処を設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.5.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「脆弱性対処の設定」セクションから [SiteShell 設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面が表示されます。 

 
画面の説明 

項目名 説明 

「動作モード」セクショ

ン 

SiteShell の動作モードを選択します。 

 

選択肢 説明 

本番

モード 

各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記

録) と対策動作を実行します。 

テスト

モード

(ログ採

取のみ) 

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。各脆弱性対策

のチェック処理 (監査ログへの記録) は実施しま

すが、対策動作は実行しません。 

 

動作モードの詳細については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品

説明書』-『SiteShell の動作モードの種類』を参照してくださ

い。 

 

「各対策 ID のデフォル

ト動作」セクション 

SiteShell の各対策 ID のデフォルト動作を選択します。 

 

設定値 説明 

ガード

する 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライ

ン自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID 

の対処動作を実施します。 

ログ採

取のみ 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライ

ン自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID 

の対処動作を実施しません。 

新規対策 ID はエラー検出状況を確認後に対処動作を

実施したい場合、このモードに設定します。 

 

 

[設定]ボタン 
「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面で設定した内容を、SiteShell

に登録します。 

[キャンセル]ボタン 「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面を閉じます。 

 

3. 「動作モード」セクションから、動作モードを選択します。 
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4. 「各対策 ID のデフォルト動作」セクションから、各対策 ID のデフォルト動作を選択しま

す。 

 

ヒント 

・ 各対策 ID のデフォルト動作は、ガードもログ採取も行わない（何もしない）設定もで

きます。この場合、運用管理コンソールのノード設定(全般)画面から recipelist_default

プロパティに disabled を指定してください。 

 

5. [設定]ボタンを押します。 
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6. SiteShell を既に適用済みの場合、設定内容が SiteShell に登録され、以下のメッセージが表

示されるため、[OK]ボタンを押します。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、IIS を再起動するまで設定は有効になりません。 

 

7. IIS が再起動され、設定内容が有効になり、「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面が閉じます。 
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3.5.2.4 SiteShell フィルタの適用/解除 
IIS サーバに SiteShell フィルタを適用/解除する手順を説明します。 

 

1. 「3.5.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「Web サイト一覧」

フィールド 

SiteShell フィルタの適用/解除する対象となる、Web サイトの一

覧を表示します。 

・ [Ctrl]キー、または[Shift]キーを押すことによって、複数選択可

能です。 

[適用]ボタン 

「Web サイト一覧」フィールドで選択した Web サイトを

SiteShell フィルタの適用対象とします。 

詳細は「3.5.2.4.1 SiteShellフィルタの適用」を参照してくださ

い。 

・ 「状態」列が”未適用”である Web サイトに対してのみ有効で

す。 

[解除]ボタン 

「Web サイト一覧」フィールドで選択した Web サイトを

SiteShell フィルタの解除対象とします。 

詳細は「3.5.2.4.2 SiteShellフィルタの解除」を参照してくださ

い。 

・ 「状態」列が”適用済”である Web サイトに対してのみ有効で

す。 
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項目名 説明 

[反映]ボタン 

「Web サイト一覧」フィールドで選択した Web サイトに対し

て、SiteShell フィルタの適用/解除を実施します。 

・ [反映]ボタンは、SiteShell フィルタの適用対象、または解除対

象となる Web サイトが一つ以上存在する場合に動作します。 
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3.5.2.4.1 SiteShell フィルタの適用 
IIS サーバに SiteShell フィルタを適用する手順を説明します。 

 

1. 「SiteShell 設定」画面を表示します。 

 

2. Web サイト一覧から、SiteShell フィルタを適用したい Web サイトを選択します。 

 

3. [適用]ボタンを押します。 

「状態」列が”未適用”から”未適用 → 適用する”に変化することを確認します。 

 

4. SiteShell フィルタを適用したい Web サイトが選択されている事を確認し、[反映]ボタンを押し

ます。 

Web サイトに SiteShell フィルタが適用され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

 

5. [OK]ボタンを押すと、IIS が再起動されます。 

「状態」列が”適用済”となっていることを確認します。 

 

重要 

・ 設定完了後に動作を確認する場合は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. 

SiteShell の機能 SiteShell フィルタ機能の動作確認』を参照してください。 
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3.5.2.4.2 SiteShell フィルタの解除 
IIS サーバから SiteShell フィルタを解除する手順を説明します。 

 

1. 「SiteShell 設定」画面を表示します。 

 

2. Web サイト一覧から、SiteShell フィルタを解除したい Web サイトを選択します。 

 

3. [解除]ボタンを押します。 

「状態」列が”適用済”から”適用済 → 解除する”に変化することを確認します。 

 

4. SiteShell フィルタを解除したい Web サイトが選択されている事を確認し、[反映]ボタンを

押します。 

Web サイトから SiteShell フィルタが解除され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、IIS を必ず再起動してください。 

 
 

5. [OK]ボタンを押します。 

IIS が再起動され、SiteShell フィルタが有無効になります。 

「状態」列が”未適用”となっていることを確認します。 
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3.5.2.5 運用管理コンソールに対する設定 
運用管理コンソールに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ 運用管理コンソールを利用しない場合は、この手順は不要です。 

 
 

1. 「3.5.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [コンソール設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 運用管理の設定」画面が表示されます。 

 
画面の説明 

項目名 説明 

「運用管理ポート」セク

ション 

運用管理コンソール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、任意の数値を入力できます。 

「運用管理許可」セクシ

ョン 

SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソールの IP 

アドレスを指定します。 

・ IP アドレスは、 IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

[設定]ボタン 
「SiteShell 運用管理の設定」画面で設定した内容を、SiteShell

サービスに登録します。 

[キャンセル]ボタン 「SiteShell 運用管理の設定」画面を閉じます。 

 
 

3. 「運用管理ポート」セクションで、運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を指

定します。 

 

4. 「運用管理許可」セクションで、SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソール

の IP アドレスを指定します。 
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5. [設定]ボタンを押します。 

設定内容が SiteShell サービスに登録され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、SiteShell サービスを再起動するまで設定は有効に

なりません。 

 
 

6. [OK]ボタンを押します。 

SiteShell サービスが再起動され、設定内容が有効になり、「SiteShell 運用管理の設定」画

面が閉じます。 
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3.5.2.6 運用管理サービスに対する設定 
運用管理サービスに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用する場合、「3.4 運用管理

サービスの導入」も実行してください。 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用しない場合は、この手順は不

要です。Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能の詳細は『InfoCage 

SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. SiteShell の機能 運用管理サービス』を参照してくだ

さい。 

 
 

1. 「3.5.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [自動登録設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 自動登録の設定」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「ノードグループ」セク

ション 

Web サーバの自動登録により、Web サーバを登録する際に所属

するノードグループ ID を入力します。 

・ 20 文字以内の半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使

用できます。 

・ 既に UUID を設定している場合、この値は変更不可となり

ます。 

UUID については、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明

書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕様 SiteShell 

サービス設定ファイル』を参照してください。 

「死活監視ポート」セク

ション 

運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力しま

す。 

・ 1 から 65535 の、任意の数値を入力できます。 

「運用管理サービス」セ

クション 

運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を

入力します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6

を指定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

[設定]ボタン 
「SiteShell 自動登録の設定」画面で設定した内容を、SiteShell

サービスに登録します。 

[キャンセル]ボタン 「SiteShell 自動登録の設定」画面を閉じます。 

 

3. 「ノードグループ」セクションで、Web サーバの自動登録により、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。 
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4. 「死活監視ポート」セクションで、運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を指

定します。 

 

5. 「運用管理サービス」セクションで、運用管理サービスの IP アドレス / ホスト名、および

ポート番号を指定します。 

 

6.  [設定]ボタンを押します。 

設定内容が SiteShell サービスに登録され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、SiteShell サービス を再起動するまで設定は有効に

なりません。 

 
 

7. [OK]ボタンを押します。 

SiteShell サービスが再起動され、設定内容が有効になり、「SiteShell 自動登録の設定」画

面が閉じます。 
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3.5.2.7 オンライン自動更新サービスの設定 
運用管理サービスに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.5.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [自動更新設定] ボタンを押します。 

「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「オンライン自動更新

サービスを有効にする」

チェックボックス 

オンライン自動更新サービスの有効/無効を選択します。 

・ チェックを入れると、「更新サーバ」セクションが入力可能と

なります。 

「更新サーバ」セクショ

ン 

更新サーバの IP アドレス / ホスト名、およびポート番号を入力

します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

IPv6 を指定する場合、IP アドレスを [ ] で括る必要がありま

す。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

「プロキシサーバを使用

する」チェックボックス 

更新サーバに接続する際に、プロキシサーバを使用するかを選択し

ます。 

・ チェックを入れると、「プロキシサーバ」セクションが入力可

能となります。 

「プロキシサーバ」セク

ション 

プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入

力します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

IPv6 を指定する場合、IP アドレスを [ ] で括る必要がありま

す。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

[設定]ボタン 
「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面で設定した

内容を、SiteShell サービスに登録します。 

[キャンセル]ボタン 
「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面を閉じま

す。 

 

3. 「オンライン自動更新サービスを有効にする」チェックボックスをチェックします。 

「更新サーバ」セクションが入力可能になります。 

 

4. 「更新サーバ」セクションで、更新サーバの IP アドレス / ホスト名、およびポート番号を

指定します。 
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5. (必要に応じて)「プロキシサーバを使用する」チェックボックスをチェックします。 

「プロキシサーバ」セクションが入力可能になります。 

 

6. (必要に応じて)「プロキシサーバ」セクションで、プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名、

およびポート番号を指定します。 

 

7.  [設定]ボタンを押します。 

正常に更新サーバと通信でき、オンライン自動更新サービスが有効になれば、以下のメッ

セージが表示されます。 

 
 

重要 

・ 既にオンライン自動更新サービスを有効にしている場合、オンライン自動更新サービス

は再起動されます。 

・ 脆弱性対策パッケージを複数世代保持する場合は、オンライン自動更新定義ファイルを

直接編集してください。 詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 H. 

脆弱性対策定義の世代管理』を参照してください。 

 
 

8. [OK]ボタンを押します。 

「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面が閉じます。 
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3.5.3 アンインストール(IIS 版) 
IIS 版 SiteShell フィルタ機能をアンインストールする手順を説明します。 

 

1. 「3.5.2.4.2 SiteShellフィルタの解除」、および「3.5.2.7 オンライン自動更新サービスの設

定」を参考に、全ての設定を削除します。 

 

2. [スタート]メニューから[すべてのプログラム] > [SiteShell(IIS)] > [Uninstall]を選択します。 

 

3. [はい]を選択します。 

 

 

アンインストールが開始します。 

完了すると、以下のメッセージが表示されます。 

 

 

4. [完了]ボタンを押します。 

SiteShell フィルタ機能のアンインストールが完了されます。 
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3.6 ホスト型 SiteShell (Apache Windows 版) の導入 
Apache Windows 版 SiteShell フィルタ機能の導入手順を説明します。 

 
 

3.6.1 インストール(Apache Windows 版) 
Apache Windows 版 SiteShell フィルタ機能のインストール手順を説明します。 

インストール環境に合わせて事前に以下のパッケージを入手し、インストールしてください。 

 

「Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ (x64)」 (vcredist_x64.exe) 

 

ヒント 

・ vcredist_x64.exe は、リリース媒体に同梱されています。 

また、以下のサイトからダウンロードできます。(2019 年 12 月時点の URL) 

➢ https://www.microsoft.com/ja-jp/download/confirmation.aspx?id=40784 

 
 

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/confirmation.aspx?id=40784
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3.6.1.1 SiteShell のインストール 
SiteShell のインストール手順を説明します。 

 

重要 

・ 旧バージョンから移行する場合は「6.1 SiteShell本体の移行手順」を参照してください。 

・ インストールは、Administrator 権限を持つユーザが実行してください。 

・ リビジョン 4.2.0.1 以降のインストーラを使用してインストールした場合、インストール先

フォルダ配下には、以下１つの権限が付与されます。 

① Administrators へのフルコントロール 

Apache 実行ユーザを既定（SYSTEM）から変更する場合、当該フォルダへの付与権限も追

加してください。 

 
 

1. SiteShell_Installer_Apache-4.2.0.0-1_x64.exe ファイルを右クリックし、[管理者として実行]

を選択します。 

インストールの準備が完了するまでしばらく待ってください。 
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2. [次へ]ボタンを押します。 

 
 

3. インストール先フォルダを指定し、[次へ]ボタンを押します。 

 
 
 

重要 

・ 製品バージョンによりインストール先フォルダの指定が変わります。 

Ver4.1 以前  ”C:¥Program Files (x86)¥SiteShell(Apache)” 

Ver4.2 以降  ”C:¥Program Files¥SiteShell(Apache)” 

 既定の指定フォルダのままインストールを進めてください。 

 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 75 

4. [完了]ボタンを押します。 

 
 

重要 

・ [SiteShell の環境設定]のチェックボックスを ON にすると、続いて「3.6.2 環境設定

(Apache Windows版)」の設定画面が表示されます。 
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3.6.2 環境設定(Apache Windows 版) 
Apache Windows 版 SiteShell フィルタ機能の導入手順を説明します。 

 

重要 

・ 環境設定（Setup）は、Administrator 権限を持つユーザが実行してください。 

・ 環境設定を実行するまで、SiteShell フィルタは機能しません。 

・ IPv6 無効（IPv4 のみ）とした環境では、インストールフォルダ直下の config 配下に 

“IPv4_Only_ServiceListeners” という名前のファイルを作成してください。 

IPv6 有効とした環境では、当該ファイルの作成は不要です。 

・ 環境設定後、SiteShell は Apache 起動時に自動でロードされます。 

・ 環境設定から Apache 起動操作に失敗する場合、手動で Apache を起動してください。 

 
 

3.6.2.1 共通手順 
Apache サーバに SiteShell フィルタを設定するための共通手順を設定します。 

 

1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム] > [SiteShell(Apache)] > [Setup]を選択しま

す。 

ライセンス ID が無効である旨の「確認」画面が表示されます。 

 

ヒント 

・ 有効なライセンス ID を登録している場合、「確認」画面は表示されません。 

 

 

2. [OK]ボタンを押します。 
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3. 「SiteShell 設定」画面が表示されます。実施したい設定を行います。 

 
 

画面の説明 

セクション名 説明 

主サーバの設定 

SiteShell フィルタ機能の適用/解除を設定します。 

詳細は「3.6.2.4 SiteShellフィルタの適用/解除」を参照

してください。 

ライセンス ID の設定 

ライセンス ID を行います。 

詳細は「3.6.2.2 ライセンスIDの登録」を参照してくだ

さい。 

脆弱性対処の設定 

脆弱性対処の動作を設定します。 

詳細は「3.6.2.3 脆弱性対処の設定」を参照してくださ

い。 

オプション 仮想ホスト設定 

Apache の仮想ホストごとの動作を設定します。 

詳細は「3.6.2.5 仮想ホストの設定」を参照してくださ

い。 
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セクション名 説明 

コンソール設定 

運用管理コンソールに対する動作を設定します。 

詳細は「3.6.2.6 運用管理コンソールに対する設定」を

参照してください。 

自動登録設定 

運用管理サービスに対する動作を設定します。 

詳細は「3.6.2.7 運用管理サービスに対する設定」を参

照してください。 

自動更新設定 

オンライン自動更新サービスを設定します。 

詳細は「3.6.2.8 オンライン自動更新サービスの設定」

を参照してください。 

その他 [終了]ボタンを押すと、環境設定を終了します。 
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3.6.2.2 ライセンス ID の登録 
SiteShell にライセンス ID を登録する手順を説明します。 

 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「ライセンス ID の設定」セクションから [登録] ボタンを押します。 

「SiteShell ライセンス ID の登録」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

バージョン情報 

下記の環境情報が表示されます。 

 

タイトル 説明 

OS 実行しているマシンの OS 種類 

Web サーバ 
SiteShell を導入している Apache のバージョ

ン 

SiteShell 
導入しようとしている SiteShell のバージョ

ン 

 
環境情報が取得できない場合は Unkown 表記となります。 

Unkown 表記はサポート対象外の環境であることが考えられます。 

 

「ライセンス ID 入力」 

テキストボックス 

SiteShell 更新サービス契約時に入手したライセンス ID を入力し

ます。 

・ ハイフン(-)を含めて入力します。 

・ 既に登録済みの場合、登録済みのライセンス ID が表示されま

す。 

[登録]ボタン 
「SiteShell ライセンス ID の登録」画面で設定した内容を、

SiteShell に登録します。 

[終了]ボタン 「SiteShell ライセンス ID の登録」画面を閉じます。 

 
 

3. 「ライセンス ID 入力」テキストボックスにライセンス ID を入力します。 

 

4. [登録]ボタンを押します。 

正常に登録できた場合、「SiteShell ライセンス ID の登録」画面が閉じます。 
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3.6.2.3 脆弱性対処の設定 
SiteShell の脆弱性対処を設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「脆弱性対処の設定」セクションから [SiteShell 設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「動作モード」セクショ

ン 

SiteShell の動作モードを選択します。 

 

選択肢 説明 

本番

モード 

各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記

録) と対策動作を実行します。 

テスト

モード

(ログ採

取のみ) 

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。各脆弱性対策

のチェック処理 (監査ログへの記録) は実施しま

すが、対策動作は実行しない透過モードで動作し

ます。 

 

動作モードの詳細については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品

説明書』-『SiteShell の動作モードの種類』を参照してくださ

い。 

 
 

「各対策 ID のデフォル

ト動作」セクション 

SiteShell の各対策 ID のデフォルト動作を選択します。 

 

設定値 説明 

ガード

する 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライ

ン自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID 

の対処動作を実施します。 

ログ採

取のみ 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライ

ン自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID 

の対処動作を実施しません。 

新規対策 ID はエラー検出状況を確認後に対処動作を

実施したい場合、このモードに設定します。 

 

 

[設定]ボタン 
「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面で設定した内容を、SiteShell

に登録します。 

[キャンセル]ボタン 「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面を閉じます。 
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3. 「動作モード」セクションから、動作モードを選択します。 

 

4. 「各対策 ID のデフォルト動作」セクションから、各対策 ID のデフォルト動作を選択します。 

 

ヒント 

・ 各対策 ID のデフォルト動作は、ガードもログ採取も行わない（何もしない）設定もで

きます。この場合、運用管理コンソールのノード設定(全般)画面から recipelist_default

プロパティに disabled を指定してください。 

 
 

5. [設定]ボタンを押します。 

 
 

6. SiteShell を既に適用済みの場合、設定内容が SiteShell に登録され、以下のメッセージが表示さ

れるため、[OK]ボタンを押します。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、Apache を再起動するまで設定は有効になりませ

ん。 

 

7. Apache が再起動され、設定内容が有効になり、「SiteShell 脆弱性対処の設定」画面が閉じま

す。 
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3.6.2.4 SiteShell フィルタの適用/解除 
Apache サーバに SiteShell フィルタを適用/解除する手順を説明します。 

 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「Apache サーバ」ラジ

オボタン 

SiteShell フィルタの適用/解除する対象となる、Apache サーバの

バージョンを選択します。 

「設定ファイルパス」

テキストボックス、お

よび[参照]ボタン 

Apache 設定ファイル httpd.conf を指定します。 

[適用]ボタン 

指定した Aapche に対して SiteShell フィルタを適用します。 

詳細は「3.6.2.4.1 SiteShellフィルタの適用」を参照してくださ

い。 

・ [適用]ボタンは、SiteShell フィルタが未適用の場合に動作し

ます。 

・ [適用]ボタン押下時に、SiteShell で用意した設定ファイルが

指定の Apache 設定ファイルに取り込まれるよう編集されま

す。 
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項目名 説明 

[解除]ボタン 

Aapche に適用した SiteShell フィルタを解除します。 

詳細は「3.6.2.4.2 SiteShellフィルタの解除」を参照してくださ

い。 

・ [解除]ボタンは、SiteShell フィルタが適用済みの場合に動作

します。 

・ [解除]ボタン押下時に、SiteShell で用意した設定ファイルが

指定の Apache 設定ファイルから取り込まれないよう編集さ

れます。 
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3.6.2.4.1 SiteShell フィルタの適用 
Apache サーバに SiteShell フィルタを適用する手順を説明します。 

 

1. 「SiteShell 設定」画面を表示します。 

 

2. 「Apache サーバ」ラジオボタンで、SiteShell フィルタを適用したい Apache サーバのバージ

ョンを選択します。 

 

3. 「設定ファイルパス」テキストボックスに、SiteShell フィルタを適用したい Apache サーバ

の設定ファイル httpd.conf のファイルパスを指定します。 

 

4. [適用]ボタンを押します。 

Apache サーバに SiteShell フィルタが適用され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、Apache を再起動するまで SiteShell フィルタは有効

になりません。 

 
 

5. [OK]ボタンを押します。 

Apache が再起動され、SiteShell フィルタが有効になります。 

 

重要 

・ 設定完了後に動作を確認する場合は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. 

SiteShell の機能 SiteShell フィルタ機能の動作確認』を参照してください。 
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3.6.2.4.2 SiteShell フィルタの解除 
Apache サーバから SiteShell フィルタを解除する手順を説明します。 

 

1. 「SiteShell 設定」画面を表示します。 

 

2. [解除]ボタンを押します。 

Apache サーバから SiteShell フィルタが解除され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、Apache を必ず再起動してください。 

 
 

3. [OK]ボタンを押します。 

Apache が再起動され、SiteShell フィルタが無効になります。 
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3.6.2.5 仮想ホストの設定 
Apache の仮想ホストごとに SiteShell フィルタを設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ この手順を実施するには、事前に「3.6.2.4.1 SiteShellフィルタの適用」で主サーバを登録す

る必要があります。 

 
 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [仮想ホスト設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 設定(仮想ホスト)」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「仮想ホスト」セレクト

ボックス 

新規で仮想ホストを作成する場合は仮想ホスト名を入力します。

既存の仮想ホストに対して変更、解除する場合は、操作対象とす

る仮想ホストを選択します。 

・ 仮想ホストの名前には、フォルダ名として利用できない文字 

(バックスラッシュ(¥)やアスタリスク(*)など) は使用できませ

ん。 

「主サーバと異なる「脆

弱性対処の設定」を設定

する。」チェックボック

ス 

SiteShell フィルタの設定を有効にする場合にチェックします。 

操作対象に既存の仮想ホストを選択し、チェックを外した場合

は、該当の仮想ホストを削除します。 

「IP アドレス/ポート番

号」テキストボックス 

設定する仮想ホストの IP アドレスとポート番号を指定します。 

・ IPv4 と IPv6 の両方が指定できます。 

IPv6 を指定する場合、IP アドレスを [ ] で括る必要がありま

す。 

・ IP アドレスにはアスタリスク(*)、または _default_ を入力す

ることが可能です。 

・ ポート番号にはアスタリスク(*)を入力することが可能です。 

(指定例 1) 192.168.1.1:80  

(指定例 2) [2001:db8:0::2]  

(指定例 3) 192.168.2.1:* 
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項目名 説明 

「ServerName」テキス

トボックス 

設定する仮想ホストの ServerName を指定します。 

・ ServerName は省略可能です。 

省略した場合、他の仮想ホストで指定されていない 

ServerName へのリクエストを全て検査対象とします。 

「ノードグループ ID」テ

キストボックス 

設定する仮想ホストが所属するノードグループ ID を指定しま

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。 

・ 省略した場合、SiteShellService.properties の nodeGroupID 

プロパティ値が設定されます。 

「動作モード」ラジオボ

タン 

設定する仮想ホストの動作モードを記載します。 

 

設定値 説明 

本番

モード 

各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記録) 

と対策動作を実行します。 

テスト

モード 

(ログ採

取のみ) 

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。各脆弱性対策の

チェック処理 (監査ログへの記録) は実施します

が、対策動作は実行しません。 

 

動作モードの詳細については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品

説明書』-『SiteShell の動作モードの種類』を参照してくださ

い。 

 

 

「各対策 ID のデフォル

ト動作」ラジオボタン 

設定する仮想ホストの各対策 ID のデフォルト動作を記載します。 

 

設定値 説明 

ガード

する 

初期インストール状態の各対策 ID、およびオンライ

ン自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID 

の対処動作を実施します。 

ログ採

取のみ 

初期インストール状態の各対策 ID、およびオンライ

ン自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID 

の対処動作を実施しません。 

新規対策 ID はエラー検出状況を確認後に対処動作を

実施したい場合、このモードに設定します。 

 

 

[設定]ボタン 
「SiteShell 設定(仮想ホスト)」画面で設定した内容を、SiteShell

に登録します。 

[終了]ボタン 「SiteShell 設定(仮想ホスト)」画面を閉じます。 
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3.6.2.5.1 仮想ホストごとの設定の作成/変更 
Apache の仮想ホストごとに SiteShell フィルタを設定する手順を説明します。 

 

1. 「SiteShell設定(仮想ホスト)」画面を表示します。 

 

2. 「仮想ホスト」セレクトボックスで、新規に設定したい仮想ホスト名を入力、または変更し

たい仮想ホストを選択します。 

 

3. 「主サーバと異なる「脆弱性対処の設定」を設定する」チェックボックスをチェックします。 

 

4. 「IP アドレス/ポート番号」テキストボックスに、設定する仮想ホストの IP アドレスとポー

ト番号を指定します。 

 

5. (必要に応じて)「ServerName」テキストボックスに、設定する仮想ホストの ServerName 

を指定します。 

 

6. (必要に応じて)「ノードグループ ID」テキストボックスに、設定する仮想ホストのノードグ

ループ ID を指定します。 

 

7. 「動作モード」ラジオボタンで、動作モードを選択します。 

 

8. 「各対策 ID のデフォルト動作」ラジオボタンで、各対策 ID のデフォルト動作を選択します。 

 

ヒント 

・ 各対策 ID のデフォルト動作は、ガードもログ採取も行わない（何もしない）設定もで

きます。この場合、運用管理コンソールのノード設定(全般)画面から recipelist_default

プロパティに disabled を指定してください。 
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9. [設定]ボタンを押します。 

Apache の仮想ホストごとの設定が作成され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、Apache、および SiteShell サービスを再起動するま

で仮想ホストごとの設定は有効になりません。 

 

10. [OK]ボタンを押します。 

Apache、および SiteShell サービスが再起動され、仮想ホストごとの設定が有効になります。 

 

重要 

・ 設定完了後に動作を確認する場合は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. 

SiteShell の機能 SiteShell フィルタ機能の動作確認』を参照してください。 
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3.6.2.5.2 仮想ホストごとの設定の削除 
Apache の仮想ホストごとの SiteShell フィルタの設定を削除する手順を説明します。 

 

1. 「SiteShell設定(仮想ホスト)」画面を表示します。 

 

2. 「仮想ホスト」セレクトボックスで、設定を削除したい仮想ホストを選択します。 

 

3. 「主サーバと異なる「脆弱性対処の設定」を設定する」チェックボックスのチェックを外し

ます。 

 

4. [設定]ボタンを押します。 

「確認」画面が表示されます。 

 
 

5. [OK]ボタンを押します。 

 

6. Apache の仮想ホストごとの設定が削除され、以下のメッセージが表示されます。 

 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、Apache、および SiteShell サービスを必ず再起動し

てください。 

 
 

7. [OK]ボタンを押します。 

Apache、および SiteShell サービスが再起動され、仮想ホストごとの設定が削除されます。 
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3.6.2.6 運用管理コンソールに対する設定 
運用管理コンソールに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ 運用管理コンソールを利用しない場合は、この手順は不要です。 

 
 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [コンソール設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 運用管理の設定」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「運用管理ポート」セク

ション 

運用管理コンソール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、任意の数値を入力できます。 

「運用管理許可」セクシ

ョン 

SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソールの IP 

アドレスを指定します。 

・ IP アドレスは、 IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

[設定]ボタン 
「SiteShell 運用管理の設定」画面で設定した内容を、SiteShell

サービスに登録します。 

[キャンセル]ボタン 「SiteShell 運用管理の設定」画面を閉じます。 

 
 

3. 「運用管理ポート」セクションで、運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を指

定します。 

 

4. 「運用管理許可」セクションで、SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソール

の IP アドレスを指定します。 
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5. [設定]ボタンを押します。 

設定内容が SiteShell サービスに登録され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、SiteShell サービス を再起動するまで設定は有効に

なりません。 

 
 

6. [OK]ボタンを押します。 

SiteShell サービスが再起動され、設定内容が有効になり、「SiteShell 運用管理の設定」画面

が閉じます。 
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3.6.2.7 運用管理サービスに対する設定 
運用管理サービスに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用する場合、「3.4 運用管理

サービスの導入」も実行してください。 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用しない場合は、この手順は不

要です。Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能の詳細は『InfoCage 

SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. SiteShell の機能 運用管理サービス』を参照してくださ

い。 

 
 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [自動登録設定] ボタンを押します。 

「SiteShell 自動登録の設定」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「ノードグループ」セク

ション 

Web サーバの自動登録により、Web サーバを登録する際に所属

するノードグループ ID を入力します。 

・ 20 文字以内の半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使

用できます。 

・ UUID が設定されている場合、この値は変更不可となりま

す。 

UUID については、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明

書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕様 SiteShell

サービス設定ファイル』を参照してください。 

「死活監視ポート」セク

ション 

運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力しま

す。 

・ 1 から 65535 の、任意の数値を入力できます。 

「運用管理サービス」セ

クション 

運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を

入力します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6

を指定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

[設定]ボタン 
「SiteShell 自動登録の設定」画面で設定した内容を、SiteShell

サービスに登録します。 

[キャンセル]ボタン 「SiteShell 自動登録の設定」画面を閉じます。 

 

3. 「ノードグループ」セクションで、Web サーバの自動登録により、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。 
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4. 「死活監視ポート」セクションで、運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を指

定します。 

 

5. 「運用管理サービス」セクションで、運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、および

ポート番号を指定します。 

 

6.  [設定]ボタンを押します。 

設定内容が SiteShell サービスに登録され、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

重要 

・ [キャンセル]ボタンを押した場合、SiteShell サービス を再起動するまで設定は有効に

なりません。 

 
 

7. [OK]ボタンを押します。 

SiteShell サービスが再起動され、設定内容が有効になり、「SiteShell 自動登録の設定」画面

が閉じます。 
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3.6.2.8 オンライン自動更新サービスの設定 
運用管理サービスに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.6.2.1 共通手順」を実施し「SiteShell 設定」画面を表示します。 
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2. 「オプション」セクションから [自動更新設定] ボタンを押します。 

「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

項目名 説明 

「オンライン自動更新

サービスを有効にする」

チェックボックス 

オンライン自動更新サービスを有効/無効を選択します。 

・ チェックを入れると、「更新サーバ」セクションが入力可能と

なります。 

「更新サーバ」セクショ

ン 

更新サーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力し

ます。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6

を指定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

「プロキシサーバを使用

する」チェックボックス 

更新サーバに接続する際に、プロキシサーバを使用するかを選択し

ます。 

・ チェックを入れると、「プロキシサーバ」セクションが入力可

能となります。 

「プロキシサーバ」セク

ション 

プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入

力します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6

を指定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

[設定]ボタン 
「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面で設定した

内容を、SiteShell サービスに登録します。 

[キャンセル]ボタン 
「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面を閉じま

す。 

 

3. 「オンライン自動更新サービスを有効にする」チェックボックスをチェックします。 

「更新サーバ」セクションが入力可能になります。 

 

4. 「更新サーバ」セクションで、更新サーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を指

定します。 

 

5. (必要に応じて)「プロキシサーバを使用する」チェックボックスをチェックします。 

「プロキシサーバ」セクションが入力可能になります。 
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6. (必要に応じて)「プロキシサーバ」セクションで、プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名、

およびポート番号を指定します。 

 

7.  [設定]ボタンを押します。 

正常に更新サーバと通信でき、オンライン自動更新サービスが有効になれば、以下のメッ

セージが表示されます。 

 
 

重要 

・ 既にオンライン自動更新サービスを有効にしている場合、オンライン自動更新サービス

は再起動されます。 

・ 脆弱性対策パッケージを複数世代保持する場合は、オンライン自動更新定義ファイルを

直接編集してください。 詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 H. 

脆弱性対策定義の世代管理』を参照してください。 

 
 

8. [OK]ボタンを押します。 

「SiteShell オンライン自動更新サービスの設定」画面が閉じます。 
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3.6.3 アンインストール(Apache Windows 版) 
Apache Windows 版 SiteShell フィルタ機能をアンインストールする手順を説明します。 

 

1. 「3.6.2.4.2 SiteShellフィルタの解除」、および「3.6.2.8 オンライン自動更新サービスの設

定」を参考に、全ての設定を削除します。 

 

2. [スタート]メニューから[すべてのプログラム] > [SiteShell(Apache)] > [Uninstall]を選択し

ます。 

 

3. [はい]を選択します。 

 

 

アンインストールが開始します。 

完了すると、以下のメッセージが表示されます。 

 

 

4. [完了]ボタンを押します。 

SiteShell フィルタ機能のアンインストールが完了されます。 
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3.7 ホスト型 SiteShell (Apache Linux 版) の導入 
Apache Linux 版 SiteShell フィルタ機能の導入手順を説明します。 

 

重要 

・ 以下の手順は、root ユーザで実施してください。 

・ Apache Linux 版を利用するには、事前に JDK (または JRE) のインストールが必要です。 

 
 

3.7.1 インストール(Apache Linux 版) 
Apache Linux 版 SiteShell フィルタ機能のインストール手順を説明します。 

 

1. rpm コマンドを実行します。 

 
# rpm -ivh SiteShell_Apache-4.2.0.0-1.x86_64.rpm 

 

重要 

・ 旧バージョンから移行する場合は「6.1 SiteShell本体の移行手順」を参照してくださ

い。 

・ /opt/SiteShell_Apache 配下にインストールします。 
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3.7.2 環境設定(Apache Linux 版) 
Apache Linux 版 SiteShell インストール後の環境設定手順を説明します。 

 

重要 

・ 「3.7.2.2 SiteShellフィルタの適用」を完了するまで、SiteShell フィルタは機能しません。 

・ IPv6 無効（IPv4 のみ）とした環境では、インストールディレクトリ直下の config 配下に 

“IPv4_Only_ServiceListeners” という名前のファイルを作成してください。 

# cd /opt/SiteShell_Apache/config 

# touch IPv4_Only_ServiceListeners 

IPv6 有効とした環境では、当該ファイルの作成は不要です。 

・ 以降の手順において、入力行に記載されている [ ] はデフォルト値を示しています。 

 
 

3.7.2.1 必須項目の設定 
Apache サーバに SiteShell フィルタを適用するための必須項目を設定します。 

 

1. SiteShell をインストールしたディレクトリで、以下のコマンドを実行します。 
# ./setup.sh 

Apache サーバへの組み込みを開始します。 

 

2. JDK (または JRE) のパスを入力します。 
Please enter the path to Java Runtime Environment(JRE) or Java Development Kit(JDK).  

Enter 'q' to quit the environmental settings.  

JAVA HOME: /usr/java/latest  

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

JDK (または JRE) 

のパス 

事前にインストールした JDK (または JRE) のパスを入力します。 

q 環境設定を終了します。 

・ 設定済みの場合は、起動時に本メッセージは表示されません。 
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3. ライセンス ID を入力します。 
Please enter the LICENSE ID.  

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

Enter 'q' to quit the environmental settings. 

LICENSE ID: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ライセンス ID  
SiteShell 更新サービス契約時に入手したライセンス ID を入力しま

す。 

i ライセンス登録を省略し、お試しモードで動作します。 

q 環境設定を終了します。 

・ 設定済みの場合は、起動時に本メッセージは表示されません。 

・ お試しモードの詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『SiteShell の動作モー

ドの種類』を参照してください。 

 

4. SiteShell をインストールする Apache サーバのバージョンを選択します。 
Please choose the version of Apache which applies WAF.  

1. Apache2.4.x 

Enter 'q' to quit the environmental settings. 

APACHE VERSION (1,q): 1 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

1 

SiteShell をインストールする Apache サーバのバージョンを選択しま

す。 

1 : Apache2.4.x 

q 環境設定を終了します。 

 

5. Apache 設定ファイルのパスを入力します。  
Please enter the path to Apache configuration file path.  

Enter 'b' to go back to the previous menu that choose the version of Apache. 

APACHE CONFIG PATH: /etc/httpd/conf/httpd.conf 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

Apache 設定ファ

イルのパス 

Apache 設定ファイル httpd.conf を入力します 

b ひとつ前の「手順4」に戻ります。 
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6. 現在の設定値が [ ] 内に表示されます。実施したい操作を入力します。 
Please enter the following setting menu.  

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/latest]  
 2. Change the 'Apache server'. [version=2.4 path=/etc/httpd/conf/httpd.conf]  
 3. Setting the WAF.  

 4. Unset the WAF.  * not selectable.  

 5. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX]  
 6. Import the configuration of 'Apache Virtual Host'.  * not selectable.  

 7. Export the configuration of 'Apache Virtual Host'.  

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

 9. Setting to automatically register to 'Operation Management Console'.  * not selectable.  

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

Enter 'q' to quit the environment configuration.  

SELECT NUMBER (1-10,q)[q]:  

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

1 
JDK (または JRE) のパスを設定します。 

「手順2」を参照してください。 

2 

SiteShell をインストールする Apache サーバのバージョン、および Apache 設

定ファイル httpd.conf を設定します。 

「手順4」を参照してください 

3 

Apache サーバに SiteShell のフィルタを適用します。 

適用時に、SiteShell で用意した設定ファイルが指定の Apache 設定ファイルに取

り込まれるよう編集されます。 

「3.7.2.2 SiteShellフィルタの適用」を参照してください 

4 

Apache サーバに SiteShell のフィルタを適用解除します。 

適用解除時に、SiteShell で用意した設定ファイルが指定の Apache 設定ファイル

から取り込まれないよう編集されます。 

「3.7.2.3 SiteShellフィルタの適用解除」を参照してください 

5 

ライセンス ID を設定します。 

お試しモードの場合 (none) と表示されます。 

「手順3」を参照してください 

6 

仮想ホストの設定を VirtualHost.csv の内容で設定します。 

「3.7.2.4 仮想ホストの設定ファイル適用」を参照してください 

7 

現在の仮想ホストの設定を VirtualHost.csv に出力します。 

「3.7.2.5 仮想ホストの設定ファイル出力」を参照してください 

8 
運用管理コンソールに対する動作を設定します。 

「3.7.2.6 運用管理コンソールに対する設定」を参照してください 

9 

運用管理サービスに対する動作を設定します。 

「3.7.2.7 運用管理サービスに対する設定」を参照してください 

・ SiteShell の自動登録を有効にするためには、本設定を行う必要があります。 
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入力値 説明 

10 

オンライン自動更新サービスを設定します。 

「3.7.2.8 オンライン自動更新サービスの設定」を参照してください 

・ 本設定はお試しモードでは「 *not selectable 」と表示され、選択不可となり

ます。 

有効なライセンス ID を設定することで、選択可能となります。 

q 環境設定を終了します。 
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3.7.2.2 SiteShell フィルタの適用 
Apache サーバに SiteShell フィルタを適用する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 3 を入力します。 

 

2. 動作モード選択画面で y、または n を入力します。  
In 'Test Mode', attacks are inspected and recorded, but countermeasures are not performed.  

Is it set the WAF in the 'Test Mode'? [y]/n: ｙ 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 

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。各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記録) は実施しますが、対

策動作は実行しません。 

n 各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記録) と対策動作を実行します。 

・ 本設定は SiteShell 動作定義の penetratemode プロパティに反映されます。 

詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕様 

SiteShell 動作定義ファイル』を参照してください。 
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3. 各対策 ID のデフォルト動作選択画面で y、または n を入力します。  
Enable default behavior of 'Vulnerability attack measures'? [y]/n: n 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 
初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライン自動更新機能を使用し

て、追加された新規対策 ID の対処動作を実施します。 

n 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライン自動更新機能を使用し

て、追加された新規対策 ID の対処動作を実施しません。 

新規対策 ID はエラー検出状況を確認後に対処動作を実施したい場合、この

モードに設定します。 

・ 本設定は SiteShell 動作定義の recipelist_default プロパティに反映されます。 

詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕様 

SiteShell 動作定義ファイル』を参照してください。 

・ 各対策 ID のデフォルト動作は、ガードもログ採取も行わない（何もしない）設定も行え

ます。この場合、運用管理コンソールのノード設定(全般)画面から recipelist_default プロ

パティに disabled を指定してください。 

・ 動作モード選択画面で y を選択し「透過モード（テストモード）」にすると、各対策 ID 

の ON/OFF 設定状況に関わらず、対処動作を実施しません。 

SiteShell の各設定の優先順位については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付

録 A. SiteShell の設定ファイル仕様 対処動作を変更するスイッチ』を参照してください。 

動作モードの詳細については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『SiteShell の動

作モードの種類』を参照してください。 

 

登録処理が実行され、設定ファイルへ反映されます。 
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4. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。  
Configuration changes of the Apache was completed. 

Configurations are reflected in restart of 'Apache server'. 

 

以上で、 Apache サーバに SiteShell フィルタが設定されます。 

 

5. Apache サーバの起動スクリプトが /etc/init.d/httpd に登録されている場合、続いて以下のメッ

セージが表示されます。 
Restart 'Apache server' right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 
/etc/init.d/httpd に登録されているスクリプトを使用して Apache サーバを再

起動します。 

n 

Apache サーバを再起動しません。 

このスクリプトとは別の Apache サーバを再起動する場合は n を入力し、手

動で Apache サーバを再起動してください。 

 

重要 

・ 本メッセージが表示されない場合、Apache サーバを手動で再起動してください。 

SiteShell フィルタの設定は、Apache サーバの再起動により有効となります。 

・ 設定完了後に動作を確認する場合は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. 

SiteShell の機能 SiteShell フィルタ機能の動作確認』を参照してください。 

・ SELinux を有効とする環境では、SiteShell に関する SELinux の設定が必要となる場合が

あります。SiteShell 設定後の動作確認においてポリシー違反が認められる場合には、ア

クセス許可のルール定義を適宜追加してください。 
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3.7.2.3 SiteShell フィルタの適用解除 
Apache サーバから SiteShell フィルタを適用解除する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 4 を入力します。 

 

2. 確認画面で、 y を入力します。  
Unset the configured WAF.  

Want to unset really? y/[n]: ｙ 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell フィルタを適用解除を実施します。 

n SiteShell フィルタを適用解除を中止します。 

 

3. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。  
Configuration changes of the Apache was completed. 

Configuration is reflected in restart of 'Apache server'. 

 

以上で、 Apache サーバに SiteShell フィルタが適用解除されます。 

 

4. Apache サーバの起動スクリプトが /etc/init.d/httpd に登録されている場合、続いて以下の

メッセージが表示されます。 
Restart 'Apache server' right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 
/etc/init.d/httpd に登録されているスクリプトを使用して Apache サー

バを再起動します。 

n 

Apache サーバを再起動しません。 

このスクリプトとは別の Apache サーバを再起動する場合は n を入

力し、手動で Apache サーバを再起動してください。 

 

重要 

・ 本メッセージが表示されない場合、Apache サーバを手動で再起動してください。 

SiteShell フィルタは、Apache サーバの再起動により適用解除されます。 
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3.7.2.4 仮想ホストの設定ファイル適用 
Apache の仮想ホストごとに SiteShell フィルタを設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ Linux 環境では、 SiteShell フィルタ（Apache の子プロセス）からのログ出力のために、

ファイルディスクリプタ（以下 fd と記す）を生成して、LogService との通信を行います。 

Apache の子プロセス、または仮想ホストの数が増えると、LogService で必要となる fd の

数も増加します。 LogService で必要となる fd 数は下記の計算式で求められます。 

((仮想ホスト数＋１)×子プロセス数)＋((仮想ホスト数＋１)×ログ出力先(6 ファイル) 以上 

また下記のコマンドで LogService が現在使用している fd 数を確認することもできます。 

# lsof -p nnn | wc -l (nnnに LogService のプロセス IDを指定)  

 

LogService では 65536 までの使用を許容していますが、OS 既定では 1 プロセスあたりの

fd 上限値として 1024 が設定されています。 

LogService で必要となる fd 数が 1024 を超える可能性がある場合は、以下のコマンドで 1

プロセスあたりの fd 上限値を変更してください。 

# ulimit -n nnn  (nnn に fd上限値を指定)  
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1. 仮想ホストごとの設定を記載した、設定ファイル VirtualHost.csv を下記の形式に従って作成

し、任意の場所へ保存します。 

 

ヒント 

・ 仮想ホストを設定していない状態で、「3.7.2.5 仮想ホストの設定ファイル出力」を実

施することで VirtualHost.csv のテンプレートを取得することができます。 

・ SiteShell では、仮想ホストへのリクエスト振り分けの優先順位は登録順となります。

Apache の設定と合わせるためには、httpd.conf で登録されている Virtualhost の設定

の上から順番に、VirtualHost.csv に記載してください。 

 

ファイル形式  : CSV(Comma-Separated Values) 

ファイル名  : VirtualHost.csv 

設定例  : 
VH_NAME,IP_PORT,SERVER_NAME,GRP_ID,TEST_MODE,RECIPE_DEF 

VirtualHostA,1.1.1.1,webA.co.jp,vhAutoGRP1,off,off 
VirtualHostB,1.1.1.3:80,webB.co.jp,vhAutoGRP3,off,on 
VirtualHostC,1.1.1.3:81,webC.co.jp,vhAutoGRP3,off,on 
VirtualHostD,1.1.1.3:82,webD.co.jp,vhAutoGRP3,off,on 
VirtualHostE,1.1.1.2,webE.co.jp,,on,on 
VirtualHostF,1.1.1.2,,vhAutoGRP2,on,on 
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記載内容(一行目) : 

下記の列名を記載する。 
VH_NAME,IP_PORT,SERVER_NAME,GRP_ID,TEST_MODE,RECIPE_DEF 

 

記載内容(二行目以降) : 

設定する仮想ホストの数だけ設定を記載します。 

仮想ホストごとに下記の要素を、カンマ(,)で区切って順番に記載します。 

第一要素 

(VH_NAM
E) 

設定する仮想ホスト名を記載します。 

・ 仮想ホストの名前には、フォルダ名として利用できない文字 (バック

スラッシュ(¥)やアスタリスク(*)など) は使用できません。 

第二要素 

(IP_PORT) 

設定する仮想ホストの IP アドレスとポート番号を記載します。 

・ IPv4 と IPv6 の両方が指定できます。 

IPv6 を指定する場合、IP アドレスを [ ] で括る必要があります。 

・ IP アドレスにはアスタリスク(*)、または _default_ を入力することが

可能です。 

・ ポート番号にはアスタリスク(*)を入力することが可能です。 

(指定例 1) 192.168.1.1:80 

(指定例 2) [2001:db8:0::2] 

(指定例 3) 192.168.2.1:* 

第三要素 

(SERVER_
NAME) 

設定する仮想ホストの ServerName を記載します。 

・ ServerName は省略可能です。 

省略した場合、他の仮想ホストで指定されていない ServerName への

リクエストを全て検査対象とします。 

第四要素 

(GRP_ID) 

設定する仮想ホストが所属するノードグループ ID を記載します。 

・ 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。 

・ 省略した場合、SiteShellService.properties の nodeGroupID プロパ

ティ値が設定されます。 

第五要素 

(TEST_M
ODE) 

設定する仮想ホストの動作モードを記載します。 

 

設定値 説明 

on 

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。各脆弱性対策のチェック処理 

(監査ログへの記録) は実施しますが、対策動作は実行し

ません。 

off 
各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記録) と対策

動作を実行します。 
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第六要素 

(RECIPE_
DEF) 

設定する仮想ホストの各対策 ID のデフォルト動作を記載します。 

 

設定値 説明 

on 

初期インストール状態の各対策 ID、およびオンライン自

動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID の対処

動作を実施します。 

off 

初期インストール状態の各対策 ID、およびオンライン自

動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID の対処

動作を実施しません。 

新規対策 ID はエラー検出状況を確認後に対処動作を実施

したい場合、このモードに設定します。 

 

各対策 ID のデフォルト動作は、ガードもログ採取も行わない（何もし

ない）設定も行えます。この場合、運用管理コンソールのノード設定

(全般)画面から recipelist_default プロパティに disabled を指定してくだ

さい。 

 
 

2. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 6 を入力します。 
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3. 設定ファイル VirtualHost.csv のファイルパスを入力します。 
Please enter the path of the import configuration file.  

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

FILE PATH [q]: ./VirtualHost.csv 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

設定ファイルのパ

ス 

「手順1」で作成した設定ファイル VirtualHost.csv のファイルパスを

入力します。 

q 仮想ホストごとの SiteShell フィルタの設定を中止します。 

 

4. 設定内容が表示されますので、内容に誤りがないことを確認し、y を入力します。 
Update the filter settings of the 'Virtual Host'.  

Operation vHostName    IPaddr[:Port] ServerName NodeGroupID TestMode Protection 

None.     VirtualHostA 1.1.1.1       webA.co.jp vhAutoGRP1  off      off 
Add.      VirtualHostB 1.1.1.3:80    webB.co.jp vhAutoGRP3  off      on 
Modify.   VirtualHostD 1.1.1.3:82    webD.co.jp vhAutoGRP3  off      on 
Delete.   VirtualHostC 1.1.1.3:81    webC.co.jp vhAutoGRP3  off      on 
Want to reflect these filter settings? y/[n]: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 仮想ホストごとの SiteShell フィルタの設定を実施します。 

n 仮想ホストごとの SiteShell フィルタの設定を中止します。 

・ Operation 列の表示は、それぞれ以下の意味を示す。 

Operation 説明 

None. 該当仮想ホストの現在の設定内容から変更がないため、何もしない。 

Add. 該当仮想ホストを新規追加する。 

Modify. 
該当仮想ホストの現在の設定内容から変更があるため、変更点を反映す

る。 

Delete. 該当仮想ホストを削除する。 
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5. Operation が Delete. の仮想ホストが一つでも含まれている状態で y を入力すると、確認

メッセージが表示されます。内容を確認して、再度 y を入力します。 
The following filter settings of the 'Virtual Host' are deleted.  

VirtualHostC 
If deleted, previous filter settings and logs will be lost.  

Update them really? y/[n]: y 

・ n を入力すると、手順4に戻ります。 

 

重要 

・ 仮想ホストを削除する場合、該当仮想ホストのフォルダ（設定ファイルやログファイル

も含む）ごと削除されます。必要に応じてバックアップを実施してください。 

 

6. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
WAF configuration to the 'Apache Virtual Host' is completed.  

Configuration is reflected in restart of 'Apache server'. 

 

以上で、仮想ホストに SiteShell フィルタが設定されます。 

 

7. Apache サーバの起動スクリプトが /etc/init.d/httpd に登録されている場合、続いて以下の

メッセージが表示されます。 
Restart 'Apache server' right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 
/etc/init.d/httpd に登録されているスクリプトを使用して Apache サー

バを再起動します。 

n 

Apache サーバを再起動しません。 

このスクリプトとは別の Apache サーバを再起動する場合は n を入

力し、手動で Apache サーバを再起動してください。 

 

重要 

・ 本メッセージが表示されない場合、Apache サーバを手動で再起動してください。 

再起動するまで、仮想ホストごとの SiteShell フィルタの設定は有効になりません。 
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8. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Configuration changes of the WAF service is completed.  

Configuration is reflected in restart of WAF service.  

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

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell サービスを再起動します。 

n SiteShell サービスを再起動しません。 

 

以上で、仮想ホストの設定ファイル適用は完了です。 

 

重要 

・ 所属するノードグループ ID の設定に関しては、SiteShell サービスの再起動後に設定が

有効となります。 

 
 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 120 

3.7.2.5 仮想ホストの設定ファイル出力 
現在の仮想ホストの設定を、設定ファイル VirtualHost.csv に出力する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 7 を入力します。 

 

2. 現在の仮想ホストの設定内容が表示されます。内容を確認し y を入力します。  
The following are filter settings every 'Virtual Host'.  

vHostName    IPaddr[:Port] ServerName NodeGroupID TestMode Protection 

VirtualHostA 1.1.1.1       webA.co.jp vhAutoGRP1  off      off 
VirtualHostB 1.1.1.3:80    webB.co.jp vhAutoGRP3  off      on 
VirtualHostD 1.1.1.3:82    webD.co.jp vhAutoGRP3  off      on 
Export the environmental settings? [y]/n: ｙ 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 
仮想ホストの設定ファイル出力処理を継続します。 

VirtualHost.csv は setup.sh と同じフォルダに出力します。 

n 仮想ホストの設定ファイル出力処理を中止します。 

 

3. VirtualHost.csv は setup.sh と同じフォルダに出力します。既に VirtualHost.csv が存在する

場合、上書きの確認メッセージが表示されますので、内容を確認し y を入力します。 
'/opt/SiteShell_Apache/VirtualHost.csv' 
was already exists.  

Overwrite it? y/[n]: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 仮想ホストの設定ファイル出力処理を実施します。 

n 仮想ホストの設定ファイル出力処理を中止します。 

 

以上で、仮想ホストの設定が VirtualHost.csv に出力されます。 
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3.7.2.6 運用管理コンソールに対する設定 
運用管理コンソールに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ 運用管理コンソールを利用しない場合は、この手順は不要です。 

 
 

1. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 8 を入力します。 

 

2. 運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力します。 
Please enter the port number which receive the command from 'Operation Management Console'.  

Default port number is 9434.  

RECEIVE PORT [9434]: 9434 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ポート番号 

運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力します。 

・ 1 から 65535 の、任意の数値を入力できます。 

・ 何も入力せずに [Enter] キーを押した場合、現在のポート番号（デ

フォルト値： 9434) が設定されます。 
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3. SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソールの IP アドレスを入力します。 
Please enter the IP address(es) of the 'Operation Management Console(s)'.  

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

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

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

IP ADDRESS(ES) [all]: a 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

IP アドレス[,IP

アドレス…] 

SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソールの IP アド

レスを指定します。 

・ カンマ(,)で区切ることにより、最大 8 個の IP アドレスを入力で

きます。 

・ IP アドレスは、 IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

・ a を入力した場合は、全ての IP アドレスからの接続を許可しま

す。 

・ d を入力した場合、全ての IP アドレスからの接続を拒否します。 

・ 何も入力せず [Enter] キーを押した場合、現在の値が設定されま

す。 

 

4. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Configuration changes of the WAF service is completed.  

Configuration is reflected in restart of WAF service.  

 

以上で、運用管理コンソールに対する SiteShell の動作が設定されます。 

 



第3章 SiteShell の導入 

 

 123 

5. SiteShell サービスの再起動確認メッセージが表示されますので、 y を入力します。 
Restart WAF service right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell サービスの再起動します。 

n SiteShell サービスの再起動しません。 

 

重要 

・ 設定を有効にするためには、SiteShell サービスの再起動が必要です。 

・ SiteShell サービスの再起動は実施しない場合、手動で SiteShell サービスを再起動し

てください。 
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3.7.2.7 運用管理サービスに対する設定 
運用管理サービスに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用する場合、「3.4 運用管理

サービスの導入」も実行してください。 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用しない場合は、この手順は不

要です。Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能の詳細は『InfoCage 

SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. SiteShell の機能 運用管理サービス』を参照してくだ

さい。 

 
 

1. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 9 を入力します。 

 

2. 運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力します。 
Please enter the location of the 'Operation Management Service'.  
Input examples are '[fd80::aaaa:bbbb:cccc:dddd]:9001', '192.0.2.1:9002'.  
If omit the port number, it is interpreted as 9454.  
Enter 'e' to do eliminate setting.  
Enter 'q' to go back to the previous menu.  
LOCATION : omsserver:9454 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

IP アドレス/ホス

ト名 [: ポート番

号] 

運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力

します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

IPv6 を指定する場合、IP アドレスを [ ] で括る必要がありま

す。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

・ 何も入力せず [Enter] キーを押した場合、既存の設定があれば、

その値が設定されます。 

既定の設定がない場合、同じメッセージが再度表示されます。 

・ ポート番号のみ省略した場合、デフォルト値 (9454) が設定され

ます。 

e 
設定値を削除します。 

また、後続の手順 3 - 4 はスキップします。 

q 運用管理サービスに対する SiteShell の動作の設定を中止します。 
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3. Web サーバを登録する際に所属するノードグループ ID を入力します。 
Please enter the 'Node Group ID' which the management node belongs to.  
Enter 'q' to go back to the previous menu.  
NODE GROUP ID [AutoGRP]: NodeGRPA 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ノードグループ 

ID 

Web サーバの自動登録により、Web サーバを登録する際に所属する

ノードグループ ID を入力します。 

・ 20 文字以内の半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用

できます。 

・ 何も入力せず [Enter] キーを押した場合、現在のノードグループ 

ID (デフォルト値：AutoGRP)が設定されます。 

q 運用管理サービスに対する SiteShell の動作の設定を中止します。 

 

4. 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入力します。 
Please enter the port number which receives an operation confirmation request from 'Operation 

Management Console'.  
Default port number is 9444.  
Enter 'q' to go back to the previous menu.  
RECEIVE PORT [9444]: 9444 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ポート番号 

運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力します。 

・ 1 から 65535 の、任意の数値を入力できます。 

・ 何も入力せずに [Enter] キーを押した場合、現在のポート番号(デ

フォルト値：9444) が設定されます。 

q 運用管理サービスに対する SiteShell の動作の設定を中止します。 

 

5. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Configuration changes of the WAF service is completed.  

Configuration is reflected in restart of WAF service. 

 

以上で、運用管理サービスに対する SiteShell の動作が設定されます。 
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6. SiteShell サービスの再起動確認メッセージが表示されますので、 y を入力します。 
Restart WAF service right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell サービスの再起動します。 

n SiteShell サービスの再起動しません。 

 

重要 

・ 設定を有効にするためには、SiteShell サービスの再起動が必要です。 

・ SiteShell サービスの再起動は実施しない場合、手動で SiteShell サービスを再起動し

てください。 
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3.7.2.8 オンライン自動更新サービスの設定 
Apache Linux 版オンライン自動更新サービスを設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.1 必須項目の設定」-「手順6」で 10 を入力します。 

 

2. 実施したい操作を入力します。  
Please enter the following setting menu.  

 1. Change the location of 'Update server'.     [support.siteshell.jp:8080]  
 2. Change the location of 'Proxy server'       (none)  

 3. Setting the 'Online Update Service'.  

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

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

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

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

1 
更新サーバのアドレスを設定します。 

「3.7.2.8.1 更新サーバアドレスの設定」を参照してください。 

2 
プロキシサーバのアドレスを設定します。 

「3.7.2.8.2 プロキシサーバアドレスの設定」を参照してください。 

3 

オンライン自動更新サービスをインストールします。 

「3.7.2.8.3 オンライン自動更新サービスの有効化」を参照してください。 

・ インストールは更新サーバのアドレスが未入力の場合は「 *not 

selectable 」と表示され、選択不可となります。 

更新サーバのアドレスを設定することで、選択可能となります。 

4 

オンライン自動更新サービスをアンインストールします。 

「3.7.2.8.4 オンライン自動更新サービスの無効化」を参照してください。 

・ アンインストールはオンライン自動更新サービスが未インストールの場合

は「 *not selectable 」と表示され、選択不可となります。 

オンライン自動更新サービスをインストールすると、選択可能となりま

す。 

q オンライン自動更新サービスの設定を終了します。 
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3.7.2.8.1 更新サーバアドレスの設定 
オンライン自動更新サービスが接続する更新サーバを設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.8 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 1 を入力します。 

 

2. 更新サーバのアドレスを入力します。 
Please enter the location of the 'Update server'.  

Input examples are 'updatesv', '192.0.2.1:8000'.  

If omit the port number, it is interpreted as 8080.  

Enter 'e' to do eliminate setting.  

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

LOCATION: support.siteshell.jp:8080 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

更新サーバの IP

アドレス/ホスト

名 : ポート番号 

更新サーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力しま

す。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6 を指定

する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

e 設定値を削除します。 

c 更新サーバアドレスの設定を中止します。 

 

以上で、更新サーバアドレスが設定されます。 
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3.7.2.8.2 プロキシサーバアドレスの設定 
オンライン自動更新サービスが更新サーバに接続する際に経由するプロキシサーバを設定する手

順を説明します。 

 

重要 

・ プロキシサーバを経由しない場合、この手順は不要です。 

 
 

1. 「3.7.2.8 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 2 を入力します。 

 

2. プロキシサーバのアドレスを入力します。 
Please enter the location of the 'Proxy server'.  

Input examples are 'proxysv:8080', '192.0.2.1:8000'.  

Enter 'e' to do eliminate setting.  

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

LOCATION: proxyserver:8080 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

プロキシサーバの 

IP アドレス/ホス

ト名 : ポート番

号 

プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力し

ます。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6 を指定

する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

e 設定値を削除します。 

c プロキシサーバアドレスの設定を中止します。 

 

以上で、プロキシサーバアドレスが設定されます。 
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3.7.2.8.3 オンライン自動更新サービスの有効化 
オンライン自動更新サービスを有効化する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.8 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 3 を入力します。 

 

2. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
オンライン自動更新の設定が完了しました。 

 

以上で、オンライン自動更新サービスが有効になります。 

 

重要 

・ 脆弱性対策パッケージを複数世代保持する場合は、オンライン自動更新定義ファイルを直接

編集してください。 詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 H. 脆弱性対

策定義の世代管理』を参照してください。 

 
 

3.7.2.8.4 オンライン自動更新サービスの無効化 
オンライン自動更新サービスを無効化する手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.8 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 4 を入力します。 

 

2. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Unset of 'Online Update Service' was completed. 

 

以上で、オンライン自動更新サービスが無効になります。 
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3.7.3 アンインストール(Apache Linux 版) 
Apache Linux 版 SiteShell フィルタ機能をアンインストールする手順を説明します。 

 

1. 「3.7.2.3 SiteShellフィルタの適用解除」、および「3.7.2.8.4 オンライン自動更新サービスの

無効化」を参考に、全ての設定を削除します。 

 

2. rpm コマンドを実行します。 
# rpm -e SiteShell_Apache 

 

3. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。  
SiteShell filtering function (Apache) successfully uninstalled. 

 

以上で、SiteShell フィルタ機能のアンインストールが完了されます。 

 

重要 

・ /opt/SiteShell_Apache 配下のファイルは全て削除しますが、ユーザル定義ファイルやログ

ファイル、PID ファイルなど、インストール後に作成または変更したファイルが削除されず

残る場合があります。不要の場合は手動で削除してください。 
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3.8 NW 型 SiteShell の導入 
NW 型 SiteShell フィルタ機能の導入手順を説明します。 

 

3.8.1 ネットワーク構成の決定 
NW 型 SiteShell は、「リバースプロキシ方式」、「ルータ方式」、「ブリッジ方式」の 3 種類の

ネットワーク構成のいずれかで利用できます。 

またポートミラーリング付きのハブを使用することで、「スニッフィング方式」というネット

ワークやサーバの構成を変更せず、脆弱性対策定義による攻撃検出の検証を目的とした導入も行

えます。 

 

導入にあたり、初めに利用するネットワーク構成を決定します。 

以下に、各ネットワーク構成での変更点を説明します。 
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3.8.1.1 リバースプロキシ方式 
リバースプロキシ方式は、DNS サーバの設定を変更し、既存のホスト名を SiteShell サーバの仮想

IP に割り当てる方式です。 

これにより、ブラウザからのリクエストを一旦 SiteShell サーバが処理し、問題のないリクエスト

のみ既存 Web サイトへ転送します。 

 

 
 

ネットワーク構成の変更点 

ネットワークリソース 
変更 

要否 
変更内容 

物理的ネットワーク接続 － 変更不要です。 

ルータ(ルーティング) － 変更不要です。 

DNS 
○ 

既存 Web サイトのホスト名に SiteShell サーバの仮想 IP

を割り当てます。 

既存 Web サイト 

△ 

セキュリティ上、SiteShell サーバ以外の http 接続を拒否

するようファイアウォールを設定することをお勧めしま

す。 

SiteShell サーバ 

○ 

転送先 Web サイトに対して 1 対 1 の仮想 IP を設定し、

ネットワークに接続します。接続するネットワークは、

既存の Web サイトと異なるサブネットであってもかまい

ません。 

 

WebSite1 

(IP=10.1.1.1) 

Internet 

WebSite2 

(IP=10.1.1.2) 

SiteShellサーバ 

 

WebSite1=10.1.1.101 

WebSite2=10.1.1.102 

 

DNSサーバ 

既存Webサイト 

仮想WebSite2 
仮想

IP=10.1.1.102 
(→10.1.1.2へ転送) 

 

仮想WebSite1 
仮想

IP=10.1.1.101 
(→10.1.1.1へ転送) 

 

管理ノードIP=10.1.1.100 

http://WebSite1/ 



第3章 SiteShell の導入 

 

 134 

3.8.1.2 ルータ方式 
ルータ方式は、ルータの設定を変更し、既存の Web サイト宛のパケットを SiteShell サーバの仮

想 IP にルーティングする方式です。 

これにより、ブラウザからのリクエストを一旦 SiteShell サーバが処理し、問題のないリクエスト

のみ既存 Web サイトへ転送します。 

 

 
 

ネットワーク構成の変更点 

ネットワークリソース 
変更 

要否 
変更内容 

物理的ネットワーク接続 － 変更不要です。 

ルータ(ルーティング) 

○ 

既存の Web サイト宛のパケットを SiteShell サーバの仮

想 IP にルーティングするよう、ルーティング設定を変更

します。 

DNS － 変更不要です。 

既存 Web サイト － 変更不要です。 

SiteShell サーバ 

○ 

転送先 Web サイトに対して 1 対 1 の仮想 IP を設定し、

ネットワークに接続します。接続するネットワークは、

既存の Web サイトと同じサブネットとします。 

 
 

WebSite1 

(IP=10.1.1.1) 

Internet 

WebSite2 

(IP=10.1.1.2) 

ルータ 

既存Webサイト 

 

SiteShellサーバ 

管理ノードIP=10.1.1.100 

HUB 

10.1.1.1→10.1.1.101 

10.1.1.2→10.1.1.102 

仮想WebSite2 
仮想

IP=10.1.1.102 
(→10.1.1.2へ転送) 

 

仮想WebSite1 
仮想

IP=10.1.1.101 
(→10.1.1.1へ転送) 

 

http://WebSite1/ 



第3章 SiteShell の導入 

 

 135 

3.8.1.3 ブリッジ方式 
ブリッジ方式は、SiteShell サーバに 2 枚の NIC(Network Interface Card)を装着し、ブリッジ接続

で既存の Web サイトへ中継する方式です。 

SiteShell サーバの一方の NIC をネットワークに接続し、他方の NIC を既存の Web サイトに接続

します。 

これにより、ブラウザからのリクエストを一旦 SiteShell サーバが処理し、問題のないリクエスト

のみ既存 Web サイトへ転送します。 

 

 
 

ネットワーク構成の変更点 

ネットワークリソース 
変更 

要否 
変更内容 

物理的ネットワーク接続 
○ 

既存の Web サイトを SiteShell の片方の NIC に接続しま

す。 

ルータ(ルーティング) － 変更不要です。 

DNS － 変更不要です。 

既存 Web サイト － 変更不要です。 

SiteShell サーバ 

○ 

転送先 Web サイトに対して 1 対 1 の仮想 IP を設定し、

ネットワークに接続します。接続するネットワークは、既

存の Web サイトと同じサブネットとします。 

 
 

WebSite1 

(IP=10.1.1.1) 

Internet 

WebSite2 

(IP=10.1.1.2) 

既存Webサイト 

HUB 

 

SiteShellサーバ 

管理ノードIP=10.1.1.100 

NIC1 NIC2 

仮想WebSite2 
仮想IP=10.1.1.102 
(→10.1.1.2へ転送) 

 

仮想WebSite1 
仮想IP=10.1.1.101 
(→10.1.1.1へ転送) 

 

http://WebSite1/ 
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3.8.1.4 スニッフィング方式 
スニッフィング方式は、既存 Web サイトへの HTTP 通信をポートミラーリング付きのハブでミ

ラーリングし、その通信データを SiteShell で検査する方式です。 

既存 Web サイトへの防御機能は行えませんが、既存のネットワークやサーバを変更することなく、

SiteShell の脆弱性対策定義の検知効果を検証することができます。 

 

 
 

ネットワーク構成の変更点 

ネットワークリソース 
変更 

要否 
変更内容 

物理的ネットワーク接続 
○ 

HTTP 通信のポートミラーリング先として SiteShell サー

バを指定します。 

ルータ(ルーティング) － 変更不要です。 

DNS － 変更不要です。 

既存 Web サイト － 変更不要です。 

SiteShell サーバ 

○ 

HTTP 通信をスニッフィングするよう SiteShell のパケッ

トリレー機能を有効にします。これにより SiteShell サー

バの NIC はプロミスキャスモードで動作します。 

 
 

 

WebSite1 

Internet 

WebSite2 

SiteShellサーバ 

既存Webサイト 

疑似

WebSite 

管理ノードIP=10.1.1.100 

NIC1 

HUB 

NW型SiteShell 

ﾎﾟｰﾄﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ 

ｽﾆｯﾌｨﾝｸﾞ 

http://WebSite1/ 
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3.8.2 ネットワーク設定の変更 
ネットワークの設定を変更します。 

 

重要 

・ 導入するネットワーク構成が決定していない場合「3.8.1 ネットワーク構成の決定」を参

考に決定してください。 

・ 前節で説明した各構成を例として具体的なネットワーク設定方法について説明します。 

 
 

3.8.2.1 リバースプロキシ方式の設定方法 
リバースプロキシ方式の設定方法を説明します。 

 
 

3.8.2.1.1 DNS の設定変更 
DNS の設定を変更します。 

既存 Web サイトのホスト名を登録している DNS サーバの設定を変更し、SiteShell サーバの仮想

IP を割り当てます。 
WebSite1 IN A 10.1.1.101 
WebSite2 IN A 10.1.1.102 

・ 具体的な設定変更方法については、お使いの DNS サーバのマニュアルを参照してください。 
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3.8.2.1.2 SiteShell サーバの設定変更 
SiteShell サーバの設定を変更します。 

 

重要 

・ ここではネットワークに接続する NIC(Network Interface Card)デバイスとして、eth0 が使用

されていることを前提として説明します。 

・ SiteShell サーバ上の作業は、root ユーザで実施してください。 

 
 

1. SiteShell サーバ IP アドレスを定します。 

「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」ファイルを編集します。 
TYPE=Ethernet 

DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=static 

IPADDR=10.1.1.100 
NETMASK=255.255.255.0 
GATEWAY=10.1.1.254 
ONBOOT=yes 

・ 既に固定 IP を設定して運用している場合は、変更不要です。 

・ この IP アドレスは、SiteShell サーバの基本 IP アドレスとなり、運用管理コンソールの

管理ノード IP として使用します。 

 

2. 仮想 IP アドレスを設定します。 

WebSite1 に対応する仮想 IP(10.1.1.101)を作成するために、 

「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0」ファイルを新規作成し、編集します。 
DEVICE=eth0:0 

BOOTPROTO=static 

IPADDR=10.1.1.101 
NETMASK=255.255.255.0 

・ 既に固定 IP を設定して運用している場合は、変更不要です。 

・ 同様に WebSite2 に対応する仮想 IP(10.1.1.102)を作成するために、 

「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1」ファイルを新規作成し、編集します。 

・ その他の転送先 Web サイトがある場合は、同様に「ifcfg-eth0:n」(n は数値)ファイルを

作成し、仮想 IP を作成します。 

 

3. ネットワークを再起動します。 
# service network restart 
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4. ネットワークを設定を確認します。 
# ifconfig 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:87:92:9C 

          inet addr:10.1.1.100  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe87:929c/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:1445 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:1175 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:126449 (123.4 KiB)  TX bytes:204789 (199.9 KiB) 

          Interrupt:10 Base address:0x1080 

 

eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:87:92:9C 

          inet addr:10.1.1.101  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          Interrupt:177 Base address:0x1080 

 

eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:87:92:9C 

          inet addr:10.1.1.102  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          Interrupt:177 Base address:0x1080 

 

5. SiteShell サーバマシン上にファイアウォールを設定している場合は、設定を変更します。 

「/etc/sysconfig/iptables」ファイルを開き、編集します 
*filter 

:INPUT ACCEPT [0:0] 

:FORWARD ACCEPT [0:0] 

:OUTPUT ACCEPT [0:0] 

:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0] 

-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT 

-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -d 10.1.1.100 --dport 9434 -j ACCEPT 
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -d 10.1.1.101 --dport 80 -j ACCEPT 
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -d 10.1.1.102 --dport 80 -j ACCEPT 
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

COMMIT 

・ 上記の例では、以下を許可するように設定しています。 

➢ 運用管理コンソールの接続(10.1.1.100:TCP9434) 

➢ 仮想 WebSite1 への接続(10.1.1.101:TCP80) 

➢ 仮想 WebSite2 への接続(10.1.1.102:TCP80) 
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6. ファイアウォール設定を適用します。 
# service iptables restart 
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3.8.2.1.3 接続の確認 
端末から ping コマンドなどを用いて、SiteShell サーバ IP、および仮想 IP に対して正常に接続可

能か確認します。 
C:\>ping 10.1.1.100 
 

Pinging 10.1.1.100 with 32 bytes of data: 
 

Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
 

C:\>ping WebSite1 
 

Pinging WebSite1 [10.1.1.101] with 32 bytes of data: 
 

Reply from 10.1.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128 
 

C:\>ping WebSite2 
 

Pinging WebSite2 [10.1.1.102] with 32 bytes of data: 
 

Reply from 10.1.1.102: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.102: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.102: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.102: bytes=32 time<1ms TTL=128 

 

ネットワーク接続が確認できたら、続いて SiteShell のインストールを行います。 

「3.8.3 インストール(NW型)」にお進みください。 
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3.8.2.2 ルータ方式の設定方法 
ルータ方式の設定方法については、NEC サポートへお問い合わせください。 
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3.8.2.3 ブリッジ方式の設定方法 
ブリッジ方式の設定方法については、NEC サポートへお問い合わせください。 
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3.8.2.4 スニッフィング方式の設定方法 
スニッフィング方式の設定方法を説明します。 

 
 

3.8.2.4.1 ネットワーク接続変更 
ハブを使用して HTTP 通信を SiteShell サーバの NIC にポートミラーリングします。 

 
 

3.8.2.4.2 SiteShell サーバの設定変更 
SiteShell サーバの設定を変更します。 

 

重要 

・ ここではネットワークに接続する NIC(Network Interface Card)デバイスとして、eth0 が使用

されていることを前提として説明します。 

・ SiteShell サーバ上の作業は、root ユーザで実施してください。 

 
 

1. SiteShell サーバ IP アドレスを定します。 

「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」ファイルを編集します。 
TYPE=Ethernet 

DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=static 

IPADDR=10.1.1.100 
NETMASK=255.255.255.0 
GATEWAY=10.1.1.254 
ONBOOT=yes 

・ 既に固定 IP を設定して運用している場合は、変更不要です。 

・ この IP アドレスは、ポートミラーリングされた HTTP 通信をスニッフィングするために

使用します。運用管理コンソールに管理ノードを登録する場合は SiteShell サーバの別の

IP（NIC）を使用してください。 

 

2. ネットワークを再起動します。 
# service network restart 
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3. ネットワークを設定を確認します。 
# ifconfig 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:87:92:9C 

          inet addr:10.1.1.100  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe87:929c/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:1445 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:1175 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:126449 (123.4 KiB)  TX bytes:204789 (199.9 KiB) 

          Interrupt:10 Base address:0x1080 
 

 
 

4. SiteShell サーバマシン上にファイアウォールを設定している場合は、設定を変更します。 

「/etc/sysconfig/iptables」ファイルを開き、編集します 
*filter 

:INPUT ACCEPT [0:0] 

:FORWARD ACCEPT [0:0] 

:OUTPUT ACCEPT [0:0] 

:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0] 

-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT 

-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -d 10.1.1.100 --dport 80 -j ACCEPT 
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

COMMIT 

・ 上記の例では、以下を許可するように設定しています。 

➢ 仮想 WebSite への接続(10.1.1.100:TCP80) 

 

5. ファイアウォール設定を適用します。 
# service iptables restart 

 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 146 

6. 疑似 Web サイトとなる Web サービスをインストール、起動します。 

疑似 Web サイトは仮想 WebSite（NW 型 SiteShell）で受信したリクエストの転送先となりま

すので、仮想 WebSite とは別の待ち受けポートを使用してください。 

 

導入方法は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 D. 仮想 WEB サイトの詳細

設定』の「サーバ内部の疑似 Web サイトへの転送方法」をご参考ください。 
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3.8.2.4.3 接続の確認 
端末から ping コマンドなどを用いて、SiteShell サーバ IP に対して正常に接続可能か確認します。 
C:\>ping 10.1.1.100 
 

Pinging 10.1.1.100 with 32 bytes of data: 
 

Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
Reply from 10.1.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 
 

 

ネットワーク接続が確認できたら、続いて SiteShell のインストールを行います。 

「3.8.3 インストール(NW型)」にお進みください。 

 

SiteShell のインストール、環境設定が行えたら、続いてパケットリレー機能を有効にします。 

「3.8.5 環境設定（パケットリレー機能）」にお進みください。 
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3.8.3 インストール(NW 型) 
NW 型 SiteShell フィルタ機能のインストール手順を説明します。 

 

1. rpm コマンドを実行します。 

 
# rpm -ivh SiteShell_NW-4.2.0.0-1.x86_64.rpm 

 

重要 

・ 旧バージョンから移行する場合は「6.1 SiteShell本体の移行手順」を参照してくださ

い。 

・ 全ての手順は、root ユーザで実施してください。 

・ NW 型を利用するには、事前に JDK (または JRE) のインストールが必要です。 

・ /opt/SiteShell_NW 配下にインストールします。 

・ NW 型に同梱する Apache のアクセスログおよびエラーログは日付で分割されます。 

古いログファイルは、crontab などを活用して定期的に削除してください。 
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3.8.4 環境設定(NW 型) 
NW 型 SiteShell インストール後の環境設定手順を説明します。 

 

重要 

・ 「3.8.4.3 仮想Webサイトの設定ファイル適用」を完了するまで、SiteShell フィルタは機能

しません。 

・ IPv6 無効（IPv4 のみ）とした環境では、インストールディレクトリ直下の config 配下に 

“IPv4_Only_ServiceListeners” という名前のファイルを作成してください。 

# cd /opt/SiteShell_NW/config 

# touch IPv4_Only_ServiceListeners 

IPv6 有効とした環境では、当該ファイルの作成は不要です。 

・ 以降の手順において、入力行に記載されている [ ] はデフォルト値を示しています。 
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・ Ver4.2 以降では、運用管理コンソールから NW 型 SiteShell 同梱 Apache への設定操作が行

えます。そのため旧バージョンと比べ、Apache 実行環境に下記の差異があります。 

# cd /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache 

# tree ./ 

./ 

|-- conf 

|   |-- CertificateFiles  *1: SSL 証明書の保管場所 

|   |-- extra 

|   |   |-- httpd-CustomDefine.conf       *2: Apache 独自値ファイル 

|   |   |-- httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf  *2: Apache 既定値ファイル（非 SSL 用） 

|   |   |-- httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf   *2: Apache 既定値ファイル（SSL 用） 

|   |   `-- httpd-SiteShellDefine.conf      *2: Apache 指定値ファイル 

|   |-- httpd.conf     *2: Apache 設定ファイル 

|   |-- magic 

|   |-- mime.types 

|   |-- ssl.crl       *3: SSL 証明書の格納場所（証明書失効リスト） 

|   |-- ssl.crt       *3: SSL 証明書の格納場所（証明書） 

|   `-- ssl.key       *3: SSL 証明書の格納場所（秘密鍵） 

`-- logs          *4: Apache ログファイルの格納場所 

  *1：SSL 証明書のファイル保管場所 

   運用管理コンソールから SSL 証明書を管理するための保管場所が指定されています。 

  *2：Apache 設定のファイル構成 

   httpd.conf では extra 配下の合計４ファイルを include する構成に変更されています。 

詳しくは、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-「NW 型 SiteShell 同梱 Apache 

設定ファイル」をご参考ください。 

  *3：SSL 証明書のファイル格納場所  

   Apache が読み込む SSL 証明書の格納場所が指定されています。 

  *4：ログのファイル格納場所  

   Apache が記録するログの格納場所が指定されています。 
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3.8.4.1 デフォルト SiteShell 設定ファイルの編集 
デフォルト SiteShell 設定ファイルを編集します。 

デフォルト SiteShell 設定ファイルは、デフォルト設定ファイルとして、仮想 Web サイト作成時

に各仮想 Web サイトフォルダへコピーされます。 

 

◆ デフォルト SiteShell 設定ファイル格納場所 

/opt/SiteShell_NW/config/ 
 

重要 

・ デフォルト SiteShell 設定を変更する必要がない場合、実施する必要はありません。 

・ デフォルト SiteShell 設定ファイルは、運用中の仮想 Web サイトの動作に影響を与えませ

ん。 

運用中の仮想 Web サイトの動作を変更する場合は、各仮想 Web サイトフォルダにコピーさ

れた SiteShell 設定ファイルを変更してください。 

➢ 各仮想 Web サイトの SiteShell 設定ファイル格納場所 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Webサイト名>/config/ 

・ SiteShell 設定ファイルの詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. 

SiteShell の設定ファイル仕様』を参照してください。 
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3.8.4.2 必須項目の設定 
SiteShell の仮想 Web サイトを作成するための必須項目を設定します。 

 

1. SiteShell をインストールしたディレクトリで、以下のコマンドを実行します。 
# ./setup.sh 

 

2. JDK (または JRE) のパスを入力します。 
Please enter the path to Java Runtime Environment(JRE) or Java Development Kit(JDK).  

Enter 'q' to quit the environmental settings.  

JAVA HOME: /usr/java/latest 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

JDK (または JRE) 

のパス 

事前にインストールした JDK (または JRE) のパスを入力します。 

q 環境設定を終了します。 

・ 設定済みの場合は、起動時に本メッセージは表示されません。 

 

3. ライセンス ID を入力します。 
Please enter the LICENSE ID.  

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

Enter 'q' to quit the environmental settings.  

LICENSE ID: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ライセンス ID  
SiteShell 更新サービス契約時に入手したライセンス ID を入力しま

す。 

i ライセンス登録を省略し、お試しモードで動作します。 

q 環境設定を終了します。 

・ 設定済みの場合は、起動時に本メッセージは表示されません。 

 

重要 

・ コア数制限型ライセンスのライセンス ID は、動作環境のコア数が契約したコア数より多

い場合に無効なライセンス ID と判定されます。 

詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『SiteShell の動作モードの種類』を

参照してください。 
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4. 現在の設定値が [ ] 内に表示されます。実施したい操作を入力します。 
Please enter the following setting menu.  

 1. Change the 'JAVA HOME'.     [/usr/java/latest]  
 2. Update the license ID.      [XXXX-XXXX-XXXX-XXXX]  
 3. Import the configuration of 'Apache Virtual Web Site'.  

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

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

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

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

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

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

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

1 
JDK (または JRE) のパスを設定します。 

「手順2」を参照してください。 

2 

ライセンス ID を設定します。 

お試しモードの場合 (none) と表示されます。 

「手順3」を参照してください 

3 

仮想 Web サイトの設定を VirtualWebSite.csv の内容で設定します。 

「3.8.4.3 仮想Webサイトの設定ファイル適用」を参照してください 

4 

現在の仮想 Web サイトの設定を VirtualWebSite.csv に出力します。 

「3.8.4.4 仮想Webサイトの設定ファイル出力」を参照してください 

5 

運用管理コンソールに対する動作を設定します。 

「3.8.4.5 運用管理コンソールに対する設定」を参照してください 

6 

運用管理サービスに対する動作を設定します。 

「3.8.4.6 運用管理サービスに対する設定」を参照してください 

・ SiteShell の自動登録を有効にするためには、本設定を行う必要があります。 

7 

オンライン自動更新サービスを設定します。 

「3.8.4.7 オンライン自動更新サービスの設定」を参照してください 

・ 本設定はお試しモードでは「 *not selectable 」と表示され、選択不可とな

ります。 

有効なライセンス ID を設定することで、選択可能となります。 

q 環境設定を終了します。 
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3.8.4.3 仮想 Web サイトの設定ファイル適用 
仮想 Web サイトを設定する手順を説明します。 

 

1. 仮想 Web サイトごとの設定を記載した、設定ファイル VirtualWebSite.csv を下記の形式に

従って作成し、任意の場所へ保存します。 

 

ヒント 

・ 仮想 Web サイトを設定していない状態で、「3.8.4.4 仮想Webサイトの設定ファイル

出力」を実施することで VirtualWebSite.csv のテンプレートを取得することができま

す。 

・ 空の VirtualWebSite.csv を読み込ませることで、設定を全て削除することができま

す。 

 

ファイル形式  : CSV(Comma-Separated Values) 

ファイル名  : VirtualWebSite.csv 

設定例  : 
WEBSITE_NAME,IP,FORWARD_IP,FORWARD_PORT,GRP_ID,TEST_MODE,RECIPE_DEF 

WebSiteA,1.1.1.1,2.2.2.1,80,NWAutoGRP1,off,off 
WebSiteB,1.1.1.3,2.2.2.3,80,NWAutoGRP3,off,on 
WebSiteC,1.1.1.3,2.2.2.3,81,NWAutoGRP3,off,on 
WebSiteD,1.1.1.3,2.2.2.3,82,NWAutoGRP3,off,on 
WebSiteE,1.1.1.2,2.2.2.2,83,,on,on 
WebSiteF,1.1.1.2,2.2.2.2,81,NWAutoGRP2,on,on 

 

記載内容(一行目) : 

下記の列名を記載する。 
WEBSITE_NAME,IP,FORWARD_IP,FORWARD_PORT,GRP_ID,TEST_MODE,RECIPE_DEF 
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記載内容(二行目以降) : 

設定する仮想 Web サイトの分だけ記載します。 

仮想 Web サイトごとに下記の要素を、カンマ(,)で区切って順番に記載します。 

第一要素 

(WEBSITE
_NAME) 

設定する仮想 Web サイト名を記載します。 

・ 仮想 Web サイトの名前には、フォルダ名として利用できない文字 

(バックスラッシュ(¥)やアスタリスク(*)など) は使用できません。 

・ 仮想 Web サイト名は、転送先の既存 Web サイトと 1 対 1 に対応す

る任意の名前を入力します。 

・ 仮想 Web サイト名は、大文字小文字区別されます。 

第二要素 

(IP) 

設定する仮想 Web サイトの IP アドレスを記載します。 

・ リバースプロキシ方式の場合、IPv6 アドレスも指定できます。 

・ スニッフィング方式の場合、SiteShell サーバの NIC に割り当てた IP

アドレスを指定してください。 

・ 仮想 Web サイトのポート番号は、転送先 Web サイトのポート番号

（第四要素）と同じになります。 

第三要素 

(FORWAR
D_IP) 

転送先 Web サイトのホスト名、又は IP アドレスを記載します。 

・ リバースプロキシ方式の場合、IPv6 アドレスも指定できます。 

・ スニッフィング方式の場合、SiteShell サーバの NIC に割り当てた IP

アドレスを指定してください。これにより SiteShell サーバ内部の疑

似 Web サイトが転送先となります。 

第四要素 

(FORWAR
D_PORT) 

転送先 Web サイトのポート番号を記載します。 

・ 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、スニッフィング方式で

SiteShell サーバ内部の疑似 Web サイトへ転送する場合は、一旦仮

想 Web サイト作成後、仮想 Web サイト設定ファイルを直接編集

します。 

この場合、本入力項目は仮設定として「80」を入力してくださ

い。 

詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 D. 仮想

WEB サイトの詳細設定』を参照してください。 

・ 仮想 Web サイト設定ファイルを直接編集した場合、該当の仮想 Web

サイトの設定は適用されません。 

第五要素 

(GRP_ID) 

設定する仮想 Web サイトが所属するノードグループ ID を記載します。 

・ 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。 

・ 省略した場合、SiteShellService.properties の nodeGroupID プロパ

ティ値が設定されます。 
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第六要素 

(TEST_M
ODE) 

設定する仮想 Web サイトの動作モードを記載します。 

 

設定値 説明 

on 

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。各脆弱性対策のチェック処理 

(監査ログへの記録) は実施しますが、対策動作は実行し

ません。 

off 
各脆弱性対策のチェック処理 (監査ログへの記録) と対策

動作を実行します。 
 

第七要素 

(RECIPE_
DEF) 

設定する仮想 Web サイトの各対策 ID のデフォルト動作を記載します。 

 

設定値 説明 

on 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライン

自動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID の対

処動作を実施します。 

off 

初期インストール状態の各対策 ID 、およびオンライン自

動更新機能を使用して、追加された新規対策 ID の対処動

作を実施しません。 

新規対策 ID はエラー検出状況を確認後に対処動作を実施

したい場合、このモードに設定します。 

 

各対策 ID のデフォルト動作は、ガードもログ採取も行わない（何もし

ない）設定も行えます。この場合、運用管理コンソールのノード設定

(全般)画面から recipelist_default プロパティに disabled を指定してく

ださい。 

 
 

2. 「3.8.4.2 必須項目の設定」-「手順4」で 3 を入力します。 

 

3. 設定ファイル VirtualWebSite.csv のファイルパスを入力します。 
Please enter the path of the import configuration file.  

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

FILE PATH [q]: ./VirtualWebSite.csv 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

設定ファイルのパ

ス 

「手順1」で作成した設定ファイル VirtualWebSite.csv のファイルパ

スを入力します。 

q 仮想 Web サイトの設定を中止します。 
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4. 設定内容が表示されますので、内容に誤りがないことを確認し、y を入力します。 
Update the filter settings of the 'Virtual Web Site'.  

Operation vWebSiteName IPaddr  ForwardDest:Port   NodeGroupID TestMode Protection 

None.     WebSiteA     1.1.1.1 2.2.2.1:80         NWAutoGRP1  off      off 
Add.      WebSiteB     1.1.1.3 2.2.2.3:80         NWAutoGRP3  off      on 
Modify.   WebSiteD     1.1.1.3 2.2.2.3:82         NWAutoGRP3  off      on 
Delete.   WebSiteC     1.1.1.3 2.2.2.3:81         NWAutoGRP3  off      on 
Want to reflect these filter settings? y/[n]: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 仮想 Web サイトの設定を実施します。 

n 仮想 Web サイトの設定を中止します。 

・ Operation 列の表示は、それぞれ以下の意味を示す。 

Operation 説明 

None. 
該当仮想 Web サイトの現在の設定内容から変更がないため、何もしな

い。 

Add. 該当仮想 Web サイトを新規追加する。 

Modify. 
該当仮想 Web サイトの現在の設定内容から変更があるため、変更点を

反映する。 

Delete. 該当仮想 Web サイトを削除する。 

Skip. 
該当仮想 Web サイトの設定内容が手動変更されているため、何もしな

い。 
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5. Operation が Delete. の仮想 Web サイトが一つでも含まれている状態で y を入力すると、

確認メッセージが表示されます。内容を確認して、再度 y を入力します。 
The following filter settings of the 'Virtual Web Site' will be delete.  

WebSiteC 
If deleted, previous filter settings and logs will be lost.  

Update them really? y/[n]: y 

・ n を入力すると、仮想 Web サイトの設定を中止します。 

 

重要 

・ 仮想 Web サイトを削除する場合、該当仮想 Web サイトのフォルダ（設定ファイルや

ログファイルも含む）ごと削除されます。必要に応じてバックアップを実施してくだ

さい。 

 

6. 以下のメッセージが表示されたことを確認し、y を入力します。 
WAF configuration to the 'Virtual Web Site' was completed.  

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

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

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 仮想 Web サイトを再起動します。 

n 仮想 Web サイトを再起動しません。 

 

以上で、仮想 Web サイトが作成され SiteShell フィルタが設定されます。 

 

重要 

・ 仮想 Web サイトを再起動するまで、仮想 Web サイトごとの SiteShell フィルタの設定

は有効になりません。 
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7. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Configuration changes of the WAF service is completed.  

Configuration is reflected in restart of WAF service.  

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

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell サービスを再起動します。 

n SiteShell サービスを再起動しません。 

 

以上で、仮想 Web サイトの設定ファイル適用は完了です。 

 

重要 

・ 所属するノードグループ ID の設定に関しては、SiteShell サービスの再起動後に設定が

有効となります。 
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3.8.4.4 仮想 Web サイトの設定ファイル出力 
現在の仮想 Web サイトの設定を、設定ファイル VirtualWebSite.csv に出力する手順を説明しま

す。 

 

1. 「3.8.4.2 必須項目の設定」-「手順4」で 4 を入力します。 

 

2. 現在の仮想 Web サイトの設定内容が表示されます。内容を確認し y を入力します。  
The following are 'Apache Virtual Web Site' that WAF configured.  

vWebSiteName IPaddr  ForwardDest:Port   NodeGroupID TestMode Protection 

WebSiteA     1.1.1.1 2.2.2.1:80         NWAutoGRP1  off      off 
WebSiteB     1.1.1.3 2.2.2.3:80         NWAutoGRP3  off      on 
WebSiteD     1.1.1.3 2.2.2.3:82         NWAutoGRP3  off      on 
Export the environment configuration? [y]/n: ｙ 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 
仮想 Web サイトの設定ファイル出力処理を継続します。 

VirtualWebSite.csv は setup.sh と同じフォルダに出力します。 

n 仮想 Web サイトの設定ファイル出力処理を中止します。 

 

重要 

・ 仮想 Web サイトの設定を手動で変更している場合、仮想 Web サイト名のみ表示しま

す。この場合、出力した設定ファイルをインポートしても、該当仮想 Web サイトの設

定は変更されません。 

 

3. VirtualWebSite.csv は setup.sh と同じフォルダに出力します。既に VirtualWebHost.csv が

存在する場合、上書きの確認メッセージが表示されますので、内容を確認し y を入力します。 
'/opt/SiteShell_NW/VirtualWebSite.csv' 

is already exists.  

Overwrite it? y/[n]: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y 仮想 Web サイトの設定ファイル出力処理を実施します。 

n 仮想 Web サイトの設定ファイル出力処理を中止します。 

 

以上で、仮想ホストの設定が VirtualWebSite.csv に出力されます。 
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3.8.4.5 運用管理コンソールに対する設定 
運用管理コンソールに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ 運用管理コンソールを利用しない場合は、この手順は不要です。 

 
 

1. 「3.8.4.2 必須項目の設定」-「手順4」で 5 を入力します。 

 

2. 運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力します。 
Please enter the port number which receive the command from 'Operation Management Console'.  

Default port number is 9434.  

RECEIVE PORT [9434]: 9434 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ポート番号 

運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力します。 

・ 1 から 65535 の、任意の数値を入力できます。 

・ 何も入力せずに [Enter] キーを押した場合、現在のポート番号

（デフォルト値： 9434) が設定されます。 
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3. SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソールの IP アドレスを入力します。 
Please enter the IP address(es) of the 'Operation Management Console(s)'.  

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

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

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

IP ADDRESS(ES) [all]: a 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

IP アドレス[,IP

アドレス…] 

SiteShell サービスへの接続を許可する運用管理コンソールの IP アド

レスを指定します。 

・ カンマ(,)で区切ることにより、最大 8 個の IP アドレスを入力で

きます。 

・ IP アドレスは、 IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

・ a を入力した場合は、全ての IP アドレスからの接続を許可しま

す。 

・ d を入力した場合、または、不正な値が入力された場合、全ての 

IP アドレスからの接続を拒否します。 

・ 何も入力せず [Enter] キーを押した場合、現在の値が設定されま

す。 

 

4. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Configuration changes of the WAF service is completed.  

Configuration is reflected in restart of WAF service. 

 

以上で、運用管理コンソールに対する SiteShell の動作が設定されます。 
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5. SiteShell サービスの再起動確認メッセージが表示されますので、 y を入力します。 
Restart WAF service right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell サービスの再起動します。 

n SiteShell サービスの再起動しません。 

 

重要 

・ 設定を有効にするためには、SiteShell サービスの再起動が必要です。 

・ SiteShell サービスの再起動は実施しない場合、手動で SiteShell サービスを再起動

してください。 
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3.8.4.6 運用管理サービスに対する設定 
運用管理サービスに対する SiteShell の動作を設定する手順を説明します。 

 

重要 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用する場合、「3.4 運用管理

サービスの導入」も実行してください。 

・ Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能を利用しない場合は、この手順は不

要です。Web サーバの自動登録/削除、および稼動状況監視機能の詳細は『InfoCage 

SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『3. SiteShell の機能 運用管理サービス』を参照してくだ

さい。 

 
 

1. 「3.8.4.2 必須項目の設定」-「手順4」で 6 を入力します。 

 

2. 運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力します。 
Please enter the location of the 'Operation Management Service'.  
Input examples are '[fd80::aaaa:bbbb:cccc:dddd]:9001', '192.0.2.1:9002'.  
If omit the port number, it is interpreted as 9454.  
Enter 'e' to do eliminate setting.  
Enter 'q' to go back to the previous menu.  
LOCATION : omsserver:9454 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

IP アドレス/ホス

ト名 [: ポート番

号] 

運用管理サービスの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力

します。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6 を指

定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

・ 何も入力せず [Enter] キーを押した場合、既存の設定があれば、

その値が設定されます。 

既定の設定がない場合、同じメッセージが再度表示されます。 

・ ポート番号のみ省略した場合、デフォルト値 (9454) が設定され

ます。 

e 
設定値を削除します。 

また、後続の手順 3 - 4 はスキップします。 

q 運用管理サービスに対する SiteShell の動作の設定を中止します。 
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3. Web サーバを登録する際に所属するノードグループ ID を入力します。 
Please enter the 'Node Group ID' which the management node belongs to.  
Enter 'q' to go back to the previous menu.  
NODE GROUP ID [AutoGRP]: NodeGRPA 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ノードグループ 

ID 

Web サーバの自動登録により、Web サーバを登録する際に所属する

ノードグループ ID を入力します。 

・ 20 文字以内の半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用

できます。 

・ 何も入力せず [Enter] キーを押した場合、現在のノードグループ 

ID (デフォルト値：AutoGRP)が設定されます。 

q 運用管理サービスに対する SiteShell の動作の設定を中止します。 

 

4. 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入力します。 
Please enter the port number which receives an operation confirmation request from 'Operation 

Management Console'.  
Default port number is 9444.  
Enter 'q' to go back to the previous menu.  
RECEIVE PORT [9444]: 9444 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

ポート番号 

運用管理コンソールとの通信に使用するポート番号を入力します。 

・ 1 から 65535 の、任意の数値を入力できます。 

・ 何も入力せずに [Enter] キーを押した場合、現在のポート番号(デ

フォルト値：9444) が設定されます。 

q 運用管理サービスに対する SiteShell の動作の設定を中止します。 

 

5. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Configuration changes of the WAF service is completed.  

Configuration is reflected in restart of WAF service. 

 

以上で、運用管理サービスに対する SiteShell の動作が設定されます。 
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6. SiteShell サービスの再起動確認メッセージが表示されますので、 y を入力します。 
Restart WAF service right now? [y]/n: y 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

y SiteShell サービスの再起動します。 

n SiteShell サービスの再起動しません。 

 

重要 

・ 設定を有効にするためには、SiteShell サービスの再起動が必要です。 

・ SiteShell サービスの再起動は実施しない場合、手動で SiteShell サービスを再起動

してください。 
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3.8.4.7 オンライン自動更新サービスの設定 
Apache Linux 版オンライン自動更新サービスを設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.8.4.2 必須項目の設定」-「手順4」で 7 を入力します。 

 

2. 実施したい操作を入力します。  
Please enter the following setting menu.  

 1. Change the location of 'Update server'.     [support.siteshell.jp:8080]  
 2. Change the location of 'Proxy server'       (none)  

 3. Setting the 'Online Update Service'.  

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

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

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

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

1 
更新サーバのアドレスを設定します。 

「3.8.4.7.1 更新サーバアドレスの設定」を参照してください。 

2 
プロキシサーバのアドレスを設定します。 

「3.8.4.7.2 プロキシサーバアドレスの設定」を参照してください。 

3 

オンライン自動更新サービスをインストールします。 

「3.8.4.7.3 オンライン自動更新サービスの有効化」を参照してください。 

・ インストールは更新サーバのアドレスが未入力の場合は「 *not 

selectable 」と表示され、選択不可となります。 

更新サーバのアドレスを設定することで、選択可能となります。 

4 

オンライン自動更新サービスをアンインストールします。 

「3.8.4.7.4 オンライン自動更新サービスの無効化」を参照してください。 

・ アンインストールはオンライン自動更新サービスが未インストールの場

合は「 *not selectable 」と表示され、選択不可となります。 

オンライン自動更新サービスをインストールすると、選択可能となりま

す。 

q 環境設定を終了します。 
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3.8.4.7.1 更新サーバアドレスの設定 
オンライン自動更新サービスが接続する更新サーバを設定する手順を説明します。 

 

1. 「3.8.4.7 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 1 を入力します。 

 

2. 更新サーバのアドレスを入力します。 
Please enter the location of the 'Update server'.  

Input examples are 'updatesv', '192.0.2.1:8000'.  

If omit the port number, it is interpreted as 8080.  

Enter 'e' to do eliminate setting.  

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

LOCATION: support.siteshell.jp:8080 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

更新サーバの IP

アドレス/ホスト

名 : ポート番号 

更新サーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力しま

す。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6 を指

定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

e 設定値を削除します。 

c 更新サーバアドレスの設定を中止します。 

 

以上で、更新サーバアドレスが設定されます。 
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3.8.4.7.2 プロキシサーバアドレスの設定 
オンライン自動更新サービスが更新サーバに接続する際に経由するプロキシサーバを設定する手

順を説明します。 

 

重要 

・ プロキシサーバを経由しない場合、この手順は不要です。 

 
 

1. 「3.8.4.7 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 2 を入力します。 

 

2. プロキシサーバのアドレスを入力します。 
Please enter the location of the 'Proxy server'.  

Input examples are 'proxysv:8080', '192.0.2.1:8000'.  

Enter 'e' to do eliminate setting.  

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

LOCATION: proxyserver:8080 

 

入力値の説明: 

入力値 説明 

プロキシサーバの 

IP アドレス/ホス

ト名 : ポート番

号 

プロキシサーバの IP アドレス/ホスト名、およびポート番号を入力し

ます。 

・ IP アドレスは、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。IPv6 を指

定する場合、IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

・ ポート番号は、1 から 65535 の任意の数値を入力できます。 

e 設定値を削除します。 

c プロキシサーバアドレスの設定を中止します。 

 

以上で、プロキシサーバアドレスが設定されます。 
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3.8.4.7.3 オンライン自動更新サービスの有効化 
オンライン自動更新サービスを有効化する手順を説明します。 

 

1. 「3.8.4.7 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 3 を入力します。 

 

2. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
オンライン自動更新の設定が完了しました。 

 

以上で、オンライン自動更新サービスが有効になります。 

 

重要 

・ 脆弱性対策パッケージを複数世代保持する場合は、オンライン自動更新定義ファイルを直接

編集してください。 詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 H. 脆弱性対

策定義の世代管理』を参照してください。 

 
 

3.8.4.7.4 オンライン自動更新サービスの無効化 
オンライン自動更新サービスを無効化する手順を説明します。 

 

1. 「3.8.4.7 オンライン自動更新サービスの設定」-「手順2」で 4 を入力します。 

 

2. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。 
Unset of 'Online Update Service' was completed. 

 

以上で、オンライン自動更新サービスが無効になります。 
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3.8.5 環境設定（パケットリレー機能） 
スニッフィング方式を導入する場合は、パケットリレー機能を起動しておく必要があります。 

パケットリレー機能の設定、起動の手順を説明します。 

 

重要 

・ 「3.8.5.5 パケットリレー機能の起動」を完了するまで、SiteShell に HTTP 通信は流れませ

ん。 

・ 本手順では、仮想 Web サイト（NW 型 SiteShell の Apache）の設定ファイルも直接編集し

ます。適宜バックアップを行ってください。 

・ 本手順を行う前提条件は下記の通りです。 

➢ NW 型 SiteShell の環境設定（仮想 WEB サイトの作成）が完了していること。 

➢ SiteShell の転送先となる疑似 Web サイトをローカルに起動しておくこと。 

➢ 本手順は root ユーザで行うこと。 

➢ 本手順を行う前に SiteShell を停止しておくこと。 

 
 

3.8.5.1 仮想 Web サイトの設定ファイルの編集 
仮想 Web サイトの Keep-Alive 機能を Off にします。 

 

1. 仮想 Web サイトの設定ファイルを編集します。 
# vi ./websites/<仮想 WEB サイト名>/apache/conf/extra/httpd-SiteShellDefine.conf 

 

設定例: 
KeepAlive Off 

 
 

重要 

・ KeepAlive ディレクティブの詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. 

SiteShell の設定ファイル仕様』の NW 型 SiteShell 同梱 Apache 指定値ファイルを参照して

ください。 

 
 



第3章 SiteShell の導入 

 

 172 

3.8.5.2 SiteShell 動作定義ファイルの編集 
SiteShell 動作定義ファイルの trusted.proxies プロパティに SiteShell サーバの NIC に割り当てた

IP アドレスを指定します。 

これにより SiteShell が攻撃を検知した際に、監査ログに攻撃元 IP アドレスを正しく記録するこ

とができます。 

 

1. SiteShell 動作定義ファイルを編集します。 
# vi ./websites/<仮想 WEB サイト名>/config/configuration.properties 

 

設定例: 
trusted.proxies=10.1.1.100 

 
 

重要 

・ trusted.proxies プロパティの詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. 

SiteShell の設定ファイル仕様』の SiteShell 動作定義ファイルを参照してください。 

 
 

3.8.5.3 仮想 Web サイトの起動 
仮想 Web サイトを起動させることで SiteShell の設定を反映させます。 

 

1. 仮想 Web サイトを起動します。 
# /etc/rc.d/init.d/SiteShellNW start 

Starting : SiteShellNW(WebSiteA) 
Start OK : SiteShellNW(WebSiteA) 
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3.8.5.4 パケットリレー設定ファイルの編集 
SiteShell サーバの NIC をスニッフィングして、整形した HTTP リクエストを SiteShell へ転送す

るよう設定します。 

これによりポートミラーリングされた HTTP 通信を SiteShell へ転送することができます。 

 

1. パケットリレー設定ファイルを編集します。 
# vi ./SiteShellPacketRelay/relay.properties 

 

設定例: 
sniffer.eth=eth0 
sniffer.ip.dst=* 
sniffer.port.dst=80 
transfer.ip=10.1.1.100 
transfer.port=80 

 

設定例では次の設定となります。 

・SiteShell サーバの NIC（eth0）をスニッフィングする。 

・SiteShell への転送対象は「宛先 IP アドレス=全て、宛先ポート=80」の通信とする。 

・SiteShell は「10.1.1.100:80」で Listen している。 

 

重要 

・ パケットリレー設定ファイルには設定例で挙げたプロパティ以外にもあります。 

詳細は『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕様』

のパケットリレー設定ファイルを参照してください。 
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3.8.5.5 パケットリレー機能の起動 
パケットリレー機能のプロセスを常駐させます。 

 

1. パケットリレー機能を起動します。 
# /etc/rc.d/init.d/SiteShellPacketRelay start 

Start SiteShellPacketRelay.                                [  OK  ] 

 
 

3.8.5.6 パケットリレー機能の停止 
パケットリレー機能のプロセスを停止させます。 

 

1. パケットリレー機能を停止します。 
# /etc/rc.d/init.d/SiteShellPacketRelay stop 

Stop SiteShellPacketRelay.                                 [  OK  ] 
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3.8.6 仮想 Web サイトの運用に関して 
 

3.8.6.1 NW 型 SiteShell 運用管理コマンドに関して 
仮想 Web サイトを作成すると、NW 型 SiteShell 管理コマンドが使用できるようになります。 

以下のコマンドで、仮想 Web サイトの一覧と、その起動状態を確認できます。 
# /etc/rc.d/init.d/SiteShellNW status 

    PID  STATUS  WEBSITE 

  12538 running  WebSite1 
  15084 running  WebSite2 

 

重要 

・ NW 型 SiteShell 管理コマンドの詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付

録 C. NW 型 SiteShell 運用管理コマンド』を参照してください。 

 
 

3.8.6.2 仮想 Web サイトごとの設定ファイルに関して 
仮想 Web サイトを作成すると、以下のフォルダに各仮想 Web サイトごとの設定ファイルが格納

されます。 

 

➢ 各仮想 Web サイトの SiteShell 設定ファイル格納場所 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Webサイト名>/config/ 

 

重要 

・ 各仮想 Web サイトの SiteShell 動作定義を変更するには、上記フォルダ内のファイルを変

更します。 

詳細は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 A. SiteShell の設定ファイル仕

様』を参照ください。 
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3.8.6.3 クライアント IP アドレスの認識に関して 
SiteShell サーバが Web アクセスを中継した場合、転送先の既存 Web サイトが認識する接続元 IP

アドレスは全て SiteShell サーバの IP アドレスになります。 

SiteShell サーバは、HTTP ヘッダ「X-Forwarded-For」に接続元 IP アドレスを付加して中継しま

す。 

既存 Web サイトは、このヘッダフィールドを参照することで、クライアント IP アドレスを認識

することが可能です。 

 

例えば、既存 Web サイトに Apache HTTP Server を使用している場合、既存 Web サイトの

httpd.conf に以下を設定することで、クライアント IP をアクセスログに記録することができます。 

 

(Apache HTTP Server の httpd.conf 設定例) 
LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined 
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3.8.7 アンインストール(NW 型) 
NW 型 SiteShell フィルタ機能をアンインストールする手順を説明します。 

 

1. 「3.8.4.3 仮想Webサイトの設定ファイル適用」、および「3.8.4.7.4 オンライン自動更新

サービスの無効化」を参考に、全ての設定を削除します。 

 

2. rpm コマンドを実行します。 
# rpm -e SiteShell_NW 

 

3. 以下のメッセージが表示されたことを確認します。  
SiteShell filtering function (NW) successfully uninstalled. 

 
 

以上で、SiteShell フィルタ機能のアンインストールが完了されます。 

 

重要 

・ /opt/SiteShell_NW 配下のファイルは全て削除しますが、ユーザル定義ファイルやログファ

イル、PID ファイルなど、インストール後に作成または変更したファイルが削除されず残

る場合があります。不要の場合は手動で削除してください。 
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4 商標 
 

4.1 商標について 
 

・Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Information Server、 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。 

・Chrome は、Google LLC の商標または登録商標です。 

・Java と Oracle JDK、OpenJDK 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、米国およびその他の国における商標です。 

・Intel 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。 

・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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5 付録A．SELinux環境での追加設定 
本章では、Apache Linux 版 SiteShell を SELinux 環境で使用する場合の追加設定について説明し

ます。 

 

1. SiteShell に対する SELinux ルールを作成します。 

エディタを使用して、任意のディレクトリに SiteShell に対する SELinux ルール定義ファイル

を作成し、このファイルのファイル名を「siteshell.te」とします。 

 

ヒント 

・ SiteShell インストールフォルダに、siteshell.te ファイルのサンプルがあります。ご利

用ください。 

 
 

2. ポリシーパッケージの作成と適用を実施します。 

siteshell.te ファイルが存在するディレクトリで、以下のコマンドを投入して、ポリシーパッ

ケージ「siteshell.pp」を作成し、適用します。 
# checkmodule -M -m -o siteshell.mod siteshell.te 

# semodule_package -o siteshell.pp -m siteshell.mod 

# semodule -i siteshell.pp 

 
 

3. SELinx 環境で Apache を再起動します。 

 

RHEL6： 
# service httpd restart 

 

RHEL7 / RHEL8： 
# systemctl restart httpd.service 
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4. 他の SELinux 権限エラーを確認します。 
# audit2allow -l -i /var/log/audit/audit.log 

 

ヒント 

・ /var/log/audit/audit.log にアクセス拒否のログが記録されていれば、audit2allow コマ

ンドにより、SELinux ルール定義ファイルに追加する allow 文が出力されます。 

例えば、以下のようなメッセージが出力された場合、「手順 1」で編集した SELinux

ルール定義ファイルに、出力されたメッセージ内容をそのまま追記してください。 

allow httpd_t usr_t:sock_file rw_file_perms; 

allow httpd_t unconfined_t:unix_stream_socket connectto; 

 
 

SiteShell に対するアクセス拒否が無くなるまで、ログに従い SELinux ルール定義ファイルを編集

した場合、手順 2 に戻ります。 

audit2allow コマンドで、SiteShell に対するメッセージが出力されなくなれば、SELinux の追加設

定は完了です。 
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6 付録B．従来バージョンからの移行手順 
従来バージョンからの移行手順について説明します。 

 
ヒント 

・ 新しい機能にはデフォルト値が設定されます。 

変更する場合は、本書の各設定項目の説明を参照してください。 
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6.1 SiteShell 本体の移行手順 
SiteShell 本体の移行手順を説明します。 

 
重要 

・ 本手順を実施する前に、必ず下記のサービスを停止してください。 

➢ SiteShell フィルタを導入した Web サーバ 

➢ SiteShell サービス 

➢ オンライン自動更新サービス 

➢ パケットリレー機能  ※Ver3.0 以前の場合は不要です。 

 

・ 下記の設定ファイルやログファイルに関しては、事前にバックアップを取ることを推奨し

ます。 

① <SiteShell インストールフォルダ>/config/ 配下 

② Windows : 

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService.properties  

Linux : 

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService/SiteShellService.properties 

③ <SiteShell インストールフォルダ>/onlineupdate.properties 

④ <SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellPacketRelay/relay.properties 

 

※①に関しては、環境設定によって複数存在します。ホスト型 SiteShell Apache 版の場合

は仮想ホストごとに、NW 型 SiteShell は仮想 Web サイトごとに、それら全てをバック

アップしてください。 

※②に関しては、Ver4.1 以降は <SiteShell インストールフォルダ>/config/ 配下の

SiteShellService.properties をバックアップしてください。 

※オンライン自動更新機能を利用していない場合、③は不要です。 

※パケットリレー機能を利用していない場合、④は不要です。 
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6.1.1 Ver4.1 以前のバージョンからの移行手順 
 

1. 従来バージョンの設定内容のバックアップを実施します。 

SiteShell の設定内容は下記のフォルダ配下、及びファイルになります。 

これらのファイルを全て「<SiteShell インストールフォルダ>」以外の任意のフォルダにコ

ピーします。 

① <SiteShell インストールフォルダ>/config/ 配下 

② Windows : 

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService.properties  

Linux : 

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService/SiteShellService.properties 

③ <SiteShell インストールフォルダ>/onlineupdate.properties 

 

ヒント 

・ オンライン自動更新機能を利用していない場合③は不要です。 

・ ①に関しては、環境設定によって複数存在します。ホスト型 SiteShell Apache 版の

場合は仮想ホストごとに、NW 型 SiteShell は仮想 Web サイトごとに、それら全てを

コピーしてください。 
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2. 従来バージョンのアンインストールを、それぞれのバージョンのユーザマニュアルに従い、

実施します。 

 

ヒント 

・ SiteShell をアンインストールすると、「<SiteShell インストールフォルダ>」は配下

のファイルを含めて全て削除されます（ログファイルは必要に応じてバックアップ

してください)。 

・ 環境設定の削除を行う際、Web サーバの再起動が必要になります。 

 
 

3. SiteShell Ver4.2 のインストールを、本書に従い実施します。 

 

ヒント 

・ この時点では環境設定を行う必要はありません。 

・ SiteShell が使用する OSS ライブラリのバージョンも更新されます。 

共有ライブラリの依存関係情報の更新を実施してください。 

# ldconfig 
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4. 手順 1 でバックアップした内容を SiteShell Ver4.2 の<SiteShell インストールフォルダ>配下

のそれぞれの場所に展開します。 

 

重要 

・ 下記の Ver4.0 以前の設定ファイルは、Ver4.2 では展開先が異なります。 

 

 （展開元） 

Windows :  

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService.properties  

Linux :  

<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService/SiteShellService.properties 

 

 （展開先） 

<SiteShell インストールフォルダ>/config/ 配下 

 

・ Ver4.1 以前の NW 型 SiteShell 同梱 Apache に関する設定ファイルは、Ver4.2 におけ

る該当ファイルに対して、設定内容を手編集で転記する必要があります。 

そのため、該当ファイルは、後述の手順 5 「環境設定」後に設定内容を転記してく

ださい。 

・ 本バージョンで新規に追加された設定ファイルに関しては削除しないようにしてく

ださい。 
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5. SiteShell Ver4.2 の環境設定を本書に従い実施します。 

 

重要 

・ Ver4.1 以前の NW 型 SiteShell 同梱 Apache に関する設定ファイルは、Ver4.2 におけ

る該当ファイルに対して、設定内容を手編集で転記する必要があります。 

 

 （展開元） 

NW: /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf 配下の 

    httpd.conf および extra 配下の設定ファイル 

    ※展開先への転記は、展開元の設定のうち自身で手編集された内容のみで 

構いません。 

 

 （展開先） 

NW: /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf 配下の 

    extra 配下にある下記の４ファイル 

      httpd-CustomDefine.conf 

      httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf 

      httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf 

      httpd-SiteShellDefine.conf 

 

  当該設定ファイルの変更可能な個所は、『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明 

書』-「NW 型 SiteShell 同梱 Apache 設定ファイル」をご参考ください。 

 

 
 

6. Web サーバ、SiteShell サービス、オンライン更新サービスを再起動することで設定が反映さ

れ、SiteShell 本体の移行は完了となります。 
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6.2 運用管理コンソールの移行手順 
運用管理コンソールの移行手順を説明します。 

 

1. 従来バージョンの設定内容のバックアップ 

それぞれのバージョンのユーザマニュアルに従い、データベースのバックアップを行ってく

ださい。 

 

2. 従来バージョンのアンインストール 

それぞれのバージョンのユーザマニュアルに従い、運用管理コンソールのアンインストール

を行ってください 

 
重要 

・ 従来バージョンの運用管理コンソールをアンインストールした後は、運用管理コン

ソールのインストールフォルダを削除せず、残しておいてください。 

 
 

3. 運用管理コンソール Ver4.2 のインストール 

「3.3 運用管理コンソールの導入」を参照して、運用管理コンソール Ver4.2 のインストール

を行ってください。 

運用管理コンソールのインストールが完了したら、運用管理コンソールのサービス、および

運用管理サービスを停止してください。 

 
ヒント 

・ サービスの停止方法に関しては『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-『付録 F. 

SiteShell のサービス起動/停止』を参照してください。 

 
 

運用管理コンソールの移行手順は、Ver2.0 以降と Ver1.7 以前とで異なります。 

それぞれの手順について、以下に説明します。 
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6.2.1 Ver2.0 以降のバージョンからの移行手順 
 

1. バックアップした CSV ファイルのリストア 

「6.2 運用管理コンソールの移行手順」-「手順1」でバックアップした csv ファイルを、運

用管理コンソール Ver4.2 で作成された下記のフォルダ配下にコピーして、データベースのリ

ストアを行います。 

 

コピー先： 
<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\csv  

 
ヒント 

・ データベースのリストア方法については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-

『4. SiteShell の運用 データベースのバックアップ/リストア』を参照してください。 

 

2. 従来バージョンのフォルダ削除 

運用管理コンソール(SiteShellConsoleService)を起動して、Web ブラウザよりアクセスしま

す。 

 

運用管理コンソールにログインし、設定が引き継がれていることをご確認ください。 

問題が無ければ、従来バージョンの運用管理コンソールインストールフォルダを削除してく

ださい。 

 
 

以上で、運用管理コンソールの移行は完了です。 
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6.2.2 Ver1.7 以前のバージョンからの移行手順 
 

1. バックアップファイルの文字コード変換 

「6.2 運用管理コンソールの移行手順」-「手順1」でバックアップした csv ファイルを

Ver4.2 で扱う文字コード(UTF-8)に変換します。 

 
重要 

・ 従来環境のデフォルト文字コードが ”UTF-8” である場合、本手順は実施しないでくだ

さい。 

 
 

運用管理コンソール Ver4.2 に含まれるツールで文字コードを変換してください。 

 

・ ファイル名 

transcode.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>\transcode.jar 

 
 

・ 使用方法 

 

1) 従来バージョンでバックアップした csv ファイルを、csv フォルダごと下記のフォル

ダ配下にコピーします。 

 

コピー先： 
<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF 

 

2) 以下の点を確認します。 

・ 従来バージョンでバックアップした csv ファイルが、運用管理コンソール Ver4.2

で作成された「csv」フォルダに格納していること。 

・ 運用管理コンソール(SiteShellConsoleService)が停止していること。 

・ 運用管理サービス(SiteShellOMService)が停止していること。 

 
 
 

3) ツール（transcode.jar）を実行します。 
$ cd <運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\ 

$ java -jar <運用管理コンソールインストールフォルダ>\transcode.jar  

 

4) 下記のメッセージが出力されれば、変換は完了です。 
Succeed to transcode csv files.  

・ 変換後の csv ファイルは下記に格納されます。 
<従来バージョンの運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-

INF\csv_utf 
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2. バックアップファイルの取り込み 

従来バージョンのバックアップで作成した csv フォルダ配下（「手順 1」を実施した場合は

csv_utf 配下）のファイルを、運用管理コンソール Ver4.2 で作成された下記のフォルダ配下

にコピーしてください。 

 

コピー先： 
<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\oldcsv 
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3. バックアップファイルのファイル形式変換 

従来バージョンの csv ファイルを、Ver4.2 で読み込む形式に変換します。 

 

重要 

・ Ver1.7 以前の csv ファイルは、移行先のバージョンとして Ver2.0 を選択してくださ

い。 

 

運用管理コンソール Ver4.2 に含まれる下記のツールでファイル形式を変換してください。 

 

・ ファイル名 

upgradeCSV.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\upgradeCSV.jar 

 

・ 使用方法 

 

1) 以下の点を確認します。 

・ 「oldcsv」フォルダに、「手順 2」でコピーした csv ファイルが格納されている

こと。 

・ 運用管理コンソール(SiteShellConsoleService)が停止していること。 

・ 運用管理サービス(SiteShellOMService)が停止していること。 

 
 

2) ツールの格納先に移動して、upgradeCSV.jar を実行します。 
$ java -jar upgradeCSV.jar  

 
 

3) 以下のメッセージが出力されます。 

移行する該当バージョンを示す番号を入力してください。 
Start CSV files upgrade 

1. From Ver1.4.1.0 to Ver2.0.0.0 

2. From Ver1.4.2.0 to Ver2.0.0.0 

3. From Ver1.5.0.0 to Ver2.0.0.0 

4. From Ver1.6.0.0 to Ver2.0.0.0 

5. From Ver1.7.0.0 to Ver2.0.0.0 

Please enter a number from '1' to '5' which you want to upgrade or enter [q] to quit:  

 
 

4) 下記のメッセージが出力されれば、変換は完了です。 
Succeed to upgrade csv files.  

・ 変換後の csv ファイルは下記に格納されます。 

<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\newcsv 
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4. 変換した csv ファイルのリストア 

変換した「newcsv」フォルダ配下の csv ファイルを「csv」フォルダに上書きして、データ

ベースのリストアを行います。 

 

上書きコピー先： 
<運用管理コンソールインストールフォルダ>\webapps\console\WEB-INF\csv 

 
ヒント 

・ データベースのリストア方法については『InfoCage SiteShell Ver4.2 製品説明書』-

『4. SiteShell の運用 データベースのバックアップ/リストア』を参照してください。 

 

5. 従来バージョンのフォルダ削除 

運用管理コンソール(SiteShellConsoleService)を起動して、Web ブラウザよりアクセスしま

す。 

 

運用管理コンソールにログインし、設定が引き継がれていることをご確認ください。 

問題が無ければ、従来バージョンの運用管理コンソールインストールフォルダを削除してく

ださい。 

 
 

以上で、運用管理コンソールの移行は完了です。 
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