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1. はじめに 

 

本書は InfoCage SiteShell Ver4.2 の製品説明、および運用方法に関して記載しております。 

 

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

 

SiteShell とは 

 

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

しかし、多くのシステムでは十分な対処がなされていないのが現実です。 

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

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

 

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

ソフトウェアです。 

 

SiteShell には、ホスト型と NW 型があります。 

ホスト型 SiteShell は、稼動中の Web サーバにインストールし、アプリケーションとブラウザの間のフィ

ルタとして動作します。このため、導入が簡単で既存のアプリケーションを改造する必要はありません。 

NW 型 SiteShell は、稼動中の Web サーバの前に、専用の SiteShell サーバマシンを設置し、1 台の 

SiteShell サーバマシンで複数の既存 Web サーバを守ります。既存の Web サーバを変更する必要は

なく、任意の Web サーバに適用可能です。 

いずれも、稼動中のシステムに対して安全に導入することができます。 

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

この脆弱性対策の定義ファイルは「脆弱性対策パッケージ、不審検知パッケージ、IP ブラックリスト配

信ファイル」として、更新サーバより配信されます。 

脆弱性対策の定義は、ユーザが独自に組み込むこともできます。 

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

簡単に確認することができます。 

 

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

があります。 

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

 

(IIS 版の構成) 

 
 

(Apache 版の構成) 

 
 

 

 

 

 
SiteShell 

(ISAPIフィ

ルタ) 

ユーザア

プリケー

ション 

(asp,asp
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IIS 

Windows 

ブラウザ 

 
SiteShell 

(Apache

モジュー

ル) 

ユーザア

プリケー

ション 

(cgi,php

等) 

Apache

 HTTP 

Server

(2.4) 

Windows/Linux 

ブラウザ 
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NW 型 SiteShell は、専用の SiteShell サーバ(Linux マシン)にインストールします。 

対応可能なネットワーク構成として、リバースプロキシ方式、ルータ方式、ブリッジ方式の 3 種類がありま

す。 

 

(リバースプロキシ方式の構成) 

 
 

 

(ルータ方式の構成) 
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Internet 

既存Web

サーバ 
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Linux 
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(ブリッジ方式の構成) 

 
 

 

またポートミラーリング付きのハブを使用することで、ネットワークやサーバの構成を変更せず、脆弱性

対策定義の検知効果を検証することもできます。 

 

(スニッフィング方式の構成) 

 
     ※本構成は Web サーバへの攻撃防御をサポートしません。攻撃検知のみを目的とします。 

     ※本構成を導入するには「パケットリレー機能」を使用する必要があります。 
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SiteShell による脆弱性対策 

 

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

• クロスサイトスクリプティング  

• SQL インジェクション  

• セッションハイジャック／リプレイ  

• OS コマンドインジェクション  

• パストラバーサル  

• HTTP メソッド 

 

また、オプション設定により、以下の脆弱性攻撃にも対応できます。 

• バッファオーバフロー 

• クロスサイトリクエストフォージェリ  

• パラメータ改ざん  

• 強制的ブラウズ  

• エラーコード 

• Cookie に関する脆弱性 

• IP フィルタリング 

• パスワードリスト攻撃 

 

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

ださい。 

 

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

が独自の脆弱性対策を設定することができます。 

更に、「検知ID一覧画面」で有効とする検知ルールで検知したアクセスに対し、独自の脆弱性対策を設

定することもできます。 
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ユーザによる設定内容の詳細については、「ユーザ定義ファイル」をご参照ください。 

 

以下のユーザ独自定義が可能です。 

• 脆弱性対策定義ルール 

• 脆弱性チェックの対象外にするルール 

• 特定の URL のみアクセスを許可するルール 

• パスワードリスト攻撃の兆候と判断するルール 

• アクセスログ出力するルール 

 

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

プロキシ/ロードバランサ環境で利用する場合は、信頼するプロキシを設定することで、攻撃元 IP アド

レスを特定する精度が向上します。 

※SiteShell における攻撃の検知、防御は、アクセス元の IP アドレスを利用しています。 

個別の通信におけるＩＰアドレス情報は、通信の秘密（電気通信事業法 17 第 4 条）として保護される

ものであるため、設定を行う場合には、留意する必要があります。 
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3. SiteShell の機能 

この章では、SiteShell の各機能について説明します。 

 

 

SiteShell の機能一覧 

 

SiteShell の主要機能は以下の通りです。 

 

・ 脆弱性対策機能 

➢ バッファオーバフロー対策 

➢ クロスサイトスクリプティング対策 

➢ SQL インジェクション対策 

➢ クロスサイトリクエストフォージェリ対策 

➢ セッションハイジャック／リプレイ対策 

➢ パラメータ改ざん対策 

➢ 強制的ブラウズ対策 

➢ パストラバーサル対策 

➢ OS コマンドインジェクション対策 

➢ エラーコード対策 

➢ HTTP プロトコルのメソッド対策 

➢ Cookie に関する脆弱性攻撃対策 

➢ IP フィルタリング機能 

➢ パスワードリスト攻撃対策 

・ Web ベースの管理機能 

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

必要です。 

・ 管理ノードの自動登録機能 

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

ションである「運用管理サービス」の導入が必要です。 

・ オンライン自動更新機能 

・ パケットリレー機能 

※ スニッフィング方式による NW 型 SiteShell の導入が必要です。 
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SiteShell のモジュールの関連図を以下に示します。 

 

 
 

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

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

です。 

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

 

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

IIS 版では ISAPI フィルタ、Apache 版では Apache モジュール、NW 型は既存 Web サイトへの転送

サーバとして動作します。 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

表 1 攻撃検知後の対処パターン 

対処 対処内容 処理手順 

1 エラーページを返却 

 

脆弱性対策定義でリクエストを検査し、攻撃検知後は登録した

エラーページをブラウザに返却する。 

エラーページはカスタマイズ可能。 

2 サニタイジングして続行 脆弱性対策定義でリクエストを検査し、攻撃検知箇所はサニタ

イジング（無害化）する。 

3 代替ページを返却 

 

エラーコード対策において、5xx サーバエラー発生時に登録し

た代替ページを返却する。 

代替ページはカスタマイズ可能。 

4 403 Forbidden を返却 HTTP メソッド対策において、403 Forbidden を返却する。 

5 Cookie の有効期限を 

更新して続行 

指定したクッキーの有効期間を、レスポンスに含まれている

クッキーの有効期間に書き換える。 

 

説明： 

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

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

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

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

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

・エラーページや代替ページのカスタマイズに併せて、HTTP ステータスコードを指定できます。 

 詳細は、「エラーページ追加/編集画面」をご参照ください。 

・SiteShell 動作定義を透過モードに設定した場合、監査ログには攻撃の記録が残りますが、対処 1～

4 は実行しません。詳細は、「SiteShell動作定義ファイル」をご参照ください。 
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脆弱性攻撃タイプ一覧と対処 
以下に、脆弱性攻撃タイプの一覧と対処を示します。 

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

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

 

表 2 脆弱性攻撃タイプ一覧と対処 

項

番 
攻撃タイプ 攻撃内容 対処内容 検査対象 

対

処 

1 バッファオー

バフロー 

パラメータにアプリケーション

が想定しているサイズより大

きなデータを入力することに

より、不正な動作を引き起こ

す。 

ユーザが指定した URI の長さを超えた場合、

エラーとする。 

また、リクエストヘッダに非 ASCII 領域(0x00～

0x7F 以外)の文字が含まれている場合、エ

ラーとする。 

リクエスト 

・URI（長さ） 

・ヘッダ(非 ASCII) 

1 

2 クロスサイト

スクリプティン

グ 

パラメータに応じて処理を行

う Web アプリケーションに対

して、スクリプトを含んだパラ

メータを送ると、制御情報

（Cookie）を取得されたり、読

み出された制御情報

（Cookie）が第三者のサーバ

に転送されたりする。 

スクリプトのサニタイジング、もしくはスクリプト

を含むリクエストをエラーとする。 

リンクインジェクション脆弱性の対処も含め

る。 

リクエスト 

・ヘッダ 

・パラメータ名 

1 

リクエスト 

・パラメータ値 

1 

リクエスト 

・パラメータ値 

2 

3 SQL インジェ

クション 

入力項目（パラメータ）に不

正に SQL 文を入力されるこ

とにより誤動作し、データ

ベースの内容を参照更新さ

れる。 

SQL インジェクションとなるリクエストのサニタ

イジング、もしくはスクリプトを含むリクエストを

エラーとする。 

リクエスト 

・ヘッダ 

・パラメータ名 

1 

リクエスト 

・パラメータ値 

1 

リクエスト 

・パラメータ値 

2 

4 クロスサイトリ

クエストフォー

ジェリ  

利用者が Web サイトに対し

て、利用者が意図しないリク

エストを実行させられてしま

う。  

SiteShell が付加する特殊なデータ（トークン）

によりクライアントの確認をおこない、トークン

が不正であれば、エラーとする。 

※次の条件を全て満たす場合にトークンを埋

め込む。 

(1)レスポンスボディに form タグを使用してい

る。 

(2)レスポンスヘッダに有効な Content-Length

を含んでいる。 

(3)レスポンスヘッダの Content-Type が

text/html である。 

リクエスト 

・パラメータ値 

1 

5 セッションハイ

ジャック／リプ

レイ  

利用者のセッション ID を攻

撃者が盗み、利用する。 

 

クッキーを操作する可能性のあるリクエストを

エラーとする。 

リクエスト 

・ヘッダ 

・パラメータ値 

1 
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項

番 
攻撃タイプ 攻撃内容 対処内容 検査対象 

対

処 

6 パラメータ改

ざん 

送受信するパラメータを改ざ

んされる。 

 

レスポンス内のパラメータ定義データを暗号

化し、次のリクエスト受信時にパラメータ内容

が不正であれば、エラーとする。 

※次の条件を全て満たす場合にパラメータを

暗号化する。 

(1)hidden パラメータが定義されている。 

(2)レスポンスヘッダに有効な Content-Length

を含んでいる。 

(3)レスポンスヘッダの Content-Type が

text/html である。 

リクエスト 

・パラメータ値 

1 

7 強制的ブラウ

ズ  

公開されている URL から、

様々な URL を推測して、参

照を試みること。 

本来公開されていない情報

にアクセスされる危険があ

る。 

指定した URL へのアクセスを検知した時、エ

ラーとする。 

リクエスト 

・URL 

1 

8 パストラバー

サル  

パスを指定するパラメータを

改ざんし、公開していない

ファイルを読み出そうとする

こと。 

パストラバーサルとなるリクエストをエラーとす

る。 

リクエスト 

・URI 

・パラメータ値 

1 

9 OS コマンドイ

ンジェクション  

入力項目に OS コマンドを入

力されることにより、Web

サーバマシン上で OS コマン

ドが実行される。  

OS コマンドインジェクションとなるリクエストを

エラーとする。 

リクエスト 

・ヘッダ 

・パラメータ名 

・パラメータ値 

1 

10 エラーコード  サーバから返却されるエラー

内容（SQL のエラーなど）に

よって、攻撃のヒントを与え

る。  

5xx エラー発生時、代替ページを表示する。 レスポンス 

・ステータスコード 

3 

11 HTTP のメ

ソッド 

HTTP のメソッドを利用する

攻撃。  

指定した HTTP メソッドをブロックする。 

 

※Apache 版では「TRACE」指定は無効。 

「TRACE」をブロックするには、Apache の設定

で TraceEnable ディレクティブを off にする必

要がある。 

リクエスト 

・HTTP メソッド 

4 

12 Cookie に関

する脆弱性 

Cookie に格納されたデータ

を推測することにより、不正

アクセスのための情報を得ら

れる場合がある。 

指定した Cookie を暗号化して、推測困難な値

にする。 

リクエスト 

・Cookie 

1 

Cookie の有効期限が長すぎ

ることにより、なりすましされ

やすくなる。 

Cookie に含まれる有効期限を、指定された値

に書き換える。 

レスポンス 

・Cookie 有効期限 

5 

13 IP フィルタリ

ング 

― 指定した IP アドレスをブロックする。 

※IP アドレスのブラックリストは自動生成可

能。詳細は「IPブラックリスト」を参照。 

リクエスト 

・接続元 IP アドレス 

1 
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項

番 
攻撃タイプ 攻撃内容 対処内容 検査対象 

対

処 

14 チャンク転送

エンコーディ

ングに関する

脆弱性 

― データサイズ不正、RFC 準拠違反であるデー

タ送信をブロックする。 

レスポンス 

・ヘッダ 

・ボディ 

1 

15 パスワードリ

スト攻撃 

攻撃者が別 Web サイトから

不正取得した認証 ID とパス

ワードのリストを流用しログ

インを試行する。 

パスワードリスト攻撃の兆候をカウントし、閾

値を超えた場合にブロックする。 

 

※本対処は自動生成した IP ブラックリストに

よりブロックする。 

リクエスト 

・URI 

・ヘッダ 

・パラメータ名 

・パラメータ値 

レスポンス 

・ステータスコード 

・ヘッダ 

・ボディ 

1 

※表中用語説明： 

   リクエスト HTTP(HTTPS)に流れるリクエストデータ 

   レスポンス HTTP(HTTPS)に流れるレスポンスデータ 
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脆弱性攻撃チェック ON/OFF/無効の設定 
クロスサイトスクリプティング(XSS)、SQL インジェクション(SQL)、セッションハイジャック/リプレイ(SF)、

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

とに細かく対策 ID が定義されています。 

 

表 3 脆弱性攻撃タイプと対策 ID 

攻撃タイプ ID 

クロスサイトスクリプティング XSS-nnnn-mm 

SQL インジェクション SQL-nnnn-mm 

セッションハイジャック/リプレイ SF-nnnn-mm 

パストラバーサル PT-nnnn-mm 

OS コマンドインジェクション OSC-nnnn-mm 

※ nnnn = 攻撃タイプごとの通番 

mm = 対策 ID の版数 

 

対策 ID に対してはそれぞれに対処動作（ON/OFF/無効)を設定できます。 

また使用する対策 ID の版数を指定することもできます。 

設定内容の詳細は脆弱性対策設定ファイルをご参照ください。 

 

 

SiteShell の動作モードの種類 
動作モードは、ライセンス ID の登録状態と、SiteShell動作定義ファイルの penetratemode プロパティの

値で決まります。 

動作モードに関わらず、攻撃を検知した場合には監査ログが出力されます。 
 

表 4 SiteShell の動作モードの種類 

動作モード ライセンス ID 
penetratemode 

プロパティ値 

攻撃を検知した場合の 

対処動作 
本番モード 有効 ｏｆｆ する （*1） 

透過モード 

（テストモード） 
有効 ｏｎ しない 

お試しモード 
無効 

（*2） 

ｏｆｆ しない （*3） 

ｏｎ しない 

 *1：脆弱性対策の定義ファイルの１つである脆弱性対策パッケージは複数世代を保持することが

できますが、このうち対処動作するのは受入れ済みの脆弱性対策パッケージに含まれる脆弱

性対策定義（対策 ID）のいずれかの版数のみです。 

詳細はSiteShell動作定義ファイルの logic.accepted_version や logic.accepted_version のプロ

パティ説明をご参照ください。 

 *2：未登録や有効期限切れのライセンス ID を登録している場合に無効と判定されます。 

また NW 型 SiteShell に登録可能な「コア数制限型ライセンス」では、動作環境のコア数が 

ライセンスで許容するコア数の制限を超えた場合に無効と判定されます。 

*3：「お試し用脆弱性対策」のみ対処動作を行います。 
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運用管理コンソール 

 

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

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

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

また、複数台の Web サーバをグループ化することにより、分析や設定変更をまとめて実施することもで

きます。 

 

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

 

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

 

 

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

その Web サーバの起動時に登録されます。 

自動登録機能の詳細に関しては「運用管理サービス」をご参照ください。 

 

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

 

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

 

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

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

ご参照ください。 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

です。 

運用管理サービスを導入することで、下記の機能を利用することができます。 

・ Web サーバの自動登録機能 

・ Web サーバの自動削除機能 

 

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

ス)側の設定が必要になります。 

これらの設定に関しては、以下をご参照ください。 

・ 運用管理サービスの設定 

「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」-「第 3.4 章 運用管理サービスの導入」 

・ SiteShell 側の、運用管理サービスに関する設定 

「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」-「第 3 章 SiteShell の導入」の SiteShell フィル

タ機能の各種類に応じた「運用管理サービスに対する設定」 

 

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

以下にそれぞれのモジュールの関係を図示します。 

 

 
 

 

管理サーバ A 

WebAP 

 

  
SiteShell 

運用管理コンソー

ル DB 

運用管理 

コンソールマシン 

 

運用管理 

コンソール 

管理サーバ B 

WebAP 

 

  
SiteShell 

起動通知 

稼動確認

要求 

・管理ノードの自動登録 

・稼動状態の更新 

情報の取得・表示 

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

ソールに登録できます。 

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

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

バを登録します。 

 

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

自動削除の対象になるのは、自動登録された web サーバだけです。 

自動削除までの猶予期間は、運用管理サービス設定ファイルの auto.delete.node プロパティで設定し

ます。 
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オンライン自動更新サービス 

 

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

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

おく必要があります。 

オンライン自動更新サービスの有効化については「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の

「第 3 章 SiteShell の導入」をご参照ください。 

 

オンライン自動更新サービスは、一定の間隔で更新サーバへ接続し、SiteShell の脆弱性対策定義（脆

弱性対策パッケージ、不審検知パッケージ、IP ブラックリスト配信ファイル）が更新されているかを確認

します。もし更新されていれば、最新の脆弱性対策定義をダウンロードし、更新します。この際 Web

サーバを停止する必要はありません。 

 

もし、脆弱性対策定義の更新中にリクエストとレスポンスを送受信した場合は、更新前の脆弱性対策

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

エストとレスポンスを処理します。 

 

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

「24 時間」間隔です。 

 

オンライン自動更新サービスが接続する更新サーバの IP アドレスは変更することがありますので、有

効化の際には下記をご留意ください。 

 ・更新サーバはホスト名で指定する。（IP アドレスで指定しない） 

 ・更新サーバへの接続はプロキシサーバを中継するよう指定する。 

該当事項を留意した、オンライン自動更新定義ファイルで運用することにより、更新サーバの IP アドレ

スが変更された場合でも SiteShell の設定変更は必要ありません。 

設定方法については「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「第 3 章 SiteShell の導入」を

ご参照ください。 
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パケットリレー機能 

 

スニッフィング方式による NW 型 SiteShell を導入するために使用する機能です。 

本機能を導入することで、ネットワークに流れるパケットをスニッフィング（盗聴）し、HTTP リクエストとし

て整形したデータを NW 型 SiteShell へ転送することができます。 

本機能がスニッフィングできる環境に導入（ポートミラーリング付きのハブに接続）することで、既設の

ネットワークやサーバの構成を変更せず、脆弱性定義の検知効果を検証することができます。 

 

 
 

 

本機能は HTTP 通信以外のスニッフィングをサポートしていません。 

また IPv4 のみサポートしています。IPv6 はサポートしていません。 

本機能の設定内容はパケットリレー設定ファイルのプロパティ説明をご参照ください。 

 

本機能の導入については「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「3.8.1.4 章 スニッフィン

グ方式」をご参照ください。 
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ログ機能 

 

SiteShell は、監査ログ、ノード稼動状況ログ、更新サービス状態ログ、動作ログといったログファイルに、

実行中の動作や、攻撃情報を記録します。 

 

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

また管理ノード毎の直近の稼動状況を表示することができます。 

運用管理コンソールの利用方法は、「SiteShellの運用」をご参照ください。 
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監査ログ 
監査ログは、SiteShell が攻撃を検出した時、攻撃情報、および SiteShell が攻撃に対して行った対処

動作の情報を記録します。 

運用管理コンソールでは、このログを元に攻撃検知状況を通知することができます。詳しくは「情報通

知機能」をご参照ください。 

また監査ログの詳細データを併せて記録することで、リクエストおよびレスポンスのデータ内容を運用

管理コンソールで照会することもできます。詳しくは「監査ログ詳細画面」をご参照ください。 

 

 

出力場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/audit/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/audit/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

 

 

ファイル名： 

audit.log、または audit.日付.log 

 

 

フォーマット： 

[日付 時間][詳細 UUID][攻撃タイプ][対策 ID/検知 ID][対処動作][IP(攻撃元)][URL(攻撃目

標)][攻撃場所]キーワード 

 

説明： 

[日付 時間]: 攻撃の日付と時間 

[詳細 UUID]: 監査ログの詳細データファイルと紐づけるための UUID 

[攻撃タイプ]: 攻撃の種類 

[対策 ID/検知 ID]: SiteShell の脆弱性対策定義の ID。 

いずれの ID とも関連しない攻撃の場合、[]で表示されます。 

[対処動作]: SiteShell が該当攻撃に対して行った動作内容。以下の 7 つがあります 

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

②replace  危険な文字列を書き換える 

③allow    アクセスを許可する(対策未実施) 

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

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

⑥detect  攻撃の疑いのある不審な文字列を検出(対策未実施) 

⑦count  パスワードリスト攻撃の条件を満たすアクセスを検出（IP ブラックリストに追加） 

[IP(攻撃元)]: 攻撃者の IP アドレス 

[URL(攻撃目標)]: 攻撃された URL 

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

キーワード: 攻撃内容 
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サンプル： 

[2008/02/03 10:30:28][HHHHHHHH-HHHH-3HHH-hHHH-HHHHHHHHHHHH][SQL][SQL-0001-

01][forward][172.28.140.99][/webtest/action.jsp][paramValues]checkName=select a from a wh

ere a 

 

 

ログローテーション： 

監査ログは運用中にローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

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

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション audit.log ログファイルが指定したファイルサイズに達すると

ローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイル」

をご参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

  

(例)  audit.log 

audit.log.1 

audit.log.2 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 

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

マットで出力され、日付単位でローテーションしま

す。また、その日付内においてサイズによるロー

テーションも指定可能です。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイル」

をご参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

  

(例)  audit.2010-04-28.log 

audit.2010-04-27.log 

audit.2010-04-27.log.1 

audit.2010-04-26.log 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 
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更新サービス状態ログ 
更新サービス状態ログは、脆弱性対策定義（脆弱性対策パッケージ、不審検知パッケージ、IP ブラック

リスト配信ファイル）のダウンロード状況および適用状況を記録します。 

運用管理コンソールでは、このログを元に脆弱性対策定義の適用状況を通知することができます。詳

しくは「情報通知機能」をご参照ください。 

 

 

出力場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/updateService/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/updateService/ 

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

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/logs/updateService/ 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

またオンライン自動更新サービスなどの共通した処理は、主サーバ側のフォルダに記録されます。 

 

 

ファイル名： 

ログはコンポーネント毎に記録されます。 

siteshellStatus.log (SiteShell フィルタ) 

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

 

 

フォーマット： 

[日付 時間][ステータス][現在の脆弱性対策定義バージョン][最新の脆弱性対策定義バージョン]

メッセージ  

 

説明： 

[日付 時間]: ログ記録の日付と時間 

[ステータス]: 脆弱性対策定義の更新成功または更新失敗 

・Success            脆弱性対策定義の更新は異常なし 

・Success_Logic       脆弱性対策パッケージの更新成功 

・Success_DetectLogic   不審検知パッケージの更新成功 

・Success_DarklistLogic  IP ブラックリスト配信ファイルの更新成功 

・Fail               脆弱性対策定義の更新は異常あり 

・Fail_Logic          脆弱性対策パッケージの更新失敗 

・Fail_DetectLogic      不審検知パッケージの更新失敗 

・Fail_DarklistLogic     IP ブラックリスト配信ファイルの更新失敗 

[現在の脆弱性対策定義バージョン]: 現在使用している脆弱性対策定義のバージョン 

[最新の脆弱性対策定義バージョン]: 更新される脆弱性対策定義のバージョン 

メッセージ: 更新失敗理由等の詳しいメッセージ 
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サンプル： 

[2009/02/03 10:30:28][Fail_Logic][current:20090131002][latest:20090131002]脆弱性対策定義

ファイルのダウンロードに失敗しました。サーバに接続できませんでした、ネットワークを確認してく

ださい。 

 

 

ログローテーション： 

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

ローテーション方式は『サイズローテーション』です。 

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション siteshellStatus.log 

onlineupdateStatus.log 

ログファイルが指定したファイルサイズに達する

とローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイ

ル」、「オンライン自動更新定義ファイル」をご参

照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下の

ようになります。 

 

 (例)  siteshellStatus.log 

siteshellStatus.log.1 

siteshellStatus.log.2 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイ

ルとなります。 
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ノード稼動状況ログ 
ノード稼動状況ログは、SiteShell 本体（SiteShell フィルタ、SiteShell サービス、オンライン自動更新

サービス）の動作情報、警告情報、エラー情報を記録します。 

このログは、運用管理コンソールから管理ノード毎に照会することができ、SiteShell 本体の稼動状況の

把握や一次解析時に役立ちます。詳しくは「ノード稼動近況画面」をご参照ください。 

 

 

出力場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/nodeStatus/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/nodeStatus/ 

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

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/logs/nodeStatus/ 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

また SiteShell サービスやオンライン自動更新サービスなどの共通した処理は、主サーバ側のフォ 

ルダに記録されます。 

 

 

ファイル名： ログはコンポーネント毎に記録されます。 

nodeStatus_ssf.log （SiteShell フィルタ） 

nodeStatus_log.log （ログサービス） 

nodeStatus_sss.log （SiteShell サービス） 

nodeStatus_ous.log （オンライン自動更新サービス） 

 

 

フォーマット： 

[日付 時間] [コンポーネント ID] [プロセス ID:スレッド ID] [重要度] [メッセージ ID] メッセージ 

 

説明： 

[日付 時間]: ログの記録日時 

[コンポーネント ID]: ログを記録したコンポーネントの ID 

・SSF SiteShell フィルタ 

・LOG ログサービス 

・SSS SiteShell サービス 

・OUS オンライン自動更新サービス 

[プロセス ID:スレッド ID]: ログを記録したプロセスおよびスレッドの ID 

[重要度]: 記録したログの重要度 

 ・FATAL プロセス停止など、一部または全ての機能が動作しない重大な事象の発生。 

 ・ERROR 特定の環境下や条件下において、処理が正常に動作しない事象の発生。 

 ・WARN 処理は動作しているが、ユーザの意図通りであるか確認が必要な事象の発生。 

 ・INFO 機能/処理の動作情報 

[メッセージ ID]: 記録したログのメッセージ ID 

メッセージ: 記録したログのメッセージ本文。 ※メッセージは日本語表記のみ。 
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サンプル： SiteShell フィルタの INFO メッセージ 
[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A020501] SiteShell フィルタの初期化を行います。… 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A0S0A01] ライセンス ID を認識しました。 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A070801] フィルタエンジンを有効にしました。 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A070601] 動作モードを確認します。 

： 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A07060U] 動作モードを確認しました。 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A07030D] 脆弱性対策パッケージを使用できます。… 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A07030E] 不審検知パッケージを使用できます。… 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A07030F] IP ブラックリスト配信ファイルを使用できます。… 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A07030I] 本番モードで動作します。 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A0I0102] 更新された設定は自動で反映されます。… 

[YYYY/MM/DD hh:mm:ss] [SSF] [9999:9999] [INFO] [I-A020504] SiteShell フィルタの初期化を行いました。… 

 

 

ログローテーション： 

ノード稼動状況ログは運用中にローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

ローテーション方式は『サイズローテーション』です。 

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション nodeStatus_ssf.log 

nodeStatus_log.log 

nodeStatus_sss.log 

nodeStatus_ous.log 

 

ログファイルが指定したファイルサイズに達すると

ローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイ

ル 」 、 「 オ ン ラ イ ン 自 動 更 新 定 義 フ ァ イ ル 」 、

「SiteShellサービス設定ファイル」をご参照くださ

い。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

 

 (例)  nodeStatus_ssf.log 

nodeStatus_ssf.log.1 

nodeStatus_ssf.log.2 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 
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動作ログ 
動作ログは、SiteShell 本体（SiteShell フィルタ、SiteShell サービス、オンライン自動更新サービス）の

動作情報、警告情報、エラー情報を記録します。 

ノード稼動状況ログと比べ、より詳細な情報が記録されています。 

またログ出力を DEBUG（デバッグ）レベルに変更することで、処理のトレース情報も記録することができ、

不測の事態における解析に役立ちます。 

 

出力場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/debug/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/debug/ 

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

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/logs/debug/ 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

また SiteShell サービスやオンライン自動更新サービスなどの共通した処理は、主サーバ側のフォ 

ルダに記録されます。 

 

 

ファイル名： ログはコンポーネント毎に記録されます。 

siteshell_debug.log （SiteShell フィルタ） 

siteshellservice_debug.log （SiteShell サービス） 

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

 

 

フォーマット： 

日付 時間 情報出力のファイル名:行数 クラス名::メソッド名 

レベル： メッセージ 

 

ログの出力レベルには、以下の 6 種類があります。 

 

                   高 

DEBUG（デバッグレベル） 

INFO（情報レベル） 

WARNING（警告レベル） 

ERROR（エラーレベル） 

FATAL（致命的エラーレベル） 

OFF（無効） 

                   低 

 

ロ

グ

の

詳

し

さ 
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説明： 

1.DEBUG SiteShell の機能/処理のトレース情報に関する記録を示す。 

 

2.INFO SiteShell の起動や設定ファイルの自動読み込みなど、SiteShell の機能/処

理に関する記録を示す。 

3.WARNING SiteShell の処理は動作しているが、ユーザの意図通りであるか確認が必要

な事象の発生を示す。 

4.ERROR SiteShell の処理が特定の環境下や条件下において正常に動作しない事象

の発生を示す。 

5.FATAL SiteShell のプロセス停止や動作環境のファイルシステム異常など、SiteShell

の一部または全ての機能が動作しない重大な事象の発生を示す。 

9.OFF 情報を出力しない。 

 

 

 

サンプル： SiteShell フィルタの INFO メッセージ 

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

情報: サイトシェルの初期化を開始します 

 

 

ログローテーション： 

動作ログは運用中にローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

ローテーション方式は『サイズローテーション』です。 

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション siteshell_debug.log 

siteshellservice_debug.log 

onlineupdate_debug.log 

 

ログファイルが指定したファイルサイズに達

するとローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファ

イル」、「SiteShellサービス設定ファイル」をご

参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下

のようになります。 

 

 (例)  siteshell_debug.log 

siteshell_debug.log.1 

siteshell_debug.log.2 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログ

ファイルとなります。 

※オンライン自動更新サービスの動作ログ

は、ファイルサイズが 200KB に達するとロー

テーションします。 

またローテーション数は 2 ファイルです。 
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エラーページファイル保存 
エラーコード対策を有効にして運用すると、5xx エラー発生時の画面を SiteShell の代替画面に変更し

てブラウザへ送信します。 

この時、代替画面に変更する前の元のエラー画面を、以下の場所に一定個数保存します。 

 

 

保存場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/errorcode/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/errorcode/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

 

 

ファイル名： 

YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

 

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

 

 

ファイルローテーション： 

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

最大保存ファイル数を超える場合、最も古い保存ファイルから削除されます。 
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レスポンスデータ保存 
ユーザルール定義で定義したデータパターンに一致するレスポンスデータを検出すると、SiteShell の

エラー画面、または指定データを置換した代替画面をブラウザへ送信します。 

この時、代替画面に変更する前の元の画面を、以下の場所に一定個数保存します。 

 

 

保存場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/errorresponse/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/errorresponse/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

 

 

ファイル名： 

YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

 

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

 

 

ファイルローテーション： 

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

最大保存ファイル数を超える場合、最も古い保存ファイルから削除されます。 
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稼動確認ログ 
稼動確認ログは、SiteShell 稼動状態確認リクエストを検知し、その結果を出力するためのログです。

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

 

出力場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/alive/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/alive/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

 

 

ファイル名： 

alive.log、または alive.日付.log 

 

 

フォーマット： 

[日付 時間][確認タイプ][][対処動作][IP(要求元)][URL(要求目標)][検出場所]メッセージ 

 

説明： 

[日付 時間]: 確認した日付と時間 

[確認タイプ]: 確認の種類 

  ・START プロセスの起動確認 

  ・STOP プロセスの停止確認 

  ・CONFIG_UPDATE 設定ファイルの更新確認 

  ・ALIVE 稼動状態の確認 

[対処動作]: 稼動状態確認リクエストに対する対処動作。（監査ログと同じ内容） 

[IP(要求元)]: 稼動状態確認リクエストの要求元 IP アドレス 

[URL(要求目標)]:  稼動状態確認リクエストの要求先 URL 

[検出場所]: 稼動状態確認リクエストの検出場所 

メッセージ: 記録したログのメッセージ本文 

 

 ※稼動状態の確認では、メッセージに 「 <SiteShell_Alive_Check> 」 が記録されます。 

 

 

サンプル： 

[2010/04/27 14:58:26][ALIVE][][forward][127.0.0.1][/][paramNames]<SiteShell_Alive_Check> 
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ログローテーション： 

稼動確認ログは運用中にローテーションし複数のファイルに出力されます。 

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

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション alive.log ログファイルが指定したファイルサイズに達すると

ローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイル」

をご参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

 

(例)  alive.log 

alive.log.1 

alive.log.2 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 

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

マットで出力され、日付単位でローテーションしま

す。また、その日付内においてサイズによるロー

テーションも指定可能です。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイル」

をご参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

  

(例)  alive.2010-04-28.log 

alive.2010-04-27.log 

alive.2010-04-27.log.1 

alive.2010-04-26.log 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 

 

 



 

33  

アクセスログ 
アクセスログは、ユーザルール定義で指定したアクセスログ出力条件を満たすリクエストを検出した際

に出力します。 

 

 

出力場所： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/access/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logs/access/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

  ※Apache 版および NW 型では、主サーバと仮想ホストまたは仮想 Web サイトに分けて記録します。 

 

 

ファイル名： 

access.log、または access.日付.log 

 

 

フォーマット： 

[日付 時間][接続要求元 IP][URL]キーワード 

 

説明： 

[日付 時間]: アクセスの日付と時間を出力します。 

[接続要求元 IP]: 接続要求元 IP アドレスを出力します。 

[URL]: アクセスされた URL を出力します。 

キーワード: ユーザルール定義ファイルの action 要素 arg 属性に指定したフォーマットに 

従って出力します。 

 

 

サンプル： 

[2014/04/20 17:13:02][192.168.123.10][/login]login:userid=usera  result:statusCode=200  resph

eader:Location:/home 
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ログローテーション： 

アクセスログは運用中にローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

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

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

サイズローテーション access.log ログファイルが指定したファイルサイズに達すると

ローテーションします。 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイル」

をご参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

 

(例)  access.log 

access.log.1 

access.log.2 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 

日付ローテーション access.日付.log ファイル名の「日付」には「yyyy-mm-dd」のフォー

マットで出力され、日付単位でローテーションしま

す。また、その日付内においてサイズによるロー

テーションも指定可能です 

設定方法については「SiteShell動作定義ファイル」

をご参照ください。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

 

(例)  access.2014-04-28.log 

access.2014-04-27.log 

access.2014-04-27.log.1 

access.2014-04-26.log 

         ： 

※付加した数字が小さいほど、新しいログファイル

となります。 
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パケットリレー動作ログ 
パケットリレー動作ログは「パケットリレー機能」の動作情報、警告情報、エラー情報を記録します。 

 

 

出力場所： 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/ logs/debug/ 

 

 

ファイル名： 

SiteShellPacketRelay.日付.log 

 

 

フォーマット： 

[日付 時間][スレッド ID][ログレベル]ログ内容 

 

説明： 

[日付 時間]: ログを記録した日付と時間 

[スレッド ID]: ログを記録した処理のスレッドの ID 

[ログレベル]: 記録したログの重要度 

ログ内容: 記録したログのメッセージ本文 

 

※ログの出力レベルは、パケットリレー設定ファイルの log.level プロパティで設定します。 
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サンプル： 
[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO] Packet Relay started. 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   log.level=4 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   sniffer.eth=peth0 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   sniffer.ip.dst=xxx.xxx.xxx.xxx 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   sniffer.port.dst=80 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   sniffer.thread.num=15 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   transfer.ip=yyy.yyy.yyy.yyy 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   transfer.port=80 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   transfer.thread.num=35 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   transfer.timeout=5 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   reception.waittime=20 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   statistics.output=1 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   statistics.interval=1 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   packet.output=19 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO]   packet.ip.src= 

[2016/08/02 18:16:57] [0x000000004.2e5b940] [INFO] The statistical thread started. 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO] The reception threads started. Number of the threads = 15 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO] The release thread started. 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO] The transfer threads started. Number of the threads = 35 

[2016/08/02 18:16:57] [0x00002b6b129b8f00] [INFO] The resident process started. 

 

 

ログローテーション： 

パケットリレー動作ログは運用中にローテーションし、複数のファイルに出力されます。 

ローテーション方式は『日付ローテーション』です。 

 

ローテーション方式 出力ファイル名 説明 

日付ローテーション SiteShellPacketR

elay.日付.log 

ファイル名の「日付」には「yyyy-mm-dd」のフォー

マットで出力され、日付単位でローテーションしま

す。 

その日付内においてサイズによるローテーションは

行われません。不要なログは手動で削除してくださ

い。 

 

ローテーションした場合のファイル名は以下のよう

になります。 

 

(例)  SiteShellPacketRelay.2016-07-31.log 

SiteShellPacketRelay.2016-08-01.log 

SiteShellPacketRelay.2016-08-02.log 

         ： 
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モニタリング機能 

 

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

の機能です。 

モニタリング機能では、以下の４種類の情報を収集できます。 

・ 攻撃件数 

・ 不審件数 

・ サービスの死活状況 

・ 脆弱性対策定義の更新状況 

 

モニタリング機能で収集した情報は以下の３種類の方法で出力できます。 

・ ファイルへの出力 

・ SNMPトラップの呼び出し 

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

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

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

 

 
 

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

<SiteShell インストール先フォルダ>/bin/ 

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

<運用管理サービスインストール先フォルダ>/bin/ 

 

コマンド構文： 

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

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

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

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

 

オプション 説明 

--attack 攻撃件数の確認処理を実施します。 

--detect 不審件数の確認処理を実施します。 

--alive サービスの死活状況の確認処理を実施します。 

--updatestatus 脆弱性対策定義の更新状況の確認処理を実施します。 

-t 時間 

オプション "--attack" および "—detect” を指定した際に指定可能

です。 

現在から遡っていつまでの情報を送信するかの期間を指定します。 

“時間”部分に分単位で 1～86400 の数字を入力します。 

指定を省略した場合は 5[min]が指定されたものとして動作します。 

-p サービス識別子 

オプション “—alive”を指定した際に必ず指定します。 

死活状況を確認する対象となるサービスを指定します。 

“サービス識別子”にはサービス識別子を指定し、区切り文字”,”を用い

て複数指定可能。 

サービス識別子の種類に関しては「表 6 サービス識別子一覧」をご参

照ください。 

-s 
SNMP トラップの発信を指定します。 

省略した場合、モニタリングデータを SNMP トラップへ発信しません。 

-o 出力ファイル名 

出力先のファイルを指定します。 

指定ファイルの拡張子は “.csv” としてください。 

省略した場合、モニタリングデータをファイルへ出力しません。 

 

※収集する情報ごとに異なる出力ファイル名を指定します。 

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

以下に一覧を記載します。 

 

表 5 状況確認の種類 

状況確認の種類 

ﾎ
ｽ

ﾄ型
S
it
eS

he
ll 

IIS
版

 

ﾎ
ｽ

ﾄ型
S
it
eS

he
ll 

A
pa

ch
e 

W
id

o
w

s
版

 

ﾎ
ｽ

ﾄ型
S
it
eS

he
ll 

A
pa

ch
e 

L
in

ux
版

 

N
W

型
S
it
eS

he
ll 

運
用

管
理

コ
ン

ソ
ー

ル
 

運
用

管
理

サ
ー

ビ
ス

 

攻撃件数 ○ ○ ○ ○   

不審件数 ○ ○ ○ ○   

サービスの死活状況(※) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

脆弱性対策パッケージの更新状況 ○ ○ ○ ○   

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

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

 

➢ 攻撃件数 

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

オプション”-t”を指定することで集計対象とする時間間隔を変更できます。 

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

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 攻撃件数 

 

 

➢ 不審件数 

SiteShell が過去 5 分間に検知した不審なアクセスの件数を、「監査ログ」から集計します。 

オプション”-t”を指定することで集計対象とする時間間隔を変更できます。 

対処動作が「detect」の場合にカウントされます。 

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 不審件数 
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➢ サービスの死活状況 

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

 

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

識別子によって決まります。 

サービス識別子と対象サービスの対応は以下です。 

 

表 6 サービス識別子一覧 

○：有効なサービス識別子 

サービス

識別子 
対象サービス 

ﾎ
ｽ

ﾄ型
S
it
eS

he
ll 

IIS
版

 

ﾎ
ｽ

ﾄ型
S
it
eS

he
ll 

A
pa

ch
e 

W
id

o
w

s
版

 

ﾎ
ｽ

ﾄ型
S
it
eS

he
ll 

A
pa

ch
e 

L
in

ux
版

 

N
W

型
S
it
eS

he
ll 

運
用

管
理

コ
ン

ソ
ー

ル
 

運
用

管
理

サ
ー

ビ
ス

 

iis Internet Information Services ○      

waf Apache HTTP Server  ○ ○    

nw Web プロキシサービス    ○   

sss SiteShell サービス ○ ○ ○ ○   

ous オンライン自動更新サービス ○ ○ ○ ○   

log ログサービス(※)   ○ ○   

omc 運用管理コンソール     ○  

oms 運用管理サービス      ○ 

win 「iis,waf,sss,ous」に同じ ○ ○     

linux 「waf,nw,sss,ous,log」に同じ   ○ ○   

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

「ログ機能」を実現するためのサービスです。 

 

 

サービスの死活状況は、対象サービスの稼動状態を以下の数字で表現します。 

死活状況 稼動状態 

1 稼動中 

0 停止 

-1 状況取得エラー 

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 死活状況 
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➢ 脆弱性対策定義の更新状況 

脆弱性対策定義の更新状況とは、オンライン自動更新サービスによる脆弱性対策定義（脆弱

性対策パッケージ、不審検知パッケージ、IP ブラックリスト配信ファイル）の更新状況、および

SiteShell 本体への適用状況を指します。 

 

脆弱性対策定義の更新状況は、確認結果を以下の数字で表現します。 

更新状況 確認結果 

1 最新の脆弱性対策定義が反映されている。 

0 
最新の脆弱性対策定義のダウンロードに失敗しているか、未反映

の脆弱性対策定義がある。 

-1 脆弱性対策定義の更新状況の取得に失敗した。 

 

モニタリングデータとして出力する内容は以下です。 

・ データ取得日時 

・ 更新状況 

 

 

脆弱性対策定義の更新状況は、「更新サービス状態ログ」に出力された最新のログに含まれ

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

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

 

➢ ファイルへの出力 

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

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

指定します。 

 

ファイルへの出力に関する詳細を以下に説明します。 

 

ファイルの 

出力場所 

コマンドを実行するコンポーネントにより異なります。 

 

SiteShell 本体の場合： 

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

運用管理コンソールの場合： 

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

INF/logs/monitoring 配下 

運用管理サービスの場合： 

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

 

ファイル名 
コマンド実行時のオプション”-o”でファイル名になります。 
指定ファイルの拡張子は “.csv” としてください。 
 

出力 

フォーマット 

出力フォーマットは、ファイルの 1 行目にその列の列名を記載します。 

2 行目以降は、コマンドの実行の結果を一行ごとに記載します。 

 

出力される列の種類は、確認状況の種類により異なります。 

 

攻撃件数の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

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

ます。 

 

<ファイルの出力例> 

TIME,ATTACKCOUNT<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,18<改行> 

     ： 

2013/06/26 23:50:00,0<改行> 

2013/06/26 23:55:00,0<改行> 
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不審件数の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

DETECTCOUNT 
不審件数 ( カウントした監査ログの件数 ) を記載し

ます。 

 

<ファイルの出力例> 

TIME,DETECTCOUNT<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,18<改行> 

     ： 

2013/06/26 23:50:00,0<改行> 

2013/06/26 23:55:00,0<改行> 

 
 

サービスの死活状況の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

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

-1 )を記載します。 

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

記載します。 

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

( 1 or 0 or -1 )を記載します。 

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

します。 

OUS 
オンライン自動更新サービスの死活状況 ( 1 or 0 or -

1 )を記載します。 

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

す。 

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

載します。 

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

します。 

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

たサービスの列のみ出力します。 

 

<ファイルの出力例> 

サービス識別子”win”を指定した場合 

TIME,IIS,WAF,SSS,OUS<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1,0,1,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,1,0,1,1<改行> 

     ： 

2013/06/26 13:50:00,0,0,1,1<改行> 

2013/06/26 23:55:00,0,0,1,1<改行> 
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脆弱性対策定義の更新状況の場合： 

列名 記載内容 

TIME 
モニタリング機能を実行した時間を「YYYY/MM/DD 

hh:mm:SS」の形式で記載します。 

UPDATESTATUS 
脆弱性対策定義の更新状況 ( 1 or 0 or -1 )を記載し

ます。 

 

<ファイルの出力例>  

TIME,UPDATESTATUS<改行> 

2013/06/26 13:00:00,1<改行> 

2013/06/26 13:05:00,1<改行> 

     ： 

2013/06/26 23:50:00,-1<改行> 

2013/06/26 23:55:00,1<改行> 

 

 

 

 

➢ SNMP トラップの呼び出し 

モニタリング機能では、モニタリングデータを SNMP トラップ通知のメッセージとして発信するこ

とができます。 発行する SNMP トラップのコマンドラインは、 環境設定ファイルの snmpcmd.N

N プロパティと snmpcmd.enbedded プロパティで指定します。 

 

 

➢ 外部コマンドの呼び出し 

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

ます。 外部の「運用監視システム」は、環境設定ファイルの cloud.cmd.suffix プロパティで指定

します。 

 

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

cloud.cmd.suffix プロパティの設定値 運用監視システム 

CLOUDWATCH Amazon CloudWatch 

 

Amazon CloudWatch の利用 

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

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

 

※注意 

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

 

<想定要件> 

・ Linux 環境において、cron でモニタリング機能を実行する 

・ 攻撃件数を 5 分ごとに監視する 

・ 不審件数を 5 分ごとに監視する 

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

・ 脆弱性対策定義の更新状況を 1 時間ごとに監視する 

・ 実行した結果（モニタリングデータ）を全てファイルに出力する 

・ 実行した結果（モニタリングデータ）を全て SNMP トラップ通知のメッセージとして発行する 

（SNMPv2c バージョンの場合） 

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

1. 環境設定ファイルの cloud.cmd.suffix プロパティを設定します。 

例） 

cloud.cmd.suffix = CLOUDWATCH 

 

2. 同じく、snmpcmd.01 プロパティと snmpcmd.enbedded プロパティを設定します。 

例） 

snmpcmd.01 = snmptrap -v 2c [オプション] [時刻] [OID] [TYPE]  “MoniData” 

snmpcmd.enbedded = MoniData 

・[オプション] [時刻] [OID] は、適宜設定してください。 

・[TYPE] は、’s’（STRING 型）を指定してください。 

・例では”MoniData” 箇所にモニタリングデータが置換され、SNMP トラップを発行します。 

※snmptrap コマンドがインストールされていることを確認してください。 

 

3. 下記の 4 つのコマンドを cron へ登録します。 

① 攻撃件数を実施するコマンド 

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

 AttackStatus.csv 

 

② 不審件数を実施するコマンド 

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

 DetectStatus.csv 

 

③ サービスの死活状況を実施するコマンド 

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

-o AliveStatus.csv 

 

④ 脆弱性対策定義の更新状況を実施するコマンド 

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

-o UpdateStatus.csv 

 

 

例） 

# crontab -e 

 

0-59/5 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --attack -t 6 -s -o 
AttackStatus.csv 

 

0-59/5 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --detect -t 6 -s -o 
DetectStatus.csv 

 

0-59/5 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --alive -p linux -s 
-o AliveStatus.csv 

 

0 * * * * /opt/SiteShell_Apache/bin/SSMonitoring --updatestatus -s -o Upda
teStatus.csv 
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<説明> 

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

 

手順”2” とコマンドオプション ”-s” 指定によって、実行した結果を全て SNMP トラップ通知で

メッセージを発行するようになる。 

 

攻撃件数を収集するコマンドでは、「--attack」を指定する。 

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

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

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

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

なる。 

 

不審件数を収集するコマンドでは、「--detect」を指定する。 

実施間隔に関する注意点は、攻撃件数の記載と同様である。 

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

なる。 

 

サービスの死活状況を実施するコマンドでは、「--alive」を指定する。 

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

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

 

脆弱性対策定義の更新状況を実施するコマンドでは、「--updatestatus」を指定する。 

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

なる。 
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SiteShell フィルタ機能の動作確認 

 

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

 

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

ことができます。 

 

お試し用脆弱性対策一覧 

お試し用脆弱性対策には、以下の 7 種類が存在します。 

 

対策 ID 攻撃タイプ 対処動作 お試し用攻撃文字列 

SQL-9900-mm SQL forward <SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test_uri> 

<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test_filename> 

<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test_headers> 

<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test_paramNames> 

<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test_paramValues> 

SQL-9901-mm SQL replace <SiteShell_SQL_Injection_Sanitizing_Test> 

<SiteShell_SQL_Injection_Sanitizing_Test_paramValues> 

XSS-9900-mm XSS forward <SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test> 

<SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test_uri> 

<SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test_filename> 

<SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test_headers> 

<SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test_paramNames> 

<SiteShell_Cross_Site_Scripting_Error_Test_paramValues> 

XSS-9901-mm XSS replace <SiteShell_Cross_Site_Scripting_Sanitizing_Test> 

<SiteShell_Cross_Site_Scripting_Sanitizing_Test_paramValues> 

PT-9900-mm PT forward <SiteShell_Path_Traversal_Error_Test> 

<SiteShell_Path_Traversal_Error_Test_uri> 

<SiteShell_Path_Traversal_Error_Test_filename> 

<SiteShell_Path_Traversal_Error_Test_headers> 

<SiteShell_Path_Traversal_Error_Test_paramValues> 

<SiteShell_Path_Traversal_Error_Test_paramNames> 

OSC-9900-mm OSC forward <SiteShell_OS_Command_Injection_Test> 

<SiteShell_OS_Command_Injection_Test_uri> 

<SiteShell_OS_Command_Injection_Test_filename> 

<SiteShell_OS_Command_Injection_Test_headers> 

<SiteShell_OS_Command_Injection_Test_paramNames> 

<SiteShell_OS_Command_Injection_Test_paramValues> 

SF-9900-mm SF forward <SiteShell_Session_Fixation_Test> 

<SiteShell_Session_Fixation_Test_uri> 

<SiteShell_Session_Fixation_Test_filename> 

<SiteShell_Session_Fixation_Test_headers> 

<SiteShell_Session_Fixation_Test_paramNames> 

<SiteShell_Session_Fixation_Test_paramValues> 

※対策 ID の mm は版数番号を表します。 詳細は「表 3 脆弱性攻撃タイプと対策ID」を参照。 
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擬似攻撃の実施 
この節では、お試し用文字列を用いた擬似攻撃を行う手順について説明します。 

 

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

 

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

 

説明： 

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

"?test="の後にお試し用攻撃文字列を入力します。 

 

監査ログファイルを開いて、攻撃が検出されていることを確認します。 

 

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

test=<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

 

説明： 

監査ログファイルの保存場所は、「監査ログ」をご参照ください。 

 

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

 

本章では、SiteShell の運用操作方法について説明します。 

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

更を行うことができます。 

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

ことができます。 
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運用管理コンソールでできること 

 

・複数管理ノードの集中管理 

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

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

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

 

SiteShell のタイプ 管理ノード単位 

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

ホスト型 SiteShell Apache 版 

（Windows 版／Linux 版） 

1 つの管理サーバに対して、1 つの管理ノードを持ちます。 

Apache の仮想ホストごとに環境設定を行っている場合は、主サー

バ、およびそれぞれの仮想ホストに対して、1 つずつ管理ノードを持

ちます。 

NW 型 SiteShell 1 つの仮想 Web サイトに対して、1 つの管理ノードを持ちます。 
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運用管理コンソールは、これら複数の管理ノードを 1 つの運用管理コンソールで集中管理することが

できます。 

 

 
 

 

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

す。 

 

運用管理コンソール 

管理サーバ（Web サーバ） 

IIS 版 SiteShell 

Web ブラウザ 

Apache 版 SiteShell 

Apache 型 SiteShell 

主サーバ 

VirtualHost1 

管理サーバ（Web サーバ） 

管理サーバ（Web サーバ） 

管理ノード単位に

全ての稼動状況を

集中管理 
NW 型 SiteShell 

WebSite1 

WebSite2 

管理サーバ（プロキシサーバ） 

VirtualHost2 
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・管理ノードのグループ化 

複数の管理ノードをノードグループにまとめ一括して管理することができます。 

 

・ノードグループとは 

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

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

チェック対象外定義の反映を行うことができます。 

 

 
 

 
・グループデフォルトとは 

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

定値のことであり、ノードグループごとに保持しています。 

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

る項目を適用します。 

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

 

 

 

グループ 

運用管理コンソール 

管理サーバ 

WebSite2 

SiteShell 

管理サーバ 

SiteShell 

グループ内の管理ノードに

対して同じ設定を反映。 

Web ブラウザ 

□□□ 

 

SQL-0001 ON 

SQL-0002 OFF 

 SQL-0003 未設定 

 

対策 ID 一覧 

運用管理コンソールでグループに対

する設定を実施。 

WebSite1 
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・ユーザ管理 

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

ドレスを登録できます。 

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

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

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

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

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

 

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

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

理者ユーザとなり、全ての操作が可能です。 

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

す。 

 

 
 

 

システム管理者 

ユーザ 11(ユーザ管理権限あり) 

ユーザ 12(ユーザ管理権限なし) 

ユーザグループ 2(ノード管理権限なし) 

ユーザ 21(ユーザ管理権限あり) 

ユーザ 22(ユーザ管理権限なし) 

管理ノード 11 

管理ノード 12 

ノードグループ 1 

管理ノード 21 

管理ノード 22 

ノードグループ 2 

ユーザグループ 1(ノード管理権限あり) 
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各ユーザの可能な操作 

操作内容 

（操作画面または機能） 

ユーザ（操作者） 

シ
ス

テ
ム

 

管
理

者
 

ユ
ー

ザ

11
  

ユ
ー

ザ

12
  

ユ
ー

ザ

21
  

ユ
ー

ザ

22
  

ノードグループの追加/変更/削除 

（ノードグループ管理画面） 

○ × × × × 

管理ノードの追加/変更/削除 

（ノード管理画面） 

○ × × × × 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の管理 

（SSL証明書管理画面、サービスログ一覧画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

管理ノード稼動近況の表示 

（ノード稼動近況画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

ユーザグループの追加/変更/削除 

（ユーザグループ管理画面） 

○ × × × × 

ユーザの追加/変更/削除 

（ユーザ管理画面） 

○ ○ 

*2 

× ○ 

*2 

× 

運用管理コンソールの設定 

（コンソール設定画面） 

○ × × × × 

補助サービスの設定 

（補助サービス設定画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

ログサマリの表示 

（ログサマリ画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

監査ログの表示 

（監査ログ一覧画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

脆弱性攻撃状況の表示 

（統計情報画面、月間レポート画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

脆弱性攻撃状況のデータ出力 

（データ保守画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

稼動状況の表示 

（稼動履歴画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

脆弱性攻撃対策の設定 

（対策ID一覧画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

チェック対象外定義の設定 

（チェック対象外定義画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

ユーザルール定義の設定 

（ユーザルール定義画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

SiteShell 動作定義の設定 

（ノード設定画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

エラーページの設定 

（エラーページ設定画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

IP ブラックリストの設定 

（IPブラックリスト画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

不審アクセス検知の設定 

（検知ID一覧画面） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

× × 

情報通知の受信 

（情報通知機能） 

○ 

*1 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

○ 

*2 

凡例  ○：操作可能、 ×：操作不可、 

*1：全ノード対象、 *2：割り当てノードのみ、または所属グループのみ 
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・監査ログの表示 

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

可能です。 

 

・脆弱性攻撃状況の表示 

Web サイトに対する脆弱性攻撃や不審アクセスの状況を表やグラフで確認できます。任意の組み合わ

せの管理ノードについてまとめて表示可能です。 

 

・脆弱性攻撃状況のデータ出力 

脆弱性攻撃状況や不審アクセス検知状況のデータを、CSV 形式のファイルに出力できます。 

 

・稼動状況の表示 

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

単位で表示可能です。 

 

・脆弱性攻撃対策の設定 

脆弱性攻撃対策の有効化/無効化を対策 ID ごとに設定ができます。また設定した対策 ID には使用

する版数を指定することもできます。 

 

・チェック対象外定義の設定 

脆弱性対策定義による検出を無効にするためのルール定義の設定ができます。 

 

・ユーザルール定義の設定 

ユーザが独自に脆弱性攻撃に対するルール定義の設定ができます。 

 

・SiteShell 動作定義の設定 

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

 

・エラーページの設定 

SiteShell で使用するエラーページの設定ができます。 

 

・IP ブラックリストの設定 

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

 

・不審アクセス検知の設定 

不審アクセス検知の有効化/無効化を検知 ID ごとに設定ができます。 

 

・情報通知機能 

脆弱性攻撃や不審アクセスの検出状況や脆弱性対策定義（脆弱性対策パッケージ、不審検知パッ

ケージ、IP ブラックリスト配信ファイル）の自動更新状況を運用管理コンソールユーザにメールで通知、

および syslog に出力できます。 
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運用管理コンソールの使い方 

 

この節では、運用管理コンソールの使い方について説明します。 

 

サンプルモデル図 
下記の図のような構成のシステムへの導入を例にします。 

 

 
 

 

部署Ａ 

部署Ｂ 

グループ（GroupB） 

 

管理サーバ（WebSiteB1） 

WebAP 

管理サーバ（WebSiteB2） 

 

WebAP 

Apache 版 SiteShell 

グループ（GroupA） 

管理サーバ（WebSiteA1） 

WebAP 

 

  
IIS 版 SiteShell 

担当者（UserB1） 担当者（UserB2） 

担当者（UserA1） 

サーバ管理者 

（ManagerB） 

サーバ管理者 

（ManagerA） 

IIS 版 SiteShell 

資産管理者 

（sysadmin） 
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システム管理者による導入作業 
 運用管理コンソールにシステム管理者ユーザでログインします。 

 既定のシステム管理者ユーザは、運用管理コンソールのセットアップ時に作成します。 

 詳細は「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「第 3.3 章 運用管理コンソールの導入」を

ご参照ください。 

 

・ノード構成の作成 

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

自動で登録する場合は「運用管理サービス」をご参照ください。 

 

1. ノードグループの作成 

一括して脆弱性対策設定の管理が行えるように、ノードグループを作成します。 

ここでは、「GroupA」と「GroupB」を登録します。 

 

1-1. メイン画面の「ノードグループ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

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

 
 

1-3. ノードグループ名（GroupA）を入力して、「変更」ボタンをクリックします。 

 



 

61  

1-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

 

1-5. ノードグループ管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

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

 
 

1-7. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

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

SiteShell を組み込んだ管理サーバを管理ノードに追加します。 

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

 

2-1. メイン画面の「ノード管理」ボタンをクリックします。 

 
 

 

2-2. ノード管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

 

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

リックします。 

ライセンス ID を既に登録している管理ノードを追加する場合、ライセンス ID の入力フィー

ルドは未入力のまま「追加」してください。 
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2-4. ダイアログが表示されるので、以下のいずれかのボタンをクリックします。 

・ 「OK」ボタン 

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

グループデフォルトの詳細に関しては「グループデフォルトによる管理」をご参照くだ

さい。 

・ 「キャンセル」ボタン 

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

サーバに組み込んだ SiteShell が持つ既存の設定を維持します。 

 
 

 

2-5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

 

2-6. 「GroupA」に「WebSiteA1」が追加されます。 

 
 

 

2-7. 同様に「GroupB」に対して「WebSiteB1」「WebSiteB2」を追加し、画面右上の「×」ボタンを

クリックしてメイン画面に戻ります。 
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・ユーザ構成の作成 

1. ユーザグループの作成 

ユーザを一括管理するための、ユーザグループを作成します。 

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

rtmentPC」（ノード管理権限 OFF）を作成します。 

 

1-1. メイン画面の「ユーザグループ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

 

1-2. ユーザグループ管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

 

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

upA にチェック）を入力して、「追加」ボタンをクリックします。 
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1-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

  

1-5.  「ADepartmentAdmin」が追加されます 

 
 

 

1-6. 同様に「ADepartmentPC」「BDepartmentAdmin」「BDepartmentPC」を追加し、画面右上の

「×」ボタンをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2. ユーザの作成 

サーバ管理者と担当者を作成します。 

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

 

2-1. メイン画面の「ユーザ管理」ボタンをクリックします。 

 
 

 

2-2. ユーザ管理画面の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

 

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

クリックします。 

 
 

2-4.  

2-5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 
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2-6. 「managera」が追加されます。 

 
 

 

2-7. 同様に「UserA1」「ManagerB」「UserB1」「UserB2」を追加し、画面右上の「×」ボタンをク

リックしてメイン画面に戻ります。 
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管理担当者による運用作業 
 

・監査ログの確認（「サーバ管理者」または「担当者」） 

監査ログ一覧画面で WebAP への攻撃情報を確認します。 

 

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

タブをクリックします。 

 
 

 

2. 監査ログが表示されます。 
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・監査ログの対応（「サーバ管理者」） 

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

による ON/OFF/無効の設定が行われていない脆弱性対策定義（対策 ID）により、攻撃が検出さ

れたことを示します。 

 
 

 

この場合、以下のいずれかの対応を行ってください。 

 

1. 脆弱性対策定義を「対処動作：ON」とする設定を行う。 

該当する対策 ID で対処（forward または replace）するよう設定します。 

設定後も攻撃は検出され、Web サーバへの防御は行われます。 

監査ログ一覧には、既に未設定で検出された同じ対策 ID に対する監査ログも含めて背景色

なしで表示されるようになります。 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

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

 
 

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

 

 

更新した設定を

適用します。 
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2. 脆弱性対策定義を「対処動作：OFF」とする設定を行う。 

該当する対策 ID で対処（forward または replace）しないよう設定します。 

設定後も攻撃は検出されますが、Web サーバへの防御は行われません。 

監査ログ一覧には、既に未設定で検出された同じ対策 ID に対する監査ログも含めて背景色

なしで表示されるようになります。 

 

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

 

2-2. 対策 ID をクリックして、対策 ID 一覧画面を表示します。 

 

2-3. 該当定義にチェックを入れ、「対処動作：OFF」ボタンをクリックします。 
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3. 脆弱性対策定義を「対処動作：無効」とする設定を行う。 

該当する対策 ID は定義それ自体を機能しないよう設定します。 

設定後は攻撃を検知できず、Web サーバへの防御も行われません。 

監査ログ一覧では、既に未設定で検出された同じ対策 ID に対する監査ログが背景色なしで表

示されるようになります。 

 

3-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログの対策 ID を確認します。 

 

3-2. 対策 ID をクリックして、対策 ID 一覧画面を表示します。 

 

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

管理ノードに対する正常な通信が SiteShell により対処（forward または replace）されてしまう場

合は、対処している脆弱性対策定義（対策 ID）を確認し、以下のいずれかの対応を行ってください。 

 

1. 脆弱性対策定義を「対処動作：OFF」とする設定変更を行う。 

該当する対策 ID は対処しないよう設定します。 

設定後も該当する通信を検出しますが対処しないため、設定した脆弱性対策定義による Web

サーバへの防御は行われなくなります。 

 

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

 

1-2. 対策 ID をクリックして、対策 ID 一覧画面を表示します。 

 

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

 

2. チェック対象外定義に加える。 

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

場合、正常な通信のみ除外し、悪意のある通信の対処を継続することができます。 

ただしチェック対象外定義に追加した内容に悪意のある通信が一致することで、その通信への

対処が行われない可能性があります。 

 

2-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログを確認します。 

 
 

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

 
 

監査ログにある情報が自動的にルール新規画面の対応項目に埋め込まれます。 

「追加」ボタンをクリックしルールを追加します。 

 

2-4. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 

 
 

 

2-5. ダイアログが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。 
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2-6. チェック対象外定義画面のグループ内ノードへの適用欄で、「WebSiteA1」にチェックを入

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

ell に適用します。 

 
 

 

 

 

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

 

3. 脆弱性対策定義を「対処動作：無効」とする設定を行う。 

該当する対策 ID は定義それ自体を機能しないよう設定します。 

設定後は該当する通信を検出せず対処もしないため、Web サーバへの防御が行われなくなり

ます。 

 

3-1. 監査ログ一覧画面に黄色で表示されている監査ログの対策 ID を確認します。 

 

3-2. 対策 ID をクリックして、対策 ID 一覧画面を表示します。 

 

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

 

2-6.SiteShell に定義

を適用します。 

「 2 - 4 . 」 で 追 加 し た

ルールが表示されま

す。 
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グループデフォルトによる管理 
 

グループデフォルトとは 

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

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

値を保持しています。 

以下に、グループデフォルトの概要を図で示します。 

 

 
 

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

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

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

定項目を管理ノードに適用します。 
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また、ノードグループに新規で管理ノードを追加する際は、「グループデフォルト設定を該当管理

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

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

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

デフォルトを適用しません。 

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

設定値の詳細は「SiteShell動作定義ファイル」をご参照ください。 

 

 

稼動状態とグループデフォルトの適用について 

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

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

「停止」となっている管理ノードに対しては行いません。 

 

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

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

フォルトの適用を行ってください。 

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

 

運用管理コンソールの各画面について説明します。 

  

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

ルのログイン画面を表示します。 

 

https://server-host: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。 

 

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

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

console ：運用管理コンソールのパス名（固定） 

 

ログイン画面 
 

  
 

 

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

既定のシステム管理者ユーザは、運用管理コンソールのセットアップ時に作成します。 

詳細は「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「第 3.3 章 運用管理コンソールの導入」を

ご参照ください。 

 

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

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

表示を行います。 

また、メイン画面はノードの管理権限、ユーザの管理権限によって表示が異なります。 

 

 
 

 

◼ ノード一覧ペイン 

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

このペインから、操作の対象となるノードグループ/管理ノードを選択します。 

※表示される一覧は 5 分ごとに最新の状態に更新されます。 

 

① 「サーバ状態取得」ボタン 

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

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

「管理ノード」選択時は押下することはできません。 

 

⑤ ① 

ノード一覧ペイン 

操作ペイン 

表示ペイン 

③ 

④ ② 
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② ノードグループ/管理ノード一覧 

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

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

クした場合、全ての管理ノードを操作対象とします。 

 

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

合、ノードグループ自体、または属する全ての管理ノードを操作対象としま

す。 

※操作対象は操作により決まります。 

 
 

 
 

 

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

を操作対象とします。 

アイコンによって、管理ノードの種類・状態を示します。 

 ：「手動での登録」で手動登録した管理ノード 

 ：「自動での登録」で自動登録した管理ノード（稼動中） 

 ：「自動での登録」で自動登録した管理ノード（停止） 
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◼ 操作ペイン 

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

行う操作を選択します。 

 

また、ユーザの管理権限によって表示が異なります。 

 

・ システム管理者 

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

理」ボタン、「ノード管理」ボタンを表示します。 

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

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

3. 「コンソール設定」ボタンを表示します。 

4. 「補助サービス設定」ボタンを表示します。 

 

・ ノード管理権限を持ち、且つユーザ管理権限を持つユーザ 

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

ンを表示します。 

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

タン、「パスワード変更」ボタンを表示します。 

3. 「補助サービス設定」ボタンを表示します。 

 

・ ノード管理権限を持ち、且つユーザ管理権限を持たないユーザ 

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

ンを表示します。 

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

更」ボタンを表示します。 

3. 「補助サービス設定」ボタンを表示します。 

 

・ ノード管理権限を持たず、且つユーザ管理権限を持つユーザ 

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

タン、「パスワード変更」ボタンを表示します。 

 

・ ノード管理権限を持たず、且つユーザ管理権限を持たないユーザ 

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

更」ボタンを表示します。 
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③ 運用管理コンソールの管理ボタン 

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

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

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

ノード管理 ノードを追加/変更/削除する、ノード管理画面を表示します。 

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

す。 

ユーザ管理 ユーザを追加/変更/削除する、ユーザ管理画面を表示します。 

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

ます。 

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

す。 

補助サービス設定 管理ノードの SiteShell サービス、オンライン自動更新サービスの設定を行う、

補助サービス設定画面を表示します。 

 

④ 操作タブ 

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

ログサマリ 監査ログの統計情報を表示します。 

監査ログ一覧 監査ログの一覧を表示します。 

統計情報 脆弱性攻撃の状況を表やグラフで表示します。 

月間レポート 脆弱性攻撃の状況を月単位で表やグラフで表示します。 

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

行うデータ保守画面を表示します。 

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

選択した状態でのみ表示できます。 

対策 ID 一覧 対策 ID ごとの対処動作や使用する版数を設定する、対策 ID 一覧画面を表示

します。ノードグループ、または管理ノードを選択した状態でのみ表示できま

す。 

検知 ID 一覧 検知 ID ごとの対処動作を設定する、検知 ID 一覧画面を表示します。ノードグ

ループ、または管理ノードを選択した状態でのみ表示できます。 

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

択した状態でのみ表示できます。 

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

した状態でのみ表示できます。 

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

た状態でのみ表示できます。 

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

た状態でのみ表示できます。 

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

した状態でのみ表示できます。 

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

た状態でのみ表示できます。 

 

 

⑤ 「ログアウト」ボタン 

ログアウトし、ログイン画面に移動します。 
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◼ 表示ペイン 

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

表示します。 
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ノードグループ管理画面 
 

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

行うことができます。 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ノードグループを手動で追加するノードグループ追加画面を表示します。 

自動で登録する場合は「運用管理サービス」をご参照ください。 

 

② ノードグループ一覧 
列名 説明 

ノードグループ ノードグループ名を表示します。 

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

「自動での登録」で自動作成されたノードグループにおいてのみ、表示されます。 

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

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

「削除」ボタン 「削除」ボタンのある行のノードグループを削除します。 

ただし、ノードグループに一つ以上の管理ノードが所属している場合、削除するこ

とはできません。 

 

 

 

① 

② 
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ノードグループ追加画面 
 

新たなノードグループの追加を行います。 

 

 
 

 

① 「ノードグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

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

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「対象ユーザグループ」チェックボックス 【任意選択】 

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

グループを選択します。ユーザグループは複数選択することができます。 

 

③ 「追加」ボタン 

①②で入力した値のノードグループを追加します。 

 

④ 「クリア」ボタン 

①②に入力されている値を消去します。 

 

⑤ 「キャンセル」ボタン 

ノードグループ追加をキャンセルし画面を閉じます。 

 

① 

② 

③ ④ ⑤ 
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ノードグループ変更画面 
 

ノードグループに関する情報の変更を行います。 

 

 
 

 

① 「ノードグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

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

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「対象ユーザグループ」チェックボックス 【任意選択】 

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

グループを選択します。ユーザグループは複数選択することができます。 

 

③ 「変更」ボタン 

①②で入力した値にノードグループの情報を変更します。 

 

④ 「クリア」ボタン 

①②に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

⑤ 「キャンセル」ボタン 

ノードグループ追加をキャンセルし画面を閉じます。 

 

① 

② 

③ ④ ⑤ 
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ノード管理画面 
 

ノードの管理を行います。 

この操作はシステム管理者、もしくはノード管理権限をもつユーザのみ行うことができます。 

また、システム管理者は全てのノードを管理でき、ノード管理権限を持つユーザは権限のあるノードの

み管理できます。 

 

 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ノードを追加するノード追加画面を表示します。 

 

② 「削除」ボタン 

チェックボックスで選択した管理ノードを削除します。 

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

ノード全てを削除します。（ノードグループは削除しません） 

 

① 

③ 

② 
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③ 管理ノード一覧 
列名 説明 

ノードグループ ノードグループ名を表示します。 

管理ノード（一行目） 管理ノードを表示します。また、管理ノードに組み込まれている SiteShell の種

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

サービスが使用しているポート番号を括弧内に表示します。 

Apache 仮想ホストでは仮想ホスト名、NW 型では仮想 Web サイト名が表示しま

す。 

管理ノード（二行目以降） 管理ノード SiteShell の種類が”NW-Type”(NW 型 SiteShell)である場合、NW 型 S

iteShell 同梱 Apache を操作するためのリンクが表示されます。 

 

 ・[状態確認] リンク 

    NW 型 SiteShell 同梱 Apache の構成情報、稼動状態を更新します。 

 ・[SSL 証明書更新]  リンク 

    NW 型 SiteShell 同梱 Apache に適用する SSL 証明書を管理する 

    SSL証明書管理画面を表示します。 

    本リンクは、NW型SiteShell同梱Apache既定値ファイルで 

    SSL 通信設定を実施した場合に、有効となります。 

 ・[サービス再起動]  リンク 

    NW 型 SiteShell 同梱 Apache を再起動（停止・起動）します。 

    停止する前には Apache 設定の文法をチェック 

    文法エラーが存在する場合には停止されません。 

    再起動の結果は、サービスログ一覧画面よりログファイルを 

    ダウンロードしてご確認ください。 

 ・[ログ取得]  リンク 

    NW 型 SiteShell 同梱 Apache のログファイルをダウンロードする 

    サービスログ一覧画面を表示します。 

ライセンス ID 管理ノードに対するライセンス ID の登録状態を表示します。 

管理ノード停止中や Ver4.0 以前の管理ノードなど、状態を取得できない場合は

「-」と表示されます。 

また括弧内には、登録したライセンス ID の有効性を表示します。 

有効性を確認できない場合は「-」と表示されます。 

登録状態を最新化する間隔は 1 回/日です。 

ライセンス ID の登録状態は、SiteShell の動作モードに影響を与えます。詳しくは

「SiteShellの動作モードの種類」をご参照ください。 

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

「自動での登録」で自動登録された管理ノードにおいてのみ、表示されます。 

運用管理コンソールから手動で管理ノードを登録した場合「-」と表示されます。 

稼動状態（「近況」ボタ

ン） 

「近況」ボタンを押下すると、管理ノードに関する「ノード稼動状況ログ」を表示する

ノード稼動近況画面を表示します。 

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

を表示します。 

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

上で、自動登録を行うようにしてください。 
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SSL 証明書管理画面 
 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache で使用する SSL 証明書を管理します。 

 

 
 

 

① 対象ノード 

SSL 証明書の一覧を表示している管理ノード名を表示します。 

 

② 「定義情報の再取得」ボタン 

管理ノード側で保管された SSL 証明書の一覧を取得します。 

SSL 証明書の保管場所は、下記のディレクトリになります。 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/CertificateFiles 配下 

 

③ 「適用」ボタン 

現在ラジオボタンで選択されている SSL 証明書を NW 型 SiteShell 同梱 Apache に適用します。 

適用した SSL 証明書は、保管場所から NW 型 SiteShell 同梱 Apache が読み込むことができる 

下記それぞれのディレクトリへ複製（上書き）されます。 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.crl 配下 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.crt 配下 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.key 配下 

 

適用した SSL 証明書は、NW 型 SiteShell 同梱 Apache の再起動後に反映されます。 

ノード管理画面の[サービス再起動]リンクより、再起動してください。 

 

① 
③ ④ ② 

⑤ 
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④ 「追加」ボタン 

SSL 証明書を追加するSSL証明書追加画面を表示します。 

 

SSL 証明書は、NW型SiteShell同梱Apache管理ファイル の下記プロパティで指定した値まで、追加

（保管）することができます。 

nw.CertFile.MaxReg 

 

⑤ SSL 証明書一覧 
列名 説明 

ファイル種別 SSL 証明書の種別を表示します。 

NW型SiteShell同梱Apache既定値ファイル （SSL 通信する仮想 Web サイト用） 

で指定する下記ディレクティブのうち有効なディレクティブ名が表示されます。 

・SSLCACertificateFile 

・SSLCARevocationFile 

・SSLCertificateChainFile 

・SSLCertificateFile 

・SSLCertificateKeyFile 

・SSLProxyCACertificateFile 

・SSLProxyCARevocationFile 

・SSLProxyMachineCertificateFile 

 

ファイル名 SSL 証明書のファイル名を表示します。 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に適用した SSL 証明書が保管場所に存在しない

場合は、該当ファイルを保管場所へ複製する補正処理が動作します。 

このときのファイル名の命名は下記となります。 

Copy-Of-Applied-File_YYYYMMDDHHMMSS 

 

最終更新日時 SSL 証明書の最終更新日時を表示します。 

サイズ SSL 証明書のファイルサイズ(Byte)を表示します。 

状態 SSL 証明書の状態を表示します。 

表示される状態は下記のいずれかとなります。 

 

[－] 

SSL 証明書が保管場所に格納されている状態です。 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache には適用されていません。 

[適用済み] 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が読み込むことができる状態です。 

この状態から NW 型 SiteShell 同梱 Apache が起動（または再起動）されると、 

使用中となります。 

[使用中] 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が適用された SSL 証明書を読み込み、サービ

スしている状態です。 

 

操作（「変更」ボタン） 該当の SSL 証明書を変更する SSL証明書変更画面 を表示します。 

状態が使用中または適用済みの SSL 証明書を変更した場合、変更前のファイル

を自動的に保管する補正処理が動作します。 

このときのファイル名の命名は下記となります。 

Copy-Of-Applied-File_YYYYMMDDHHMMSS 

 

操作（「削除」ボタン） 該当の SSL 証明書を削除します。 

状態が使用中の SSL 証明書は削除できません。 
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SSL 証明書追加画面 
 

新たな SSL 証明書の追加を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ファイル種別 SSL 証明書の種別をプルダウンより選択します。 

NW型SiteShell同梱Apache既定値ファイル （SSL 通信する仮想 Web

サイト用） で設定する下記ディレクティブのうち有効なディレクティブ

名が表示されます。 

 ・SSLCACertificateFile 

 ・SSLCARevocationFile 

 ・SSLCertificateChainFile 

 ・SSLCertificateFile 

 ・SSLCertificateKeyFile 

 ・SSLProxyCACertificateFile 

 ・SSLProxyCARevocationFile 

 ・SSLProxyMachineCertificateFile 

 

ファイル名 SSL 証明書のファイル名を入力します。 

ファイル内容 SSL 証明書の内容を入力します。 

入力可能なサイズは 128KB までで、PEM 形式で入力してください。 

また SSL 証明書のパスフレーズは解除しておく必要があります。 

 

① 

④ ③ ② 
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② 「追加」ボタン 

入力した SSL 証明書を追加します。 

追加した SSL 証明書は、管理ノード側の下記ディレクトリに保管されます。 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/CertificateFiles 配下 

 

③ 「クリア」ボタン 

入力されている値を既存の値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

SSL 証明書の追加をキャンセルし、画面を閉じます。 
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SSL 証明書変更画面 
 

SSL 証明書の内容を変更します。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ファイル種別【変更不可】 変更対象である SSL 証明書のファイル種別を表示します。 

ファイル名【変更不可】 変更対象である SSL 証明書のファイル名を入力します。 

ファイル内容 SSL 証明書の内容を入力します。 

入力可能なサイズは 128KB までで、PEM 形式で入力してください。 

また SSL 証明書のパスフレーズは解除しておく必要があります。 

 

② 「変更」ボタン 

入力した SSL 証明書を変更します。 

 

SSL 証明書の状態が「使用中」または「適用済み」である場合、変更前のファイルを自動的に保管

する補正処理が動作します。 

このときのファイル名の命名は下記となります。 

Copy-Of-Applied-File_YYYYMMDDHHMMSS 

また、補正処理の結果、保管数を超える場合は最終更新日時の古いデータが削除されます。 

 

③ 「クリア」ボタン 

入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

SSL 証明書の変更をキャンセルし、画面を閉じます。 

 

 

① 

④ ③ ② 
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サービスログ一覧画面 
 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するログファイルをダウンロードします。 

 

 
 

① 対象ノード 

サービスログ一覧を表示している管理ノード名を表示します。 

 

② 「ログ情報の再取得」ボタン 

管理ノード側で保管されたサービスログの一覧を取得します。 

サービスログの保管場所は、下記のディレクトリになります。 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/logs 配下 

 

③ 「ダウンロード」ボタン 

サービス一覧から選択したサービスログを ZIP 形式でダウンロードします。 

複数選択している場合、まとめて一つの ZIP ファイルとしてダウンロードします。 

このときのファイル名の命名は下記となります。 

servicelog.zip 

 

ダウンロードに時間を要する場合は、運用管理コンソール動作定義 の下記プロパティ値を見直し

てください。 

socketReadTimeout 

 

 

① 

⑥ 

② 
⑤ 

③ ④ 

⑦ 
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④ 「カテゴリ」セレクトボックス 

表示するサービスログのカテゴリを選択します。 
カテゴリ 説明 

すべて NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録する全てのサービスログ。 

アクセスログ（非 SSL） NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するアクセスログ（非 SSL）。 

NW型SiteShell同梱Apache管理ファイルの FileNameFmt.AccessLog プロパティで指

定したファイルが対象となります。 

アクセスログ（SSL） NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するアクセスログ（SSL）。 

NW型SiteShell同梱Apache管理ファイルの FileNameFmt.SSLAccessLog プロパティ

で指定したファイルが対象となります。 

エラーログ NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するエラーログ。 

NW型SiteShell同梱Apache管理ファイルの FileNameFmt.ErrorLog プロパティで指定

したファイルが対象となります。 

 

⑤ 表示件数 

1 ページに表示するサービスログの個数を選択します 

 

⑥ サービスログ一覧 
列名 説明 

チェックボックス 選択されたサービスログをダウンロード対象にします。 

ページを移動すると、チェック状態は解除されます。 

ファイル名 サービスログのファイル名を表示します 

最終更新日時 サービスログの最終更新日時を表示します 

サイズ サービスログのファイルサイズ(Byte)を表示します。 

 

⑦ ページジャンプコントロール 

表示している管理ノード一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

「最後へ」リンク 最後のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下すると、入

力したページを表示します。 

ページ番号入力枠には半角数字の正整数を入力します。 
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ノード稼動近況画面 
 

登録されたノードの稼動状況を確認します。 

 

 

 
 

 

① 対象ノード 

この画面でノード稼動状況ログを表示する管理ノードの名前を表示します。 

 

② 表示件数 

④に表示するログのレコード件数を指定します。件数は 1～99999 まで指定できます。 

※ご利用環境によってはブラウザがビジー状態となる恐れがあります。 

大きなレコード件数を照会する場合はノード稼動状況ログを直接ご参照ください。 

 

③ 「リロード」ボタン 

①で示す管理ノードから②で指定した件数分の最近のノード稼動状況ログを収集します。 

 

④ 稼動近況 【編集不可】 

①で示す管理ノードの最近のノード稼動状況ログを表示します。 

※表示時の文字エンコーディングには UTF-8 が指定されています。 

UTF-8 で記録されていないノード稼動状況ログは正しく表示できません。 

ログのフォーマットは「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

 

① 

④ 

② ③ 
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ノード追加画面 
 

新たなノードの追加を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

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

ドは必ずいずれかのノードグループに属する必要があります。 

※運用管理コンソールから手動で追加した場合、ノードグループ名の

後ろに「(手動追加)」、自動で追加した場合「自動追加」と付加されま

す。 

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

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

WebAP 名(「SiteShell Type」で「Java」

を選択時) 

新たに追加するノードの WebAP 名を入力します。 

仮想ホスト名(「SiteShell Type」で「Apa

che-VirtualHost」を選択時) 

新たに追加するノードの仮想ホスト名を入力します。 

仮想 Web サイト名(「SiteShell Type」で

「NW-Type」を選択時) 

新たに追加するノードの仮想 Web サイト名を入力します。 

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

NS 名、または IP アドレスで入力します。255 文字以内の半角文字で

入力します。 

また、IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

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

る、SiteShell サービスが使用しているポート番号を入力します。初期

状態では 9434 番ポートを使用します。 

ライセンス ID 新たに追加するノードに登録するライセンス ID を入力します。 

※既に登録済みの場合は入力不要です。 

また Ver4.0 以前のノードを追加する場合、入力値は無効となります。 

 

① 

③ ② ④ 
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※SiteShell Type が Apache のとき、仮想ホストごとに環境設定を行っている場合、以下のメッセージ

が表示されます。 

 
 

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

ことができます。 

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

ノードグループに所属します。 

「キャンセル」を選択した場合、主サーバのみ登録されます。 

 

② 「追加」ボタン 

①で入力した値のノードを管理対象に追加します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ノード追加をキャンセルし画面を閉じます。 
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ノード変更画面 
 

ノードに関する情報の変更を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

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

かのノードグループに属する必要があります。 

※運用管理コンソールから手動で追加した場合、ノードグループ名の

後ろに「(手動追加)」、自動で追加した場合「自動追加」と付加されま

す。 

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

he 仮想ホスト、NW 型)を選択します。 

仮想ホスト名(「SiteShell Type」で「Apa

che-VirtualHost」を選択時) 

ノードの仮想ホスト名を入力します。 

仮想 Web サイト名(「SiteShell Type」で

「NW-Type」を選択時) 

ノードの仮想 Web サイト名を入力します。 

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

P アドレスで入力します。255 文字以内の半角文字で入力します。 

また、IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

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

サービスが使用しているポート番号を入力します。初期状態では 943

4 番ポートを使用します。 

ライセンス ID 変更するノードに登録するライセンス ID を入力します。 

※既に登録済みの場合は入力不要です。 

また Ver4.0 以前のノードの場合、入力枠は表示されません。 

 

② 「変更」ボタン 

①で入力した値にノードの情報を変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ノード変更をキャンセルし画面を閉じます。 

① 

③ ② ④ 
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ユーザグループ管理画面 
 

ユーザを一括して管理するためのユーザグループの管理を行います。 

この操作はシステム管理者のみ行うことができます。 

 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ユーザグループを追加するユーザグループ追加画面を表示します。 

 

② ユーザグループ一覧 
列名 説明 

ユーザグループ ユーザグループ名を表示します。 

ユーザ名 ユーザ名を表示します。 

ノード管理権限 ノード管理権限の有無を表示します。 

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

す。 

「削除」ボタン 「削除」ボタンのある行のユーザグループを削除します。 

ただし、ユーザグループに一人以上のユーザが所属している場合、削除すること

はできません。 

 

① 

② 
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ユーザグループ追加画面 
 

新たなユーザグループの追加を行います。 

 

 
 

 

① 「ユーザグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

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

英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「ノード管理権限」セレクトボックス 

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

 

③ 「対象ノードグループ」チェックボックス 【任意選択】 

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

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

 

④ 「追加」ボタン 

①～③で入力した値のユーザグループを追加します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

①～③に入力されている値を消去します。 

 

⑥ 「キャンセル」ボタン 

ユーザグループ追加をキャンセルし画面を閉じます。 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

① 
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ユーザグループ変更画面 
 

ユーザグループに関する情報の変更を行います。 

 

 
 

 

① 「ユーザグループ名」テキストボックス 【入力必須】 

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

英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

 

② 「ノード管理権限」セレクトボックス 

ユーザグループにノード管理権限を与えるかどうかを選択できます。 

 

③ 「対象ノードグループ」チェックボックス 【任意選択】 

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

グループを選択します。ノードグループは複数選択することができます。 

 

④ 「変更」ボタン 

①～③で入力した値にユーザグループの情報を変更します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

①～③に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

⑥ 「キャンセル」ボタン 

ユーザグループ変更をキャンセルし画面を閉じます。 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

① 
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ユーザ管理画面 
 

ユーザの管理を行います。 

この操作はシステム管理者、もしくはユーザ管理権限をもつユーザのみ行うことができます。 

また、システム管理者は、全てのユーザの管理を行うことができ、システム管理者以外でユーザ管理

権限を持つユーザは、該当するユーザグループに所属するユーザの管理を行うことができます。 

 

 
 

 

① 「追加」ボタン 

ユーザを追加するユーザ追加画面を表示します。 

 

② ユーザ名一覧 
列名 説明 

ユーザグループ ユーザグループ名を表示します。 

ユーザ名 ユーザ名を表示します。 

ユーザ管理権限 ユーザ管理権限の有無を表示します。 

E-mail ユーザの E-mail アドレスを表示します。 

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

「削除」ボタン 「削除」ボタンのある行のユーザを削除します。 

 

 

① 

② 
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ユーザ追加画面 
 

新たなユーザの追加を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

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

字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。

また、大文字と小文字の区別は無く、運用管理コンソールでの表

示は全て小文字で表示します。 

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

6～255 文字の半角英数、および半角記号が使用できます。また、

入力内容は「●」で表示されます。 

再入力パスワード 【入力必須】 「パスワード」と同様。 

ユーザグループ 新たに追加するユーザを所属させるグループを選択します。ユー

ザは必ずいずれかのユーザグループに属する必要があります。選

択できるグループは作成したユーザグループと「システム管理者」

を選択できます。 

ユーザ管理権限 新たに追加するユーザにユーザ管理権限を与えるかどうかを選択

できます。 

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

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

き、「IP アドレス/ネットマスク」の形で指定することで、サブネット単

位の指定も可能です。ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マ

スク表記またはビット数表記が指定でき、IPv6 形式の場合はビット

数表記のみ指定できます。複数のアドレスを入力する場合は、「,」

で区切ります。 

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

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

 

IP アドレス省略時は IP アドレスによる制限は行いません。 

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

入力したメールアドレスは「情報通知機能」の宛先となります。 

メールアドレスには半角英数、および半角記号が使用できます。 

ただし複数のメールアドレスを指定することはできません。 

 

② ③ ④ 

① 



 

106  

② 「追加」ボタン 

①で入力した値のユーザを追加します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ユーザ追加をキャンセルし画面を閉じます。 
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ユーザ変更画面 
 

ユーザの変更を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

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

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。また、大文字と

小文字の区別は無く、運用管理コンソールでの表示は全て小文字

で表示します。 

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

半角英数、および半角記号が使用できます。また、入力内容は

「●」で表示されます。 

再入力パスワード 【入力必須】 「パスワード」と同様。 

ユーザグループ ユーザを所属させるグループを選択します。ユーザは必ずいずれ

かのユーザグループに属する必要があります。選択できるグルー

プは作成したユーザグループと「システム管理者」を選択できま

す。 

ユーザ管理権限 ユーザにユーザ管理権限を与えるかどうかを選択できます。 

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

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

ス/ネットマスク」の形で指定することで、サブネット単位の指定も可

能です。ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マスク表記また

はビット数表記が指定でき、IPv6 形式の場合はビット数表記のみ

指定できます。複数のアドレスを入力する場合は、「 ,」で区切りま

す。 

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

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

 

IP アドレス省略時は IP アドレスによる制限は行いません。 

E-mail 【省略可】 ユーザのメールアドレスを入力します。 

入力したメールアドレスは「情報通知機能」の宛先となります。 

メールアドレスには半角英数、および半角記号が使用できます。 

ただし複数のメールアドレスを指定することはできません。 

 

② ③ ④ 

① 
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② 「変更」ボタン 

①で入力した値にユーザの情報を変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を既存の値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ユーザ変更をキャンセルし画面を閉じます。 
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パスワード変更画面 
 

ログイン時に入力するパスワードの変更を行います。 

 

 
 

 

① 入力欄 
項目名 説明 

ユーザ名 【編集不可】 現在ログインしているユーザ名を表示します。 

古いパスワード 【入力必須】 現在使用中のパスワードを入力します。 

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

には 6～255 文字の半角英数、および半角記号が使用できま

す。また、入力内容は「●」で表示されます。 

再入力パスワード 【入力必須】 「新しいパスワード」と同様。 

 

② 「変更」ボタン 

①で入力したパスワードに変更する。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

パスワード変更をキャンセルし画面を閉じます。 

 

 

① 

② ③ ④ 
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コンソール設定画面 
 

運用管理コンソールの基本動作の設定を行います。 

この操作はシステム管理者のみ行うことができます。 

 

 
 

 

① 「カテゴリ」セレクトボックス 

表示するプロパティのカテゴリを選択します。 
カテゴリ 説明 

すべて 運用管理コンソール動作定義の全プロパティ 

画面表示 運用管理コンソールの画面表示に関するプロパティ 

収集 管理ノードに対する情報収集に関するプロパティ 

情報通知関連 運用管理コンソールの情報通知機能に関するプロパティ 

詳細は「情報通知機能」をご参照ください。 

通信関連 運用管理コンソールと管理ノードとの通信に関するプロパティ 

データ管理 運用管理コンソールのデータ管理に関するプロパティ 

イベントログ 運用管理機能（運用管理コンソール、運用管理サービスほか）で記録するイベントログに

関するプロパティ 

 

② プロパティ一覧 
列名 説明 

プロパティ名 プロパティ名を表示します。 

プロパティ名をクリックすると、対象のコンソール動作環境編集画面を表示します。 

プロパティ値 現在設定されているプロパティ値を表示します。 

何も指定していない場合は「(未設定)」と表示します。 

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

設定)」と表示します。 

説明 各プロパティの概要説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「運用管理コンソール動作定義」をご参照ください。 

① 

② 
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コンソール動作環境編集画面 
 

コンソール動作定義の各プロパティを編集します。 

コンソール動作環境編集画面のタイプには大きく分けて以下に示す 3 種類があります。 

 

（セレクトボックスタイプ） 

 
 

 

 

(テキストボックスタイプ) 

 
 

 

 

① 

④ ③ ② 

① 

④ ③ ② 
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(パスワードテキストボックスタイプ) 

 
 

 

① プロパティ編集画面 
項目名 説明 

プロパティ名 現在編集対象となっているプロパティ名を表示します。 

プロパティ値 プロパティに設定する値を入力します。 

初期画面では現在設定されているプロパティ値を表示します。 

パスワード 

【入力必須】 

登録するパスワードを入力します。 

パスワードには 0～255 文字の半角英数、および半角記号が使用できます。 

また、入力内容は「●」で表示されます。 

説明 各プロパティの説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「運用管理コンソール動作定義」をご参照ください。 

 

② 「変更」ボタン 

入力した設定内容を適用します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を、現在設定している値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

プロパティの編集をキャンセルし、コンソール動作環境編集画面を閉じます。 

 

① 

④ ③ ② 
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補助サービス設定画面 
 

管理ノード側で動作する SiteShell サービス、オンライン自動更新サービスの基本動作の設定を行い

ます。この操作はシステム管理者とノード管理権限を持つユーザのみ行うことができます。 

なお Ver4.0 以前の管理ノードに対しては表示/設定できません。 

 

 
 

 

① 「定義情報の再取得」ボタン 

管理ノードから SiteShell サービス、オンライン自動更新サービスの動作定義を取得します。 

②でノードを選択すると、ボタンを押下できるようになります。 

 

② 「ノード選択」セレクトボックス 

設定するノードを選択します。 

選択候補には、操作するユーザが設定できるノードのみ表示されます。 

 

① ② ③ 

④ 

⑤ 
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③ 「カテゴリ」セレクトボックス 

表示するプロパティのカテゴリを選択します。 

②でノードを選択すると、選択できるようになります。 
カテゴリ 説明 

すべて 補助サービス動作定義の全プロパティ 

基本動作 補助サービスの基本的な動作に関するプロパティ 

ログ全般 補助サービスが出力するログ全般に関するプロパティ 

ノード稼動状況ロ

グ 

補助サービスが出力する「ノード稼動状況ログ」に関するプロパティ 

動作ログ 補助サービスが出力する「動作ログ」に関するプロパティ 

監査ログ SiteShell サービスが扱う「監査ログ」に関するプロパティ 

更新サービス状態

ログ 

オンライン自動更新サービスが出力する「更新サービス状態ログ」に関するプロパティ 

運用管理コンソー

ルとの通信 

SiteShell サービスと運用管理コンソールとの通信に関するプロパティ 

運用管理コンソー

ルへの自動登録 

SiteShell サービスと運用管理サービスとの通信に関するプロパティ 

更新サーバとの通

信 

オンライン自動更新サービスと脆弱性対策の定義ファイルを配信する更新サーバとの通

信に関するプロパティ 

更新サービスオプ

ション 

オンライン自動更新サービスのオプションに関するプロパティ 

稼動状態確認リク

エスト 

SiteShell サービスによる SiteShell フィルタへの稼動状態確認の動作に関するプロパ

ティ 

アクセス集計 IIS のアクセスログ集計に関するプロパティ 

 

④ プロパティ一覧 

②でノードを選択すると、一覧が表示されます。 
列名 説明 

プロパティ名 プロパティ名を表示します。 

プロパティ名をクリックすると、対象の補助サービス動作環境編集画面を表示します。 

プロパティ値 現在設定されているプロパティ値を表示します。 

何も指定していない場合は「(未設定)」と表示します。 

説明 各プロパティの概要説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「オンライン自動更新定義ファイル」や「SiteShellサービス設定ファ

イル」をご参照ください。 

 

⑤ 「対象ノードへの適用」 

②でノードを選択すると、適用可能なノードが補助サービスの管理単位の一覧で表示されます。 

また②で選択したノードは、チェック済み（適用する）の状態で表示されます。 
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補助サービス動作環境編集画面 
 

管理ノード側で動作する SiteShell サービス、オンライン自動更新サービスの各プロパティを編集しま

す。 

補助サービス動作環境編集画面のタイプには大きく分けて以下に示す 3 種類があります。 

 

（セレクトボックスタイプ） 

 
 

 

(テキストボックスタイプ) 

 
 

 

① 

④ ③ ② 

① 

④ ③ ② 



 

116  

(alive チェック指定タイプ) 

 
 

 

① プロパティ編集画面 
項目名 説明 

プロパティ名 現在編集対象となっているプロパティ名を表示します。 

プロパティ値 プロパティに設定する値を入力します。 

初期画面では現在設定されているプロパティ値を表示します。 

説明 各プロパティの説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「オンライン自動更新定義ファイル」や「SiteShellサービス

設定ファイル」をご参照ください。 

「追加」ボタン 識別名およびプロパティ値のレコード行を追加します。 

「削除」ボタン 選択した識別名およびプロパティ値を削除します。 

識別名 識別名 “<aliveURL ノード>” を表示します。 

識別名の詳細説明は「SiteShellサービス設定ファイル」の “aliveURL” や “<aliveU

RL ノード>” のプロパティ説明をご参照ください。 

 

② 「変更」ボタン 

入力した設定内容を適用します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を、現在設定している値に戻します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

プロパティの編集をキャンセルし、補助サービス動作環境編集画面を閉じます。 

 

① 

④ ③ ② 
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ログサマリ画面 
 

監査ログの統計情報を表示します。 

 

 
 

 

① 管理ノード一覧 

 
列名 説明 

管理ノード 選択された管理ノードを表示します。 

IIS のアクセス総

数 

管理ノードに対する IIS へのアクセス総数を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

攻撃総数 SiteShell が検出した攻撃の総数を表示します。 

最初のアクセス 管理ノードに対して IIS へ最初にアクセスのあった日付を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

最後のアクセス 管理ノードに対して IIS へ最後にアクセスのあった日付を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

最初の攻撃 管理ノードに対して最初に攻撃のあった日付を表示します。 

最後の攻撃 管理ノードに対して最後に攻撃のあった日付を表示します。 

更新時間 管理ノード上に保持する下記３つの情報を収集した日時を表示します。 

 ・IIS のアクセス総数 

 ・攻撃総数（監査ログ情報） 

 ・アクセスログ情報 

「更新」ボタンを押すと、該当情報の更新分を取得します。 

（該当情報すべてを再取得する場合は、管理ノードを再作成する必要があります。） 

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

れます。 

 

② 表示件数 

1 ページに表示する管理ノードの個数を選択します 

 

① 

③ 

② 
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③ ページジャンプコントロール 

表示している管理ノード一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

「最後へ」リンク 最後のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下すると、入

力したページを表示します。 

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

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

 

 
 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

 →「チェック対象外定義」列を表示します。 

・ 上記以外のユーザ 

 →「チェック対象外定義」列を表示しません。 

 

① 対象ノード 

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

 

① 

② 

③ 

④ 
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② 監査ログ一覧 

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

きます。 

 
列名 説明 

時間 攻撃を検出した時刻を表示します。 

種別 攻撃の種別を選択します。 

SiteShell が検出する攻撃の種別は[SiteShellが検知する攻撃の種類]をご参照くだ

さい。 

対策 ID/検知 ID 攻撃を検出した脆弱性対策定義の対策 ID、または不審アクセスを検出した不審検

知定義の検知 ID を表示します。 

対策 ID をクリックすると、対策 ID 一覧画面を表示します。 

検知 ID をクリックすると、検知 ID 一覧画面を表示します。 

対処動作 攻撃への対処動作を表示します。 (*1) 

攻撃元 IP 攻撃の通信元ホストの IP アドレスを表示します。 

攻撃目標 攻撃対象となった Web ページを表示します。 

※SiteShell動作定義ファイルの log.audit.url_type プロパティを変更することで、それ

以降出力される攻撃目標の出力形式を、絶対 URL／相対 URL を変更することが

可能です。（既に出力された監査ログに関しては変更できません。） 

攻撃場所 攻撃に使用された要素を表示します。 

攻撃文字列 攻撃として検出された通信データを表示します。 

管理ノード 攻撃対象となった管理ノードを表示します。 

表示 詳細をクリックすると、監査ログ詳細画面を表示します。 

※「詳細」リンクは、表示する詳細データがある場合に表示されます。 

詳細データの採取は、SiteShell動作定義ファイルの log.audit.detail.sampling プロパ

ティ説明をご参照ください。 

チェック対象外

定義 

既存ルールをクリックすると、チェック対象外定義画面を表示します。 

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

/編集画面を表示します。 

  (*1) 不審アクセスを検知した情報は、対処動作に「detect」と表記されます。 

     不審アクセスは必ずしも攻撃性があるとは限りません。 

     「攻撃元 IP」「攻撃目標」「攻撃場所」「攻撃文字列」「管理ノード」の各列の情報から 

     管理ノードへのアクセスの正当性を確認してください。 

 

背景色について 

監査ログを出力した定義のグループデフォルト値の状態が未設定の場合は、該当行の背景色

が黄色で表示されます。 

また、コンソール動作定義に指定された値に基づき、過去指定日数以内に指定回数以上の攻

撃を検出した定義の場合、その監査ログの背景色が赤で表示されます。 

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

す。 

上記の赤と黄の両方の条件を満たした場合は、赤を優先し表示します。 
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③ 絞込み 

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

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

 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間に検出された監査ログを表示します。い

ずれかのみの設定も可能です。入力はテキストボックス右のボ

タンをクリックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示しま

す。 

「種別」セレクトボックス 種別を選択します。 

「対策 ID/検知 ID」テキストボックス 脆弱性対策定義の対策 ID、または不審検知定義の検知 ID を

入力します。 

「攻撃元 IP」テキストボックス 攻撃元の IP アドレスを入力します。 

「攻撃目標」テキストボックス 攻撃目標を入力します。 

「攻撃文字列」テキストボックス 攻撃文字列を入力します。 

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

ものを表示します。 

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

ものを表示します。 

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

定した範囲の監査ログを表示します。 

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

力された値を消去します。 

 

④ ページジャンプコントロール 

表示している監査ログ一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

「最後へ」リンク 最後のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下する

と、入力したページを表示します。 

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

監査ログの詳細データを表示します。 

 

 
 

 

① 検知内容 
項目名 説明 

検知時間 攻撃を検知した日時を表示します。 

攻撃種別 攻撃の種別（和名）を表示します。 

・クロスサイトスクリプティング 

・SQL インジェクション 

・セッションハイジャック／リプレイ 

・パストラバーサル 

・OS コマンドインジェクション 

また「ユーザルール定義ファイル」で検知した監査ログの場合は、recipe 要素 attac

ktype 属性に指定した値を表示します。 

防御内容 攻撃を検知した対策 ID と、その説明を表示します。 

また「ユーザルール定義ファイル」で検知した監査ログの場合は、recipe 要素 descri

ption 属性に指定した値を表示します。 

 

 

① 

② 
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② 検知箇所および対処箇所 
項目名 説明 

「リクエスト」タブ リクエストをクリックすると、リクエストに関する詳細データを表示します。 

「レスポンス」タブ レスポンスをクリックすると、レスポンスに関する詳細データを表示します。 

措置前 SiteShell が検査したリクエストまたはレスポンスを表示します。（SiteShell が検査す

るためのデコード処理を行ったデータです） 

攻撃を検知した箇所は、修飾（赤字、背景の塗りつぶし）されます。 

SiteShell が Web アプリケーションに代わってレスポンスを返すなど、検査対象のレ

スポンスが存在しない場合は、「※情報なし」を表示します。 

措置後 SiteShell が対処したリクエストまたはレスポンスを表示します。（SiteShell が Web

サーバへ返却したデータです） 

対処（forward、replace）した箇所は、修飾（赤字、背景の塗りつぶし）されます。 

SiteShell が Web アプリケーションに代わってレスポンスを返すなど、対処対象のリ

クエストが存在しない場合は、「※情報なし」を表示します。 

対処動作 allow など、検査したリクエストまたはレスポンスに対して、対処を行って

いない場合は、「※対処なし」を表示します。 

    ※「措置前」および「措置後」のデータはエンコードして表示されます。 
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統計情報画面 
 

脆弱性攻撃の状況を表やグラフで表示します。 

 

 
 

 

① 対象ノード 

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

 

② 「表示期間の設定」 

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

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間の攻撃情報を表示します。いずれかの

みの設定も可能です。入力はテキストボックス右のボタンをク

リックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示しま

す。 

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

 

③ 「レポート出力」ボタン 

「統計情報」画面の情報を、印刷用に整形した画面を表示します。 

印刷サイズ 
[英語環境] US Letter 

[英語環境以外] A4 サイズ 

印刷方向 縦方向 

※当該画面から、ページ全体の印刷が行えない場合には、Ctrl + A で印刷範囲を指定し、 

 右クリック [印刷] の選択にて、印刷してください。 

① 
② 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

③ 

⑧ 
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④ 攻撃状況概要 

現在表示している情報の概要を表示します。 
項目名 説明 

「表示期間」 現在表示しているデータの対象期間を表示します。 

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

を選択します。 

 

⑤ 「攻撃元アドレス」グラフ 

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

 

⑥ 「被攻撃 URL」グラフ 

指定した期間に攻撃を受けた URL と、その数を表示します。 

 

⑦ 「攻撃種類」グラフ 

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

SiteShell が検知する攻撃の種別は「SiteShellが検知する攻撃の種類」をご参照ください。 

 

⑧ 「FW 動作」グラフ 

指定した期間に検知した攻撃または不審なアクセスに対して、SiteShell が行った対処と、その数

を表示します。 
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月間レポート画面 
 

脆弱性攻撃の状況を月単位で表やグラフにより表示します。 

 

 
 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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① 対象ノード 

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

 

② 年月指定 

月間レポートを表示する年月を指定します。 

 
 

③ 「レポート出力」ボタン 

「月間レポート」画面の情報を、印刷用に整形した画面を表示します。 

印刷サイズ 
[英語環境] US Letter 

[英語環境以外] A4 サイズ 

印刷方向 縦方向 

※当該画面から、ページ全体の印刷が行えない場合には、Ctrl + A で印刷範囲を指定し、 

 右クリック [印刷] の選択にて、印刷してください。 

 

④ サマリー 

指定年月における脆弱性攻撃のサマリーを表示します。 

 
 

列名 説明 

表示するレポート 月間レポートを表示する年月を表示します。 

IIS のアクセス数 指定年月の管理ノードへの IIS アクセス数を表示します。 

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

攻撃数 指定年月に SiteShell が検出した攻撃数を表示します。 

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

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

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

(本項目は IIS 版 SiteShell の場合のみ有効です。) 

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

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

 



 

128  

⑤ アクセス&攻撃情報 

管理ノードへのアクセス数と攻撃数を日付ごとにグラフと表で表示します。 

 

 
 

⑥ 攻撃の種類 

脆弱性攻撃の回数を、攻撃種類と日付ごとにグラフと表で表示します。 

SiteShell が検出する攻撃の種別は「SiteShellが検知する攻撃の種類」をご参照ください。 

 

 
 

 

⑦ FW 動作 

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

 

 



 

129  

⑧ 攻撃場所 

攻撃に使用された要素を、要素と日付ごとにグラフと表で表示します。 

 
 

⑨ 攻撃元アドレス 

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

設定」セレクトボックスにより表示する数を変更できます。 

 
 

⑩ 攻撃対象ページ 

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

ボックスにより表示する数を変更できます。 

 
 



 

130  

 

⑪ 攻撃文字列 

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

トボックスにより表示する数を変更できます。 
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データ保守画面 
 

データベースに保存された監査ログ、アクセスログ、イベントログの削除を行います。また、ログを CSV

ファイルに出力します。 

このときユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

 
 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

 →「削除」ボタンを表示します。 

・ 上記以外のユーザ 

 →「削除」ボタンを表示しません。 

 

 

① 対象ノード 

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

名前を表示します。 

 

② 「操作対象ログ」ラジオボタン 

この画面で削除、または CSV ファイル出力対象となるログファイルの種類を選択します。 

 

③ 期間設定 

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

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間のログを対象とします。終了日のみの設

定も可能です。入力はテキストボックス右のボタンをクリックする

と表示されるカレンダダイアログで行います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示しま

す。 

 

① 

③ 

④ ⑥ ⑤ 

② 
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④ 「CSV 出力」ボタン 

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

します。 

出力可能な件数は 100 万レコードまでです。超過する場合は指定期間を見直してください。 

 

⑤ 「削除」ボタン 

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

 

イベントログは、システム管理者が「全ノード」を選択している場合にのみ可能です。 

 

⑥ 「クリア」ボタン 

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

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

稼動数のカウントの詳細については「稼動数について」をご参照ください。 

 

 
 

 

① 対象ノード 

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

プの名前を表示します。 

 

② 表示対象月セレクトボックス 

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

 

③ 「レポート出力」ボタン 

「稼動履歴」画面の情報を、印刷用に整形した画面を表示します。 

印刷サイズ 
[英語環境] US Letter 

[英語環境以外] A4 サイズ 

印刷方向 縦方向 

※当該画面から、ページ全体の印刷が行えない場合には、Ctrl + A で印刷範囲を指定し、 

 右クリック [印刷] の選択にて、印刷してください。 

 

④ 「CSV 出力」ボタン 

表示対象月の稼動状況確認データを CSV 形式で出力します。 

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

することができます。 

※「ライセンス数算出ツール」はＮＥＣサポートポータルより入手できます。 

 

⑤ 稼動履歴 

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

また、該当月における同時稼動の平均数を表示します。 

① 
② ③ ④ 

⑤ 
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対策 ID 一覧画面 
 

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

ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)画面 

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

ます。 

 
 

 

対策 ID 一覧(管理ノード状態)画面 

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

 

 
 

① 

⑦ 

⑤ 

⑩ ③ 

⑥ 

⑩ 
② 

⑤ 

⑧ ⑨ 

③ 

⑥ 

④ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- チェックボックスを表示します。 

- 「チェック対象外定義」列を表示します。 

- 「利用版数:最新」ボタンを表示します。 

- 「対処動作:ON」ボタン、「対処動作:OFF」ボタン、「対処動作:無効」ボタン、「対処動作:既定」ボタン

を表示します。 

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

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

タンを表示します。 

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

・ 上記以外のユーザ 

- チェックボックスをチェックする事ができません。 

- 「チェック対象外定義」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

- 「利用版数:最新」ボタンを表示しません。 

- 「対処動作:ON」ボタン、「対処動作:OFF」ボタン、「対処動作:無効」ボタン、「対処動作:既定」ボタン

を表示しません。 

- 「適用対象」ボタン、「適用非対象」ボタンを表示しません。 

- 「対策 ID 一覧(グループデフォルト設定)」画面において「グループ内ノードの一覧」を表示します。 
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① ノードグループ名 

この画面で脆弱性対策定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面で脆弱性対策定義を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ 最新定義バージョン 

保持する脆弱性対策定義のうち最も新しいバージョン番号を表示します。 

 

④ 受入済みバージョン 

対処動作の設定が行える脆弱性対策定義のうち最も新しいバージョン番号を表示します。 

 

脆弱性対策定義は指定の世代数分を保持することができ、保持する定義のうち運用管理者が動作

確認したバージョンを受入済みバージョンとして設定しておくことで、より新しい脆弱性対策定義は動

作確認するまで対処動作させない運用が可能となります。 

具体的な運用手順は、「付録H．脆弱性対策定義の世代管理」をご参照ください。 

 

⑤ 対策 ID 一覧 

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

昇順/降順にソートできます。 

 
列名 説明 

チェックボックス 選択された対策 ID を操作対象にします。 

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

の種類」をご参照ください。 

対策 ID 定義の ID を表示します。 

利用版数 対策 ID ごとに現在保持する版数を表示します。また利用を選択できる版数にはラジオボ

タンが表示されます。 

対処動作 対策 ID ごとの現在の対処動作を表示します。 

選択されない利用版数の該当行は、“無効”と表示します。 

また未設定の場合、”既定”と表示します。 

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

ます。 

設定値の詳細に関しては「脆弱性対策設定ファイル」をご参照ください。 

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

覧」画面でこの定義により出力された監査ログを表示することができます。 

ノード適用対象 ノード適用対象の設定を表示します。 

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

す。 

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

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

編集」画面を表示します。 

説明 この定義に一致する脆弱性の説明や例を表示します。 

 

背景色について 

定義のグループデフォルト値の状態が未設定の場合、該当行の背景色が黄色で表示されます。 

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

出した定義は、該当行の背景色が赤で表示されます。 

上記の赤と黄の両方の条件を満たした場合は、赤を優先し表示します。 
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⑥ 操作ボタン 

チェックボックスで選択している「対策 ID」に対して操作を行います。 

 

⑦ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「対

策 ID 一覧(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

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

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

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

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

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

に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「対

策 ID 一覧(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

 

⑧ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバから脆弱性対策定義を取得します。 

 

⑨ 「適用」ボタン 

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

 

注) 適用時にエラーが発生した場合 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

<運用管理コンソールインストールパス>\webapps\console\WEB-INF\logs\console.log 
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⑩ 絞込み 

表示する脆弱性対策定義にフィルタを行い、マッチしたもののみ表示します。 

 
項目名 説明 

「種別」セレクトボックス 表示する脆弱性対策定義の種別を選択します。 

選択できるのは、以下の 6 種類です。 

SQL、XSS、OSC、SF、PT、* 

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

す。 

｢検索」ボタン 「種別」「対策 ID」で設定された内容で脆弱性対策定義を表示

します。 

「クリア」ボタン 「種別」「対策 ID」に入力されている値を消去します。 
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検知 ID 一覧画面 
 

不審検知定義を検知 ID ごとに一覧で表示します。このとき、表示する対象にノードグループと管理ノード

のどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

検知 ID 一覧(グループデフォルト設定)画面 

ノードグループを選択した場合、そのノードグループの不審検知定義を検知 ID ごとに一覧で表示しま

す。 

 
 

検知 ID 一覧(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードの不審検知定義を検知 ID ごとに一覧で表示します。 

 

 
 

 

 

 

① 

⑥ 

④ 

⑨ 

③ 

⑤ 

⑨ 

② 

④ 

⑦ ⑧ 

③ 

⑤ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- チェックボックスを表示します。 

- 「ユーザルール定義」列を表示します。 

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

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

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

タンを表示します。 

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

・ 上記以外のユーザ 

- チェックボックスをチェックする事ができません。 

- 「ユーザルール定義」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

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

- 「適用対象」ボタン、「非適用対象」ボタンを表示しません。 

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

 

① ノードグループ名 

この画面で不審検知定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面で不審検知定義を表示している管理ノードを表示します。 
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③ 検知定義バージョン 

現在適用されている検知定義ファイルのバージョン情報を表示します。 

 

④ 検知 ID 一覧 

検知定義を検知 ID ごとに一覧で表示します。列名をクリックすることでその列の内容により昇順/降

順にソートできます。 

 
列名 説明 

チェックボックス 選択された検知 ID を操作対象にします。 

日付 定義が作成された日を表示します。 

種別 定義の種別を表示します。 

検知 ID 定義の ID を表示します。 

最新版数 検知 ID の最新版数を表示します。 

対処動作 検知 ID ごとの現在の対処動作を表示します。 

未設定の場合、”既定”と表示します。 

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

ます。 

設定値の詳細に関しては「不審検知設定ファイル」をご参照ください。 

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

覧」画面でこの定義により出力された監査ログを表示することができます。 

ディスクリプション この定義に一致する脆弱性の例を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の設定を表示します。 

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

す。 

ユーザルール定義 新規ルールをクリックすると、「ユーザルール定義」画面を表示した上で、「ルール追加/

編集」画面を表示します。 

不審検知定義を流用したユーザルールを定義することができます。 

 

背景色について 

定義の状態が未設定の場合、該当行の背景色が黄色で表示されます。 

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

セスを検出した定義は、該当行の背景色が赤で表示されます。 

上記の赤と黄の両方の条件を満たした場合は、赤を優先し表示します。 

 

⑤ 操作ボタン 

チェックボックスで選択している「検知 ID」に対して操作を行います。 
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⑥ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「検

知 ID 一覧(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

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

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

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

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

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

に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「検

知 ID 一覧(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑦ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバから不審検知定義を取得します。 

 

⑧ 「適用」ボタン 

現在表示している管理ノードに各不審検知の設定内容(ON/OFF/既定)を反映します。 

 

注) 適用時にエラーが発生した場合 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

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

表示する不審検知定義にフィルタを行い、マッチしたもののみ表示します。 

 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間に作成された不審検知定義を表示しま

す。いずれかのみの設定も可能です。入力はテキストボックス

右のボタンをクリックすると表示されるカレンダダイアログで行

います。 

カレンダボタン 開始日、または終了日を設定するカレンダダイアログを表示し

ます。 

「種別」テキストボックス 表示する不審検知定義の種別を入力します。 

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

す。 

｢検索」ボタン 「開始日」「終了日」「種別」「検知 ID」で設定された内容で不審

検知定義を表示します。 

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

去します。 
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チェック対象外定義画面 
 

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

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

 

チェック対象外定義(グループデフォルト設定)画面 

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

表示します。 

 

 
 

チェック対象外定義(管理ノード状態)画面 

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

 

 
 

 

 

① 
④ 

⑤ 

③ 

② 

⑦ 

③ 

⑥ ④ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「追加」ボタンを表示します。 

- 「Rule Name」列から該当ルールの編集を行うことができます。 

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

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

用対象の設定を変更できます。 

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

します。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「追加」ボタンを表示しません。 

- 「Rule Name」列がラベルで表示します。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

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

用対象の設定を変更することが出来ません。 

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

ます。 

 

① ノードグループ名 

この画面でチェック対象外定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でチェック対象外定義を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ ルール一覧 

現在定義されているチェック対象外を一覧表示します。 

 
列名 説明 

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

ル追加/編集」画面に移動します。 

AttackType 攻撃の種別を表示します。 

Path このルールを適用するリクエストパスを表示します。 

Method このルールを適用する HTTP メソッドを表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

ラジオボタンで選択することで設定を変更できます。 

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

み表示されます。 

 

④ 「追加」ボタン 

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

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの「チェック対象外定

義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

｢ノード適用対象｣を YES としている場合に、「チェック対象外定義(グ

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

に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

｢ノード適用対象｣を YES としている場合に、「チェック対象外定義(グ

ループデフォルト設定)」画面の設定を、ノードグループ内の全ての管理

ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「チェック対象外定義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑥ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバからチェック対象外定義を取得します。 

 

⑦ 「適用」ボタン 

管理ノードにチェック対象外定義の設定内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

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

脆弱性対策定義の対象外とするルールを追加/編集します。 

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

 

 

  

 

 
① 

④ 

② 

⑤ 

③ 

⑥ ⑦ 
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① ルール定義 

ルールに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

Rule Name 

【省略可】 

ルールの名前を入力します。 

20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

Attack Type 攻撃の種別を選択します。 

Definition ID 

【省略可】 

 

※本項目は、リビ

ジョン 4.2.0.4 から

使用できます。 

このルールを適用する定義 ID（対策 ID または検知 ID）を入力します。 

200 文字以内で指定します。 

Attack Type に「SQL」、「OSC」、「SF」、「XSS」、「PT」、「EXTENSION」の何れかを選

択した場合に指定することができます。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

指定例 1 前方一致： ^SQL-0001 

指定例 2 複数指定： ^SQL-000(1|4) 

指定例 3 完全一致： ^SQL-0001-01$ 

SiteShell Type 

【省略可】 

このルールを適用する SiteShell Type を入力します。 

100 文字以内で指定します。 

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

本項目は正規表現式で指定できます。 

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

Method 

【省略可】 

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

本項目は正規表現式で指定できます。 

Path 

【省略可】 

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

本項目は正規表現式で指定できます。 

IP 

【省略可】 

このルールを適用する IP アドレスを入力します。 

また、IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

NetMask 

【省略可】 

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

力します。 

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

ビット数表記での指定ができます。 

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

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

 

 

② 「パターン追加」ボタン 

新たなパターンを追加します。 

 

③ 「パターン削除」ボタン 

選択されているパターンを削除します。 

 

④ パターン一覧 

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

 
列名 説明 

Location チェック対象外とする要素の位置を選択します。 

Name 

【入力必須】 

ヘッダ名、またはパラメータ名を入力します。100 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

Value 

【省略可】 

チェック対象外とする値を入力します。1000 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 
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⑤ 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した値でルールを追加/変更します。 

 

⑥ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

⑦ 「キャンセル｣ボタン 

ルール追加/編集画面を閉じます。 
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ユーザルール定義画面 
 

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

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

 

ユーザルール定義(グループデフォルト設定)画面 

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

表示します。 

 

 
 

ユーザルール定義(管理ノード状態)画面 

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

 
 

 

 

① 
④ 

⑥ 

③ 

⑤ 

② 

⑧ 

③ 

⑦ ④ ⑤ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「追加」ボタンを表示します。 

- 「インポート」ボタンを表示します。 

- 「操作」列を表示し、「変更」、および「削除」を行うことができます。 

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

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

します。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「追加」ボタンを表示しません。 

- 「インポート」ボタンを表示しません。 

- 「操作」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

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

ます。 

 

① ノードグループ名 

この画面でユーザルール定義を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でユーザルール定義を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ レシピ一覧 

現在定義されているユーザルール定義を一覧表示します。 

 
列名 説明 

Recipe Name レシピ名を表示します。 

AttackType 攻撃の種別を表示します。 

Path このレシピを適用するリクエストパスを表示します。 

Description レシピの説明を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

また、この列は「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面の場合に

のみ表示されます。 

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

「削除」ボタン 「削除」ボタンのある行のレシピを削除します。 

 

④ 「追加」ボタン 

新たなレシピを追加する「ユーザルール定義ファイル追加/編集」画面に移動します。 

 

⑤ 「インポート」ボタン 

新たなレシピを追加（XML 形式で指定）する「ユーザルール定義インポート」画面に移動します。 



 

152  

 

⑥ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「ユーザルール定義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用

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

適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「ユーザルール定義(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用

対象｣を YES としているレシピを、ノードグループ内の全ての管理

ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「ユーザルール定義(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑦ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバからユーザルール定義を取得します。 

 

⑧ 「適用」ボタン 

管理ノードにユーザルール定義の設定内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

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

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

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

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

て、表示される画面が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

① レシピ定義 

レシピに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

Recipe Name 

【入力必須】 

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

できます。 

Attack Type 

【入力必須】 

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

きます。 

Path 

【省略可】 

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

本項目は正規表現式で指定できます。 

省略した場合、全ての URL を対象とします。 

Description 

【省略可】 

レシピの説明を入力します。500 文字以内で入力します。 

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

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

 

② 「ルールセット追加」ボタン 

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

 

③ 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した内容のレシピを追加/更新します。 

 

④ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

⑤ 「キャンセル｣ボタン 

ユーザルール定義ファイル追加/編集をキャンセルし、画面を閉じます。 

① 

② 

③ ④ ⑤ 

① 

② 

 

③ ④ ⑤ 
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ルールセット追加/編集画面 
 

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

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

い。 

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

合、表示される画面が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

① ルールセット定義 

ルールセットに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

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

バー(_)が使用できます。 

Stage ルールセット処理対象を選択します。 

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

字が使用できます 

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

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

※「detect」は選択できないため表示されません。 

Action Arg 以下の 3 つの条件に適した値を指定します。 

・ 「Action Name」で「forward」を選択した場合、エラーページまたは代替ページを

「～.html」の形式で指定します。省略した場合、SiteShell のデフォルトのエラー

ページが指定されたものとして動作します。 

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

す。省略した場合はサニタイズ処理を行いません。 

※監査ログへの出力は行います。 

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

した場合は暗号化処理を行いません。 

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

 

 

 

① 

② ③ 

④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

① 

② ③ 

④ 

⑤ ⑥ ⑦ 
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② 「ルール追加」ボタン 

新たなルールを追加します。 

 

③ 「ルール削除」ボタン 

選択されているルールを削除します。 

 

④ ルール一覧 

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

 
列名 説明 

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

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

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時は選択不可) 

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

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

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時のみ選択可能) 

Rule Arg 

【入力必須】 

ルールのチェック対象を指定します。 

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

定します。 

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

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

Rule Value 

【入力必須】 

チェックする値を入力します。1000 文字以内で入力します。 

本項目は正規表現式で指定できます。 

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

U、H、M、I を指定でき、指定した順番でデコード処理を行います。 

  U : URL デコードを実施する。 

  H : HTML（数値文字参照）デコードを実施する。 

  M : マルチバイト除去を実施する。 

  I : 小文字化を実施する。 

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

ウトされ、指定する事はできません。 

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

Shift_JIS、EUC、UTF-8 のいずれかを指定します。 

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

ウトされ、指定する事はできません。 

 

⑤ 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した値でルールセットを追加/変更します。 

 

⑥ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

⑦ 「キャンセル｣ボタン 

ルールセット追加/編集画面を閉じます。 
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ユーザルール定義インポート画面 
 

ユーザルール定義ファイル を XML 形式で追加/編集します。 

 

 
 

 

① ユーザルール定義（XML 形式）入力欄 

追加するユーザルール定義を、XML 形式で指定します。 

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

 

② 「インポート」ボタン 

①で入力した内容を反映した状態で、ユーザルール定義ファイル追加/編集画面を表示します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

①に入力されている値を消去します。 

 

④ 「キャンセル」ボタン 

ユーザルール定義インポートをキャンセルし、画面を閉じます。 

 

 

 

② ③ ④ 

① 
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ノード設定画面 
 

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

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

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

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

表示される画面が異なります。 

 

ノード設定(グループデフォルト設定)画面 

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

 
 

ノード設定(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードの設定を表示します。 

 
 

④ 

⑤ 

③ 

① 

⑥ ③ 

② 

④ 

⑦ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「操作」列を表示し、「変更」を行うことができます。 

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

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

・ 上記以外のユーザ 

- 「操作」列を表示しません。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

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

 

① ノードグループ名 

この画面で表示しているノード設定のノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面で表示しているノード設定の管理ノード名を表示します。 
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③ 「カテゴリ」セレクトボックス 

表示するプロパティのカテゴリを選択します。 

 

ノード設定(全般)画面： 
カテゴリ 説明 

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

基本動作 SiteShell フィルタの基本的な動作に関するプロパティ 

チャンク形式データ検査 SiteShell フィルタが検査するデータのうちチャンク形式に関するプロパティ 

マルチパート形式データ検査 SiteShell フィルタが検査するデータのうちマルチパート形式に関するプロパ

ティ 

ログ全般 SiteShell フィルタが出力するログ全般に関するプロパティ 

ノード稼動状況ログ SiteShell フィルタが出力する「ノード稼動状況ログ」に関するプロパティ 

動作ログ SiteShell フィルタが出力する「動作ログ」に関するプロパティ 

監査ログ SiteShell フィルタが出力する「監査ログ」に関するプロパティ 

アクセスログ SiteShell フィルタが出力する「アクセスログ」に関するプロパティ 

稼動確認ログ SiteShell フィルタが出力する「稼動確認ログ」に関するプロパティ 

更新サービス状態ログ SiteShell フィルタが出力する「更新サービス状態ログ」に関するプロパティ 

レスポンスデータ保存 SiteShell フィルタが出力する「レスポンスデータ保存」に関するプロパティ 

稼動状態確認リクエスト SiteShell フィルタの稼動状態確認に対する動作を定義するプロパティ 

NW 型 SiteShell 動作 NW 型 SiteShell 同梱 Apache の動作に関するプロパティ 

NW 型 SiteShell 管理 NW 型 SiteShell 同梱 Apache を管理するためのプロパティ 

 

ノード設定(対策)画面： 
カテゴリ 説明 

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

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

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

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

パストラバーサル対策 パストラバーサル対策の動作に関するプロパティ 

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

HTTP メソッド対策 HTTP メソッド対策の動作に関するプロパティ 

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

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

クロスサイトリクエストフォージェリ対策 クロスサイトリクエストフォージェリ対策の動作に関するプロパティ 

パラメータ改竄対策 パラメータ改竄対策の動作に関するプロパティ 

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

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

強制的ブラウズ対策 強制的ブラウズ対策の動作に関するプロパティ 

エラーコード対策 エラーコード対策の動作に関するプロパティ 

IP フィルタリング IP フィルタリングの動作に関するプロパティ 

IP ブラックリスト IP ブラックリストの動作に関するプロパティ 

パスワードリスト対策 パスワードリスト対策の動作に関するプロパティ 
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④ ノード設定一覧 

現在、設定されているノード設定を一覧表示します。 

 
列名 説明 

プロパティ名 プロパティ名を表示します。 

プロパティ値 プロパティ値に現在設定されている値を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

本項目は「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面の場合にのみ表示

されます。 

説明 各プロパティの概要説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「SiteShell動作定義ファイル」をご参照ください。 

操作 「変更」ボタン プロパティ値を変更する画面を表示します。 

 

⑤ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの 

「ノード設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対象｣を Y

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

ます。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「ノード設定(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対象｣を Y

ES としているプロパティを、ノードグループ内の全ての管理ノードの

SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの 

「ノード設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 

 

⑥ 「定義情報の再取得」ボタン 

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

管理ノードに SiteShell 動作定義の設定内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

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

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

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

イプがあります。 

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

ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

（セレクトボックスタイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

（テキストボックスタイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

① 

④ ⑤ ⑥ 

① 

 

① 

④ ⑤ ⑥ 

① 

⑤ ④ ⑥ 

④ ⑤ ⑥ 
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（複数指定タイプ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① プロパティ編集画面 
項目名 説明 

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

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

す。この時、番号の昇順が、そのプロパティの優先順となります。 

プロパティ値 プロパティに設定する値を入力、または選択します。 

初期画面では現在設定されているプロパティ値を表示します。 

説明【編集不可】 各プロパティの説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「SiteShell動作定義ファイル」をご参照ください。 

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

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

ます。 

 

② 「追加」ボタン 

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

 

③ 「削除」ボタン 

選択しているプロパティを削除します。 

 

④ 「変更」ボタン 

入力した設定内容を適用します。 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を、現在設定している値に戻します。 

 

⑥ 「キャンセル」ボタン 

プロパティの編集をキャンセルし、ノード設定編集画面を閉じます。 

 

① 

② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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エラーページ設定画面 
 

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

ノードのどちらを選択したかによって、表示される画面が異なります。 

 

エラーページ設定(グループデフォルト設定)画面 

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

ます。 

 
 

エラーページ設定(管理ノード状態)画面 

管理ノードを選択した場合、その管理ノードが持つエラーページを表示します。 

 
 

 

 

① 

④ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

② 
③ 

⑥ 

⑤ ④ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑪ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- 「エラーページ追加」ボタンを表示します。 

- 「URI 追加」ボタンを表示します。 

- 「操作」列に、「変更」ボタン、および「削除」ボタンを表示します。 

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

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

ます。 

・ 上記以外のユーザ 

- 「エラーページ追加」ボタンを表示しません。 

- 「URI 追加」ボタンを表示しません。 

- 「操作」列に、「表示」ボタンを表示します。 

- 「適用」ボタンを表示しません。 

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

す。 

 

① ノードグループ名 

この画面でエラーページ設定を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でエラーページ設定を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ 「定義情報の再取得」ボタン 

管理サーバからエラーページ設定の内容を取得します。 

 

④ 「エラーページ追加」ボタン 

新たなエラーページを追加する「エラーページ追加/編集」画面に移動します。 

 

⑤ 「パス別エラーページ設定」リンク 

パス別エラーページ設定の先頭に移動します。 

 

⑥ エラーページ一覧 

現在定義されているエラーページ設定を一覧表示します。 
列名 説明 

エラーページ名 エラーページ名を表示します。 

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

また、この列は「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面の場

合にのみ表示されます。 

操作 

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

「削除」ボタン 「削除」ボタンのある行のエラーページ設定を削除します。 

「表示」ボタン 現在設定されているエラーページ設定を表示します。 

 

⑦ 「URI 追加」ボタン 

パス別エラーページを設定する「パス別エラーページ設定」画面に移動します。 

 

⑧ 「エラーページ一覧」リンク 

エラーページ一覧の先頭に移動します。 

 



 

166  

⑨ パス別エラーページ一覧 

現在設定されているパス別エラーページ設定を一覧表示します。 
列名 説明 

URI.No 対象のパス別エラーページ設定の優先順位を表示します。 

URI 指定のエラーページを表示する対象となる URI を表示します。 

操作 

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

フォルトエラーページ設定」画面に移動します。 

「デフォルト」以外はパス別エラーページを設定する「パス別エラーページ設定」

画面に移動します。 

「削除」ボタン 「削除」ボタンのある行のパス別エラーページ設定を削除します。 

「表示」ボタン 現在設定されているパス別エラーページ設定を表示します。 

 

⑩ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

「エラーページ設定(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面の、パス別エラー

ページ設定、および｢ノード適用対象｣を YES としている設定を、選択

した管理ノードの SiteShell に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「エラーページ設定(グループデフォルト設定)」画面の、パス別エラー

ページ設定、および｢ノード適用対象｣を YES としている設定を、ノー

ドグループ内の全ての管理ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの

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

管理ノードにエラーページ設定の内容を反映します。 

 

注) パス別エラーページ設定は、ノードグループと管理ノードのどちらを選択したかによって、 

適用されるプロパティが異なります。 

・ノードグループの場合 

usererror.common.uri 

usererror.common.req 

usererror.common.code 

usererror.common.resp 

・管理ノードの場合 

usererror.uri 

usererror.req 

usererror.code 

usererror.resp 

 

プロパティの詳細説明は、「エラーページ設定」をご参照ください。 

 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合は、 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

① エラーページ設定 

エラーページに関する各種情報を編集します。 

 
項目名 説明 

エラーページ名 

【入力必須】 

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

数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用できます。 

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

か否かを選択します。 

本項目はグループデフォルトとなるエラーページ作成/編集の場合にのみ表示

されます。 

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

エラーページから画像ファイルや JavaScript、CSS などの外部リソースを参照 

する際は、相対パスを使用することはできません。 

返却する HTTP ステータ

スコードと理由フレーズ 

 

※本項目は、リビジョン 

4.2.0.4 から使用できます。 

 

返却する HTTP ステータスコード（Status-Code）と理由フレーズ（Reason-Phra

se）を入力します。 128 文字以内で入力します。 

書式は 「Status-Code SP Reason-Phrase」 で入力します。 

書式の詳細は、RFC7230 の 3.1.2 セクションをご参照ください。 

※HTTP ステータスコード 403 指定時は、Web サーバ指定のエラーページが

返却される場合があります。 

 

② 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した内容のエラーページを追加/変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

④ 「キャンセル｣ボタン 

エラーページ追加/編集画面を閉じます。 

 

① 

② ③ ④ 

① 

② ③ ④ 
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デフォルトエラーページ設定/パス別エラーページ設定画面 
 

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

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

示される画面が異なります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(左)                                    (右) 

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

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(左)                                    (右) 

グループデフォルトとなるパス別エラーページ設定画面    管理ノードに対するパス別エラーページ設定画面 

 

 

① 

② ③ ④ 

① 

② ③ ④ 

① 

② ③ ④ 

① 

② ③ ④ 
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① デフォルトエラーページ設定/パス別エラーページ設定 

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

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

説明【編集不可】 各プロパティの説明を表示します。 

プロパティの詳細説明は「SiteShell動作定義ファイル」をご参照ください。 

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

パティの優先順となります。 

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

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

か否かを選択します。 

本項目はグループデフォルトとなるデフォルトエラーページ設定の場合にのみ表

示されます。 

エラーページ

の指定 

エラーページ

の種別 

エラーページを出力する条件を表示します。 

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

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

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

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

しているエラーページ設定ファイルの中から選択します。 

 

② 「追加」ボタン、または「変更」ボタン 

この画面で編集した内容のエラーページを追加/変更します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

④ 「キャンセル｣ボタン 

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

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

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

 

IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)画面 

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

示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP ブラックリスト(管理ノード状態)画面 

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

 
 

 

① 

⑨ 

⑪ 

⑧ 

⑩ 

⑦ 

③ 

② 

⑥ ⑤ 

④ 

⑧ 

⑦ 

⑨ 
⑩ 
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上記の 2 つの画面の表示内容はユーザの権限によって異なります。 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

- チェックボックスをチェックすることが出来ます。 

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

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

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

す。 

・ 上記以外のユーザ 

- チェックボックスをチェックする事ができません。 

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

- 「適用」ボタンを表示しません。 

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

 

① ノードグループ名 

この画面でエラーページ設定を表示しているノードグループ名を表示します。 

 

② 管理ノード 

この画面でエラーページ設定を表示している管理ノードを表示します。 

 

③ デフォルト動作 

「対処動作」が既定である IP ブラックリストの動作を表示します。 

 

④ 絞込み 

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

ボックスには簡易正規表現を使用できます。 
項目名 説明 

「開始日」テキストボックス 

「終了日」テキストボックス 

開始日から終了日の間に追加された IP ブラックリストを表示しま

す。いずれかのみの設定も可能です。入力はテキストボックス右の

ボタンをクリックすると表示されるカレンダダイアログで行います。 

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

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

「対処動作」セレクトボックス 対処動作を選択します 

「追加種別」セレクトボックス 追加種別を選択します 

「ログ出力」セレクトボックス ログ出力を選択します 

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

ラックリストを表示します。 

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

す。 

 

⑤ 「定義情報の再取得」ボタン 

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

管理ノードに IP ブラックリスト設定の内容を反映します。 

 

注) 設定変更時にエラーが発生した場合 

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

 

運用管理コンソールの動作ログのパス: 

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

 

⑦ 表示件数 

1 ページに表示する IP ブラックリストの個数を選択します。 

 

⑧ IP ブラックリスト一覧 

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

チェックボックス 操作対象となる IP ブラックリストをチェックします。 

追加種別が“配信”と表記された IP アドレスは操作できません。 

IP アドレス 対象となる IP アドレスを表示します。 

対処動作 対処動作を表示します。「既定」の場合デフォルト動作の設定に従って

動作します。 

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

します。 

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

ノード適用対象 ノード適用対象の現在の設定を表示します。 

また、この列は「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面の場合

にのみ表示されます。 

追加種別 追加種別を表示します。 

自動：自動生成された設定の場合 

手動：管理ノードごとに設定した場合 

共通：グループデフォルトとして設定された場合 

自動解除対象：パスワードリスト攻撃対策によって自動生成された設

定の場合 

配信：「IPブラックリスト配信ファイル」を適用した場合 

 

⑨ ページジャンプコントロール 

表示している監査ログ一覧のページを移動します。 
項目名 説明 

「先頭へ」リンク 先頭のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「前へ」リンク 前のページを表示します。 

既に先頭のページを表示している場合は選択できません。 

「次へ」リンク 次のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

「最後へ」リンク 最後のページを表示します。 

既に最後のページを表示している場合は選択できません。 

ページ番号入力枠と 

「ジャンプ」ボタン 

ページ番号入力枠にページ番号を入力して、「ジャンプ」ボタンを押下する

と、入力したページを表示します。 

ページ番号入力枠には半角数字の正整数を入力します。 
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⑩ 操作ボタン 

IP ブラックリストの設定するボタンです。 
列名 説明 

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

に移動します。 

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

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

します。 

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

します。 

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

変更します。 

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

に変更します。 

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

変更します。 

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

変更します。 

 

⑪ 「グループ内ノードへの適用」、または「グループ内のノード一覧」 

ユーザの権限によって異なる画面を表示します。 

 

・ システム管理者、および該当ノードグループの管理権限を持つユーザ 

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

 
 

項目名 説明 

「全選択」ボタン 全ての管理ノードを選択状態にします。 

「全解除」ボタン 全ての管理ノードを選択解除状態にします。 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「I

P ブラックリスト(管理ノード状態)」画面に移動します。 

「選択した対象ノードに

適用」ボタン 

「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対

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

Shell に適用します。 

「グループ内全ノードに

適用」ボタン 

「IP ブラックリスト(グループデフォルト設定)」画面で、｢ノード適用対

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

管理ノードの SiteShell に適用します。 

 

・ 上記以外のユーザ 

下記の画面を表示し、ノードグループ内の管理ノードを表示します。 

 
 

項目名 説明 

管理ノード名 ノードグループ内の管理ノードの一覧を表示します。 

また、管理ノード名はリンクとなっており、それぞれの管理ノードの「I

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

① IP アドレス設定 

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

IP アドレス 

【入力必須】 

IP ブラックリストに追加する IP アドレスを入力します。 

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

で、サブネット単位の指定も可能です。 

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

き、IPv6 形式の場合はビット数表記のみ指定できます。 

(例：IPv4)  「192.168.0.1」「192.168.1.0/255.255.255.0」「192.168.2.0/24」 

(例：IPv6)  「2001:db8:1::1」「2001:db8:2::/48」 

 

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

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

を検知した場合、どちらの設定が優先されるかは不定です。 

「 対 処 動 作 」 セ レ ク ト

ボックス 

対象となる IP アドレスの対処動作を選択します。 

 拒否：拒否します。 

 既定：デフォルト動作に従って動作します。 

「ログ出力」セレクトボッ

クス 

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

択します。 

 YES：出力する 

 NO ：出力しない 

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

かを選択します。 

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

 

② 「追加」ボタン 

この画面で入力した内容を IP ブラックリストに追加します。 

 

③ 「クリア」ボタン 

各入力欄に入力された値を消去します。 

 

④ 「キャンセル｣ボタン 

IP アドレス追加画面を閉じます。 

 

① 

② ③ ④ 

① 

② ③ ④ 
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その他の機能 

 

稼動状況監視機能 
 

運用管理コンソールで複数の管理ノードを集中管理する機能の１つです。 

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

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

 

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

より異なります。 

・ 「手動での登録」の場合 ： 

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

・ 「自動での登録」の場合 ：  

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

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

 

◆ 稼動数について 

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

動台数をカウントし、稼動状況確認データとして記録します。 

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

を、参照することができます。 

以下に稼動数のカウント方法を記載します。 

 

① 記録した稼動状況確認データからマシン台数をカウントする。 

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

ウントしない。 

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

て 1 台とカウントします。 
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情報通知機能 
 

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

・脆弱性攻撃の検出状況 

・脆弱性対策パッケージの自動更新状況 

 

また、情報通知の方法には、以下の 2 通りの方法があります。 

・メール送信による通知 

・syslog、またはイベントビューアへのログ出力による通知 

 

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

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

 

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

追加画面で登録したメールアドレスとなります。 

 

以下、各情報通知機能について、通知条件と通知内容を説明します。 

 

脆弱性攻撃の検出状況通知 

 

通知条件として、以下の 4 種類を指定できます。 

通知条件 設定項目 説明 

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

かった場合も指定時刻に通知します。 

初回攻撃 report.AttackFirstTime 運用管理コンソールを起動してから、管理ノードに対

する攻撃を初めて検出した時に通知します。 

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

容には指定攻撃タイプの情報だけが通知されます。 

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

通知します。 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

管理者へのメール送信による情報通知 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がない場合) 

Subject： 【指定時刻通知】攻撃検出数 : 0 件（YYMMDD_HH:MM） 

 

□本文 

SiteShell が管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しませんでした。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がある場合) 

Subject： 【指定時刻通知】攻撃検出数 : 389 件（YYMMDD_HH:MM） 

 

□本文 

SiteShell が管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しました。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

     

  検出件数： 389 

  攻撃内容： 

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

    攻撃種類： 

          SQL : 389 

     

詳細は SiteShell の運用管理コンソールにより内容を確認してください。 

 

  SQL : 

    ID, 管理ノード, 攻撃時間, 攻撃種類, 対策ID, FW動作, 攻撃元アドレス, 被攻撃

URL, 攻撃場所, 攻撃文字列 

    999, WebServer1, YYYY/MM/DD 14:36:20, SQL, SQL-9900-02, forward, 

10.109.49.233, /TestSite/post.php, paramValues, 

txtbox=<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

： 
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イベントビューアへのログ出力による通知 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がない場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [CollectDataAndSendMail] INFO 【指定時刻通知】攻撃

検出数 : 0 件（YYMMDD_HH:MM） 

管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しませんでした。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がある場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [Thread-N] WARN 【指定時刻通知】攻撃検出数 : 389

件（YYMMDD_HH:MM） 

管理ノードに対する脆弱性攻撃を検出しました。 

 

管理ノード： 

        WebServer1(IIS:9434) 

     

  検出件数： 389 

  攻撃内容： 

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

    攻撃種類： 

          SQL : 389 

     

詳細は以下の監査ログを確認してください。 

 

  SQL : 

    ID, 管理ノード, 攻撃時間, 攻撃種類, 対策ID, FW動作, 攻撃元アドレス, 被攻撃

URL, 攻撃場所, 攻撃文字列 

    999, WebServer1, YYYY/MM/DD 14:36:20, SQL, SQL-9900-02, forward, 

10.109.49.233, /TestSite/post.php, paramValues, 

txtbox=<SiteShell_SQL_Injection_Error_Test> 

： 

 

 

syslog へのログ出力による通知 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がない場合) 

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

WebServer1:9434(Apache)attacks found:0(YYMMDD_HH:MM)Vulnerabilities attacks wer

e not found in the Management Node by SiteShell. 

 

(指定時刻通知で攻撃検出がある場合) 

YYYY-MM-DD HH:MM:SS,mmm [Thread-N] WARN SiteShellConsole - WebServer1:94

34(Apache)attacks found:240(YYMMDD_HH:MM)Vulnerabilities attacks were found in t

he Management Node by SiteShell.(YYYY/MM/DD HH:MM-YYYY/MM/DD HH:MM) 

 



 

180  

脆弱性対策定義の自動更新状況通知 

 

以下の設定が on の場合、オンライン自動更新の処理結果を通知します。 

設定項目 説明 

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

 

設定項目の詳細については「運用管理コンソール動作定義」をご参照ください。 

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

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

よります。 

 

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

 

(自動更新が成功した場合) 

Subject: 【SiteShell】更新サービス成功の通知 

 

□本文 

脆弱性対策ファイルの更新に成功しました。 

 

管理サーバ： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：IIS 

イベント情報： 

    発生モジュール：SiteShell 本体 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

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

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Success][current:-][latest:-]Vulnerability Protection Pack h

as been updated successfully. 

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

 

(自動更新が失敗した場合) 

Subject: 【SiteShell】更新サービス失敗の通知 

 

□本文 

脆弱性対策ファイルの更新に失敗しました。 

 

管理サーバ： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：Apache 

イベント情報： 

    発生モジュール：OnlineUpdateService 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

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

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Fail][current:-][latest:-]Failed to download Vulnerability Pro

tection Pack.License ID is invalid, download was refused. 

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

詳細は、更新サービス状態ログを確認してください。 
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syslog、またはイベントビューアへのログ出力による通知 

 

(自動更新が成功した場合) 

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

義の更新に成功しました。 

 

管理サーバ： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：IIS 

イベント情報： 

    発生モジュール：SiteShell 本体 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

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

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Success][current:-][latest:-]Vulnerability Protection 

Pack has been updated successfully. 

【SiteShell】更新サービス成功の通知 

 

(自動更新が失敗した場合) 

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

ファイルの更新に失敗しました。 

 

管理サーバ： 

    IP アドレス：WebServer1 

    管理ポート：9434 

SiteShell のタイプ：Apache 

イベント情報： 

    発生モジュール：OnlineUpdateService 

 

ログ内容は、以下の通りです： 

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

[YYYY/MM/DD HH:MM:SS][Fail][current:-][latest:-]Failed to download 

Vulnerability Protection Pack.License ID is invalid, download was refused. 

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

詳細は、更新サービス状態ログを確認してください。 

【SiteShell】更新サービス失敗の通知 

 

 



 

183  

データベースのバックアップ/リストア 
 

バックアップ 

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

・ファイル名 

 backup.jar 

・ファイルパス 

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

 

・ 使い方 

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

管理サービス(SiteShellOMService)を停止します。 

※サービスの起動/停止方法については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」をご参照く

ださい。 

 

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

backup.jar を実行します。 

コマンド実行時には、Java ヒープの初期サイズ(-Xms)や最大サイズ(-Xmx)を適宜指定してくだ

さい。 

 

以下にコマンド例を示します。 

> java  -jar  -Xms1024m  -Xmx1024m  backup.jar 
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3. ツールを実行すると、ツールの配置フォルダに csv フォルダが作成され、その配下に、下記の

CSV ファイルが作成されます。 

 

 
 

 

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

OMService)を起動します。 

 

 

・accessLog.csv 

・action.csv 

・attackLog1.csv 

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

・attackLogDetails1.csv 

※attackLogDetails1.csv、attackLogDetails2.csv ... と複数作成される場合があります。 

・consoleconf.csv 

・eventLog1.csv 

※eventLog1.csv、eventLog2.csv ... と複数作成される場合があります。 

・groupconf.csv 

・grouperrorpage.csv 

・groupipblacklist.csv 

・grouprecipe.csv 

・ignorePattern.csv 

・nodeaction.csv 

・nodeconf.csv 

・nodeerrorpage.csv 

・nodeipblacklist.csv 

・nodeGroup.csv 

・nodeG_Action.csv 

・nodeingorepattern.csv 

・noderecipe.csv 

・noderule.csv 

・recipe.csv 

・reciperule.csv 

・reciperuleset.csv 

・rule.csv 

・serverStatusLog.csv  

・user.csv 

・userGroup.csv 

・userG_nodeG.csv 

・user_UserG.csv 

・USStatusLog.csv 

・webAccessLog1.csv 

※webAccessLog1.csv、webAccessLog2.csv ... と複数作成される場合があります。 

・webAPInfo.csv 

・webapstatus.csv 
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リストア 

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

・ファイル名 

 restore.jar 

・ファイルパス 

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

 

・ 使い方 

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

管理サービス(SiteShellOMService)を停止します。 

 

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

プで作成した csv フォルダを配置します。 

 

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

ar を実行します。 

コマンド実行時には、Java ヒープの初期サイズ(-Xms)や最大サイズ(-Xmx)を適宜指定してくだ

さい。 

 

以下にコマンド例を示します。 

> java  -jar  -Xms1024m  -Xmx1024m  restore.jar 

     

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

OMService)を起動します。 
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コマンドライン運用機能 
 

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

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

 

・ Windows ：  

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/SSConsole.bat 

・ Linux    ：  

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/SSConsole.sh 

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

を与えてください。 

 

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

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

_HOME 変数に指定されているパスのものを利用します。 

そのため、以下のいずれかの方法でパスを設定する必要があります。 

 

・ 運用管理コンソールのセットアップを行う。 

※詳細は「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「第 3.3 章 運用管理コンソールの導

入」をご参照ください。 

 

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

※編集例を以下に示します。 

JAVA_HOME= C:\Program Files\Java\jre 

   

 

コマンドライン運用機能の成功/失敗の判断 

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

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

以外の戻り値が返却されます。 

 

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

 

・ コマンド実行時のエラーログ出力場所： 

<運用管理コンソールインストールフォルダ>/logs/SSConsoleCommandX.log 

(「X」はローテーション時の通し番号) 
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コマンドの使用方法 

コマンドラインから SiteShell の設定を変更するには、以下の 2 種類の方法があります。 

・ 設定ファイル全体を一括で設定する方法 

・ 設定ファイル内のプロパティごとに設定する方法 

 

コマンドライン運用機能では、設定方法によってコマンドの引数が変わります。 

以下にそれぞれについて説明します。 

 

<< 設定ファイル全体を一括で設定する方法 -説明- >> 

設定ファイル全体を設定する場合の基本的な流れを以下に記載します。 

1. 対象となる SiteShell の現在の設定ファイルを取得する。 

2. 取得した設定ファイルを編集する。 

3. 編集した設定ファイルを対象となる SiteShell に適用する。 

 

これらの操作を実行するためのコマンドの形式を以下に記載します。 

( Windows ) 

> SSConsole.bat ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Web サイト名] {setfile|getfil

e|delfile} ファイル識別名 [ローカルファイル名] 

( Linux ) 

# SSConsole.sh ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Webサイト名] 

{setfile|getfile|delfile} ファイル識別名 [ローカルファイル名] 

 

それぞれのオプションについて説明します。 
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表 7 コマンドライン運用のオプション詳細（一括で設定） 

オプション名 指定値 説明 
ホスト名 IP アドレス、またはドメイ

ン名と、ポート番号を指

定します。 

指定必須オプション。 

設定変更対象となる、SiteShell サーバの IP アドレス、また

はドメイン名と、ポート番号を指定します。 

IP アドレスは IPv4 と IPv6 の両方で指定できます。 

ポート番号は省略可能です。 

ポート番号を省略した場合、SiteShell のデフォルト値であ

る 9434 番を指定されたものとして動作します。 

 

例) 

(IP アドレス) 

『192.168.123.45:9434』、『[2001:db8:1::1]:1234』 

(ドメイン名) 

siteshellserver 

仮想ホスト名 仮想ホスト名を指定しま

す。 

Apache 版の仮想ホストごとに設定している場合でのみ、

指定必須オプション。 

設定変更を行う対象となる、仮想ホスト名を指定します。 

仮想 Web サイト名 仮想 Web サイト名を指

定します。 

NW 型の SiteShell でのみ、指定必須オプション。 

設定変更を行う対象となる、仮想 Web サイト名を指定しま

す。 

{setfile|getfile|delfile} 実行する操作として、以

下のいずれかを指定しま

す。 

・ setfile 

・ getfile 

・ delfile 

指定必須オプション。 

設定ファイルに対する操作を指定します。 

・ setfile：ローカルファイルの内容を、SiteShell の設定ファ

イルに上書きします。 

・ getfile：SiteShell の設定ファイルの内容をローカルファイ

ルに上書きします。 

指定したローカルファイルが存在しない場合、新

規でファイルを作成します。 

・ delfile：SiteShell の設定ファイルを削除します。 

ファイル識別名 操作対象となる設定ファ

イル名を指定します。 

指定必須オプション。 

操作対象となる SiteShell の設定ファイル名を指定します。 

指定可能なファイル名を以下に示します。 

・ configuration.properties 

・ RecipeList.properties 

・ DetectList.properties 

・ ipBlackList.properties 

・ nonAttackRecipe.xml 

・ エラーページ設定ファイル 

→ 『*.html』 (*は任意の英数字) 

・ ユーザルール定義ファイル 

→ 『*.xml』 (*は任意の英数字） 

・ SiteShellService.properties 

・ onlineupdate.properties 

 

補足： 

コマンドライン運用機能はNW型SiteShell同梱Apache設定

ファイルは対応していません。 

ローカルファイル名 取得した設定ファイルの

保存先、または適用元

のファイルのパスを指定

します。 

「setfile」、「getfile」を指定した場合は指定必須オプション。 

「 getfile 」 時 に は 取 得 し た 設 定 フ ァ イ ル の 保 存 先 を 、

「setfile」時には適用元となるファイルのパスを指定します。 

絶対パス、相対パスのどちらも指定可能。 

 

「delfile」を指定した場合、このオプションは不要。 
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<< 設定ファイル全体を一括で設定する方法 -使用例- >> 

上記コマンドの使用例を説明します。 

 

⚫ setfile オプション、および getfile オプションの使用例 

setfile オプション、および getfile オプションの使用方法を、以下の環境、および設定を例に説明しま

す。 

 

(想定環境) 

SiteShell サーバマシンのドメイン名 ：siteshellserver:1234 

SiteShell の種類   ：IIS 版 

変更対象とする設定ファイル種類 ：RecipeList.properties (脆弱性対策設定ファイル) 

取得する設定ファイルの保存先 ：D:\SettingFolder\setting_recipe.txt 

(設定内容) 

脆弱性対策設定ファイルの設定内容を変更します。 

 

使用例 

1. 脆弱性対策設定ファイルの取得 (getfile オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、現在 SiteShell に適用されている脆弱性対策設定ファイ

ルの内容を取得します。 

( コマンド例 ) 

> SSConsole.bat siteshellserver:1234 getfile RecipeList.properties D:\Se

ttingFolder\setting_recipe.txt 

 

2. 脆弱性対策設定ファイルの編集 

エディタを使用して、取得したファイル(setting_recipe.txt)の中身を編集します。脆弱性対策設定

ファイルの編集に関しては「脆弱性対策設定ファイル」をご参照ください。 

 

3. 脆弱性対策設定ファイルの適用 (setfile オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、編集した内容を SiteShell の脆弱性対策設定ファイルとし

て適用します。 

( コマンド例 ) 

> SSConsole.bat siteshellserver:1234 setfile RecipeList.properties D:\Se

ttingFolder\setting_recipe.txt 

 

以上で、脆弱性対策設定ファイルの設定内容の変更は完了です。 

コマンド実行時はコマンド入力画面にエラーが出力されていない事を確認してください。 
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⚫ delfile オプションの使用例 

getfile オプションの使用方法を、以下の環境、および設定を例に説明します。 

 

(想定環境) 

SiteShell サーバマシンのドメイン名 ：siteshellserver:9434 

SiteShell の種類   ：Apache 版(Linux) 

削除を行う設定ファイル種類  ：UserRule.xml (ユーザルール定義ファイル)  

(設定内容) 

既に定義済みの UserRule.xml を削除します。 

 

使用例 

1. ユーザルール定義ファイルの削除 (delfile オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、指定したユーザルール定義ファイルを削除します。 

( コマンド例 ) 

> SSConsole.bat siteshellserver delfile UserRule.xml 

 

以上で、ユーザルール定義ファイルの削除は完了です。 

コマンド実行時はコマンド入力画面にエラーが出力されていない事を確認してください。 
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<< 設定ファイル内のプロパティごとに設定する方法 -説明- >> 

設定ファイル内のプロパティごとに値を設定する場合は、以下の操作を行います。 

・ 対象となるプロパティの現在の設定値を確認する。 

・ 指定した設定値を対象のプロパティに適用する。 

・ 設定しているプロパティを削除する。(デフォルト値に戻す) 

 

これらの操作を実行するためのコマンドの形式を以下に記載します。 

( Windows ) 

> SSConsole.bat ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Web サイト名] {getprop|setpro

p|delprop} ファイル識別名 プロパティ名[=プロパティ値] 

( Linux ) 

# SSConsole.sh ホスト名[/仮想ホスト名|/仮想 Webサイト名] 

{getprop|setprop|delprop} ファイル識別名 プロパティ名[=プロパティ] 

 

それぞれのオプションについて説明します。 

※以下の 3 つのオプションの説明に関しては、「表 7 コマンドライン運用のオプション詳細（一括で

設定）」をご参照ください。 

・ ホスト名 

・ 仮想ホスト名 

・ 仮想 Web サイト名 
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表 8 コマンドライン運用のオプション詳細（プロパティごとに設定） 

オプション名 指定値 説明 
{setprop|getprop|delpro

p} 

実行する操作として、

以下のいずれかを指定

します。 

・ setprop 

・ getprop 

・ delprop 

指定必須オプション。 

設定ファイルに対する操作を指定します。 

・ setprop：指定した設定値を SiteShell のプロパティに

適用します。 

・ getprop：現在設定されているプロパティの設定値を

取得します。 

・ delprop：プロパティを削除します。 

ファイル識別名 操 作 対 象 と な る 設 定

ファイル名を指定しま

す。 

指定必須オプション。 

操作対象となる SiteShell の設定ファイル名を指定しま

す。 

指定可能なファイル名を以下に示します。 

・ configuration.properties 

・ RecipeList.properties 

・ ipBlackList.properties 

・ SiteShellService.properties 

・ onlineupdate.properties 

 

補足： 

コマンドライン運用機能はNW型SiteShell同梱Apache設

定ファイルに対応していません。 

プロパティ名 操作対象となるプロパ

ティ名を指定します。 

指定必須オプション。 

適用/取得/削除の対象となるプロパティ名を指定しま

す。 

 

※ファイル識別子に「ipBlackList.properties」を指定した

場合、対象となる IP アドレスを指定します。この時、サ

ブネットマスク部分は、「IP アドレス/ネットマスク」で完全

一致する必要があります。 

（例）「192.168.1.10」というアドレスが存在する場合に、

「192.168.1.0/24」と指定してもマッチしません。 

プロパティ値 プロパティに適用する

プロパティ値を指定し

ます。 

「setprop」を指定した場合、指定必須オプション。 

対象のプロパティに指定したプロパティ値を適用しま

す。 

 

「getprop」、および「delprop」を指定した場合、このオプ

ションは不要です。 

 

※ファイル識別子に「ipBlackList.properties」を指定した

場合、下記のフォーマットでプロパティ値を指定する 

『プロパティ名=対処動作(0:既定,1:拒否), ログ記録(0:出

力しない,1:出力する)』 

（指定例） 

SSConsole.bat hostA setprop ipBlackList.properties 

192.168.1.188=1,1 
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<< 設定ファイル内のプロパティごとに設定する方法 -使用例- >> 

上記コマンドの使用方法を、以下の環境、および設定を例に説明します。 

 

(想定環境) 

SiteShell サーバマシンのドメイン名 ：siteshellserver:9434 

SiteShell の種類   ：NW 型 

適用する仮想 Web サイト名  ：WebSite1 

変更対象とする設定ファイル種類 ：configuration.properties (SiteShell 動作定義ファイル) 

(設定内容) 

SiteShell 動作定義ファイルの設定内容を確認・変更・削除します。 

 

使用例 

⚫ プロパティの設定値を確認する (getprop オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、指定したプロパティに現在適用されているプロパティ値

を確認できます。 

( コマンド例 ) 

# SSConsole.sh siteshellserver:9434/WebSite1 getprop configuration.prope

rties log.audit.size 

 

⚫ プロパティの設定値を変更する。 (setprop オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、対象のプロパティに指定したプロパティ値を適用できま

す。 

( コマンド例 ) 

# SSConsole.sh siteshellserver:9434/WebSite1 setprop configuration.prope

rties log.audit.size=512 

 

・ 不要なプロパティを削除する。 (delprop オプションの使用) 

以下に示すコマンドを実行することで、指定したプロパティを削除できます。 

( コマンド例 ) 

# SSConsole.sh siteshellserver:9434/WebSite1 delprop configuration.prope

rties response.through 

 

以上がコマンドの使用法となります。 

 

コマンド実行時はコマンド入力画面にエラーが出力されていない事を確認してください。 
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5. 商標・ライセンス 

 

商標について 

 

・Microsoft、Windows、Windows Server、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、PostgreSQL の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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SiteShell がバンドルしているソフトウェアのライセンスについて  

 

□SiteShell 本体(IIS 版、Apache Windows 版)  

製品名 ライセンス URL 

Boost 1.66.0 Boost Software  

License - Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

7-Zip 19.00 LGPL v2.1 + unRAR  

restriction 

http://sourceforge.net/projects/sevenzip/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/ 

tinyXML 2.6.2 zlib license http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

zlib 1.2.11 zlib license https://www.zlib.net/ 

MD5 Message-

Digest Algorithm 

RSA Data Security 

License 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 

 

  ※リビジョン 4.2.0.4 以降では、下記がバンドルされています。 

製品名 ライセンス URL 

Boost 1.66.0 Boost Software  

License - Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

7-Zip 22.00 LGPL v2.1 + unRAR  

restriction 

http://sourceforge.net/projects/sevenzip/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/ 

tinyXML 2.6.2 zlib license http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

zlib 1.2.11 zlib license https://www.zlib.net/ 

MD5 Message-

Digest Algorithm 

RSA Data Security 

License 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 

 

 

http://www.boost.org/
http://sourceforge.net/projects/sevenzip/
http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
https://www.zlib.net/
http://www.boost.org/
http://sourceforge.net/projects/sevenzip/
http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
https://www.zlib.net/
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□SiteShell 本体(Apache Linux 版)  

製品名 ライセンス URL 

Boost 1.66.0 Boost Software  

License - Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

p7zip 16.02 LGPL v2.1 + unRAR  

restriction 

http://sourceforge.net/projects/p7zip/ 

tinyXML 2.6.2 zlib license http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/ 

Apache Log4j  

1.2.17 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

OpenSSL 1.1.1d the OpenSSL License 

+ the original SSLeay 

license 

http://www.openssl.org/ 

 

  ※リビジョン 4.2.0.4 以降では、下記がバンドルされています。 

製品名 ライセンス URL 

Boost 1.66.0 Boost Software  

License - Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

p7zip 16.02 LGPL v2.1 + unRAR  

restriction 

http://sourceforge.net/projects/p7zip/ 

tinyXML 2.6.2 zlib license http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/ 

Apache Log4j2  

2.18.0 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

OpenSSL 1.1.1p the OpenSSL License 

+ the original SSLeay 

license 

http://www.openssl.org/ 

 

 

 

http://www.boost.org/
http://sourceforge.net/projects/p7zip/
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/
http://logging.apache.org/
http://www.boost.org/
http://sourceforge.net/projects/p7zip/
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/
http://logging.apache.org/
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□SiteShell 本体(NW 型)  

製品名 ライセンス URL 

Apache HTTP  

Server 2.4.51 

Apache License 2.0 http://httpd.apache.org/ 

Boost 1.66.0 Boost Software  

License - Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

p7zip 16.02 LGPL v2.1 + unRAR  

restriction 

http://sourceforge.net/projects/p7zip/ 

tinyXML 2.6.2 zlib license http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/ 

Apache Log4j  

1.2.17 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

OpenSSL 1.1.1d the OpenSSL License 

+ the original SSLeay 

license 

http://www.openssl.org/ 

MD5 Message-

Digest Algorithm 

RSA Data Security 

License 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 

 

  ※リビジョン 4.2.0.4 以降では、下記がバンドルされています。 

製品名 ライセンス URL 

Apache HTTP  

Server 2.4.54 

Apache License 2.0 http://httpd.apache.org/ 

Boost 1.66.0 Boost Software  

License - Version 1.0 

http://www.boost.org/ 

p7zip 16.02 LGPL v2.1 + unRAR  

restriction 

http://sourceforge.net/projects/p7zip/ 

tinyXML 2.6.2 zlib license http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/ 

Apache Log4j2  

2.18.0 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

OpenSSL 1.1.1p the OpenSSL License 

+ the original SSLeay 

license 

http://www.openssl.org/ 

MD5 Message-

Digest Algorithm 

RSA Data Security 

License 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 

 

 

http://httpd.apache.org/
http://www.boost.org/
http://sourceforge.net/projects/p7zip/
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/
http://logging.apache.org/
http://httpd.apache.org/
http://www.boost.org/
http://sourceforge.net/projects/p7zip/
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
http://sourceforge.net/p/log4cplus/wiki/Home/
http://logging.apache.org/
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□運用管理コンソール  

製品名 ライセンス URL 

Hibernate 4.3.11 LGPL v2.1 http://www.hibernate.org/ 

Mojarra 

JavaServer Faces 

2.3.9 

CDDLv1.0 + GPLv2 

with Classpath 

Exception license 

https://javaserverfaces.java.net/ 

JavaMail 1.6.2 CDDLv1.0 + GPLv2 

with Classpath 

Exception license 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-

138643.html 

JAF 1.1.1 Oracle Binary Code 

License 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/

downloads/index-135046.html 

Apache Velocity  

1.7 

Apache License 2.0 http://velocity.apache.org/ 

JFreeChart 1.5.0 LGPL v2.1 http://www.jfree.org/ 

Apache Log4j  

1.2.17 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

Apache Commons  

Lang 2.6 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

Apache Commons 

Logging 1.2 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/logging/ 

 

Apache Tomcat  

9.0.24 

Apache License 2.0 http://tomcat.apache.org/ 

c3p0 0.9.5.4 LGPL v2.1 http://sourceforge.net/projects/c3p0/ 

Google Gson 2.8.5 Apache License 2.0 http://code.google.com/p/google-gson/ 

JAXB 2.3.1 

CDDLv1.1 + GPLv2 

with Classpath 

Exception license 

https://javaee.github.io/jaxb-v2/ 

jsTree pre 3.3.8 MIT license http://www.jstree.com/ 

PostgreSQL 

JDBC Driver 

42.2.5 

BSD License http://jdbc.postgresql.org/ 

Apache Commons 

Text 1.7 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/proper/commons-

text/ 

Apache Commons 

Codec 1.11 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/codec/ 

 

 

 

http://www.hibernate.org/
http://java.sun.com/products/javamail/
http://java.sun.com/products/javamail/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-135046.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-135046.html
http://velocity.apache.org/
http://www.jfree.org/
http://logging.apache.org/
http://commons.apache.org/lang/
http://commons.apache.org/logging/
http://tomcat.apache.org/
http://sourceforge.net/projects/c3p0/
http://code.google.com/p/google-gson/
https://javaee.github.io/jaxb-v2/
http://www.jstree.com/
http://jdbc.postgresql.org/
http://commons.apache.org/proper/commons-text/
http://commons.apache.org/proper/commons-text/
http://commons.apache.org/codec/
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  ※リビジョン 4.2.0.4 以降では、下記がバンドルされています。 

製品名 ライセンス URL 

Hibernate 4.3.11 LGPL v2.1 http://www.hibernate.org/ 

Mojarra 

JavaServer Faces 

2.3.9 

CDDLv1.0 + GPLv2 

with Classpath 

Exception license 

https://javaserverfaces.java.net/ 

JavaMail 1.6.2 CDDLv1.0 + GPLv2 

with Classpath 

Exception license 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-

138643.html 

JAF 1.1.1 Oracle Binary Code 

License 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/

downloads/index-135046.html 

Apache Velocity  

1.7 

Apache License 2.0 http://velocity.apache.org/ 

JFreeChart 1.5.0 LGPL v2.1 http://www.jfree.org/ 

Apache Log4j2  

2.18.0 

Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

Apache Commons  

Lang 2.6 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

Apache Commons 

Logging 1.2 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/logging/ 

 

Apache Tomcat  

9.0.65 

Apache License 2.0 http://tomcat.apache.org/ 

c3p0 0.9.5.4 LGPL v2.1 http://sourceforge.net/projects/c3p0/ 

Google Gson 2.8.5 Apache License 2.0 http://code.google.com/p/google-gson/ 

JAXB 2.3.1 

CDDLv1.1 + GPLv2 

with Classpath 

Exception license 

https://javaee.github.io/jaxb-v2/ 

jsTree pre 3.3.8 MIT license http://www.jstree.com/ 

PostgreSQL 

JDBC Driver 

42.5.0 

BSD License http://jdbc.postgresql.org/ 

Apache Commons 

Text 1.7 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/proper/commons-

text/ 

Apache Commons 

Codec 1.11 

Apache License 2.0 http://commons.apache.org/codec/ 

 

 

 

http://www.hibernate.org/
http://java.sun.com/products/javamail/
http://java.sun.com/products/javamail/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-135046.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-135046.html
http://velocity.apache.org/
http://www.jfree.org/
http://logging.apache.org/
http://commons.apache.org/lang/
http://commons.apache.org/logging/
http://tomcat.apache.org/
http://sourceforge.net/projects/c3p0/
http://code.google.com/p/google-gson/
https://javaee.github.io/jaxb-v2/
http://www.jstree.com/
http://jdbc.postgresql.org/
http://commons.apache.org/proper/commons-text/
http://commons.apache.org/proper/commons-text/
http://commons.apache.org/codec/
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□運用管理サービス  

製品名 ライセンス URL 

Apache Commons 

Codec 1.12 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/codec/ 

Apache Commons 

Deamon 1.1.0 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/daemon/ 

Apache Commons 

Lang 3.9 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

Apache Commons 

Logging 1.2 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/logging/ 

Apache Log4j  

1.2.17 
Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

Apache Log4j 2 

2.11.2 
Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

c3p0 0.9.5.4 LGPL v2.1 http://www.mchange.com/projects/c3p0/ 

Google Gson 2.8.5 Apache License 2.0 http://code.google.com/p/google-gson/ 

Hibernate 4.3.11 LGPL v2.1 http://www.hibernate.org/ 

log4jdbc-log4j2 

4.1-1.16 
Apache License 2.0 https://code.google.com/p/log4jdbc-log4j2/ 

PostgreSQL 

JDBC Driver 

42.2.5 

BSD License http://jdbc.postgresql.org/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://log4cplus.sourceforge.net/ 

 

 

 

http://commons.apache.org/codec/
http://commons.apache.org/daemon/
http://commons.apache.org/lang/
http://commons.apache.org/logging/
http://logging.apache.org/
http://logging.apache.org/
http://www.mchange.com/projects/c3p0/
http://code.google.com/p/google-gson/
http://www.hibernate.org/
https://code.google.com/p/log4jdbc-log4j2/
http://jdbc.postgresql.org/
http://log4cplus.sourceforge.net/
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  ※リビジョン 4.2.0.4 以降では、下記がバンドルされています。 

製品名 ライセンス URL 

Apache Commons 

Codec 1.12 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/codec/ 

Apache Commons 

Deamon 1.1.0 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/daemon/ 

Apache Commons 

Lang 3.9 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

Apache Commons 

Logging 1.2 
Apache License 2.0 http://commons.apache.org/logging/ 

Apache Log4j2  

2.18.0 
Apache License 2.0 http://logging.apache.org/ 

c3p0 0.9.5.4 LGPL v2.1 http://www.mchange.com/projects/c3p0/ 

Google Gson 2.8.5 Apache License 2.0 http://code.google.com/p/google-gson/ 

Hibernate 4.3.11 LGPL v2.1 http://www.hibernate.org/ 

log4jdbc-log4j2 

4.1-1.16 
Apache License 2.0 https://code.google.com/p/log4jdbc-log4j2/ 

PostgreSQL 

JDBC Driver 

42.5.0 

BSD License http://jdbc.postgresql.org/ 

log4cplus 1.1.3 Apache License 2.0 http://log4cplus.sourceforge.net/ 

 

 

 

 

・This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apa

che.org/).  

・開示情報の入手については製品連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

http://commons.apache.org/codec/
http://commons.apache.org/daemon/
http://commons.apache.org/lang/
http://commons.apache.org/logging/
http://logging.apache.org/
http://www.mchange.com/projects/c3p0/
http://code.google.com/p/google-gson/
http://www.hibernate.org/
https://code.google.com/p/log4jdbc-log4j2/
http://jdbc.postgresql.org/
http://log4cplus.sourceforge.net/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
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付録A．SiteShell の設定ファイル仕様 

定義ファイルの種類 

 

本章では、SiteShell における各設定ファイルについて説明します。 

SiteShell が使用する設定ファイルは、以下の種類に分けられます。 

 

１．ノード設定ファイル 

２．ユーザ定義ファイル 

３．オンライン自動更新定義ファイル 

４．SiteShell サービス設定ファイル 

５．運用管理サービス設定ファイル 

６．環境設定ファイル 

７．パケットリレー設定ファイル 

８．NW 型 SiteShell 同梱 Apache 設定ファイル 

 

１のノード設定ファイルは、SiteShell 自身の機能の動作を設定するために、使われるファイルです。Sit

eShell フィルタエンジン、脆弱性の対処のスイッチ、更新間隔時間とログの設定等ができます。ノード設

定ファイルには、SiteShell 動作定義ファイル、脆弱性対策設定ファイル、不審検知設定ファイル、IP ブ

ラックリスト、IP ブラックリスト配信ファイルの 5 つがあります。IP ブラックリスト配信ファイルの内容は更

新できません。 

 

２のユーザ定義ファイルは、ユーザが SiteShell に他の独自の処理を追加したい場合に、使われるファ

イルです。ユーザカスタマイズについては、「ユーザ定義ファイル」をご参照ください。 

 

３のオンライン自動更新定義ファイルは、オンライン自動更新サービスを実現するために、使われる

ファイルです。 

 

４の SiteShell サービス設定ファイルは、SiteShell のサービスの基本動作を設定するために使われる

ファイルです。 

 

５の運用管理サービス設定ファイルは、運用管理サービスの基本動作を設定するために使われるファ

イルです。 

 

６の環境設定ファイルは、モニタリング機能の動作を設定するために使われるファイルです。 

 

７のパケットリレー設定ファイルは、パケットリレー機能の動作を設定するために使われるファイルです。 

 

８の NW 型 SiteShell 同梱 Apache 設定ファイルは、NW 型 SiteShell が同梱する Apache に対して、運

用管理コンソールから管理・操作するために使われるファイルです。 
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以下に、SiteShell が使用する全ての定義ファイルを一覧にします。 

 

表 9 SiteShell における各定義ファイル 

定義ファイル名 種類 説明 

SiteShell 動作定義ファイル (*2) 

configuration.properties 

１ SiteShell の基本動作を定義する。 

脆弱性対策設定ファイル (*2) 

RecipeList.properties 

１ 各対策 ID のチェック ON/OFF/無効を設定する。 

不審検知設定ファイル (*2) 

DetectList.properties 

１ 各検知 ID のチェック ON/OFF を設定する。 

IP ブラックリスト (*2) 

ipBlackList.properties 

１ IP ブラックリストを定義する。 

IP ブラックリスト配信ファイル 

ipDarkList.properties 

１ NEC 独自の IP ブラックリストが定義されている。 

強制的ブラウズ定義ファイル (*1、*2) ２ アクセスを許可する URL をこのファイルに定義

する。 

ユーザルール定義ファイル (*1、*2) ２ ユーザの独自の脆弱性対策定義ルールをこの

ファイルに定義する。 

チェック対象外定義ファイル (*2) 

nonAttackRecipe.xml 

２ ユーザ独自のチェック対象外データをこのファイ

ルに定義する。 

オンライン自動更新定義ファイル (*2) 

onlineupdate.properties 

３ オンライン自動更新サービスに関する情報を設

定する。 

SiteShell サービス設定ファイル (*2) 

SiteShellService.properties 

４ SiteShell サービスの基本動作を設定する。 

運用管理サービス設定ファイル 

OperationManagement.properties 

５ 運用管理サービスの基本動作を設定する。 

環境設定ファイル 

environment.properties 

６ モニタリング機能の動作を設定する。 

パケットリレー設定ファイル 

relay.properties 

７ パケットリレー機能の動作を設定する。 

Apache 設定ファイル 

httpd.conf 

８ NW 型 SiteShell 同梱 Apache が読み込む設定

ファイルを定義する。 

Apache 既定値ファイル 

httpd-DefaultDefine_*.conf 

８ NW 型 SiteShell 同梱 Apache に対する主に環境

周りの Apache ディレクティブを定義する。 

Apache 独自値ファイル 

httpd-CustomDefine.conf 

８ 特化する環境下において NW 型 SiteShell 同梱

Apache を動作させるために必要な Apache ディ

レクティブを定義する。 

Apache 指定値ファイル (*2) 

httpd-SiteShellDefine.conf 

８ NW 型 SiteShell 同梱 Apache に対する主に動作

周りの Apache ディレクティブを定義する。 

Apache 管理ファイル (*2) 

httpdManage.properties 

８ 運用管理コンソールから NW 型 SiteShell 同梱

Apache を管理するために必要なプロパティを設

定する。 

*1: 利用者が任意にファイル名を決定することができます。 

*2: 運用管理コンソールから設定変更できます。手動編集との併用は避けてください。 
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SiteShell 動作定義ファイル 

 

この節では、SiteShell における動作定義ファイルについて説明します。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

ファイル名： 

configuration.properties 

 

 

SiteShell 動作定義ファイルに含まれるプロパティは、大きく以下のカテゴリに分類されます。 

・ ノード設定（全般） 

・ ノード設定（対策） 

・ エラーページ設定 

 

各プロパティを以下で説明します。 
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ノード設定（全般） 

SiteShell 動作に関するプロパティです。下記のカテゴリに分類されます。 

 

・ 基本動作 

「表 10 ノード設定のプロパティ － 基本動作」 

・ チャンク形式データ検査 

「表 11 ノード設定のプロパティ － チャンク形式データ検査」 

・ マルチパート形式データ検査 

「表 12 ノード設定のプロパティ － マルチパート形式データ検査」 

・ ログ全般 

「表 13 ノード設定のプロパティ － ログ全般」 

・ ノード稼動状況ログ 

「表 14 ノード設定のプロパティ － ノード稼動状況ログ」 

・ 動作ログ 

「表 15 ノード設定のプロパティ － 動作ログ」 

・ 監査ログ 

「表 16 ノード設定のプロパティ － 監査ログ」 

・ アクセスログ 

「表 17 ノード設定のプロパティ － アクセスログ」 

・ 稼動確認ログ 

「表 18 ノード設定のプロパティ － 稼動確認ログ」 

・ 更新サービス状態ログ 

「表 19 ノード設定のプロパティ － 更新サービス状態ログ」 

・ エラーレスポンスデータ 

「表 20 ノード設定のプロパティ － レスポンスデータ保存」 

・ 稼動状態確認リクエスト 

「表 21 ノード設定のプロパティ － 稼動状態確認リクエスト」 
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表 10 ノード設定のプロパティ － 基本動作 

プロパティ名 設定値 説明 
filter.engine on / off 

(既定： on) 

SiteShell フィルタ機能を有効にするか否かを指定します。 

 

oｎ： 有効 

oｆｆ： 無効 

 

補足： 

off 指定時は、SiteShell による一切の検査は行われず、SiteShell フィ

ルタを未適用とした状態と同等となります。 

 

logic.accepted_ve

rsion 

数字 

(既定： 空値) 

世代管理により保持した脆弱性対策パッケージの中から、受入済みの

脆弱性対策定義バージョンを指定します。 

指定したバージョンは、より古い定義バージョンを含めて受入れること

になります。 

空値の指定時は、保持している全ての定義バージョンを受入れたもの

として動作します。 

保持している定義バージョンの番号以外は不正値と判断し、既定値で

動作します。 

 

補足 1： 

指定したバージョンより新しい定義バージョンに含まれる、追加・修正さ

れた対策 ID は、logic.unaccepted_action 指定値に従います。 

 

補足 2： 

複数の定義バージョンを受入れている場合、使用する対策 ID の版数

まで指定できます。 

版数指定の詳細は「対策ID一覧画面」や「脆弱性対策設定ファイル」を

ご参照ください。 

 

補足 3： 

Ver3.0 以前から移行した脆弱性対策パッケージ（SiteShell_logic.jar）が

持つ脆弱性対策定義バージョンを指定する場合は、“00000000000” を

設定してください。 

 

logic.unaccepted_

action 

trial / disabled 

(既定： disabled) 

logic.accepted_version 指定値より新しい（受入未実施の）脆弱性対策

定義バージョンに含まれる、追加または修正された対策 ID の動作を指

定します。 

 

trial： 試行する。（検査のみ実施する。対処はしない） 

disabled： 試行しない。（検査しない。対策 ID は無効とする） 

 

penetratemode on / off 

(既定： off) 

SiteShell 動作モードを透過モードにするか否かを指定します。 

 

on： 透過モードで動作する。 

off： 本番モードで動作する。 

 

補足： 

動作モードの詳細は「SiteShellの動作モードの種類」をご参照ください。 
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プロパティ名 設定値 説明 
recipelist_default on / off / disabled 

(既定： on) 

対策 ID の対処動作を指定していない（未設定状態）時の動作を指定し

ます。 

 

on： 検査/対処を実施する。 

off： 検査のみ実施する。対処はしない。 

disabled： 検査しない。対策 ID は無効とする。 

 

補足： 

対処動作の詳細は「対策ID一覧画面」や「脆弱性対策設定ファイル」を

ご参照ください。 

 

response.through 文字列 

(既定： 空値) 

対処動作を除外したいレスポンスが返されるリクエストの拡張子を指定

します。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 

補足： 

Apache1.3 環境でのみ有効です。 

指定した拡張子に一致するリクエストに対するレスポンスには、

SiteShell の対処動作を実施しません。 

 

request.header.cli

ent_ip 

 

※本項目は、リビ

ジョン 4.2.0.4 から

使用できます。 

 

文字列 

(既定： 空値) 

リクエストの接続要求元 IP アドレスを示すリクエストヘッダ名を指定し

ます。 

 

指定例： 

request.header.client_ip=X-Client-IP 

 

補足 1： 

指定文字列の最大長は 128 バイトです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

空値の場合は、指定無効です。 

 

補足 2： 

UA（ユーザエージェント）側の IP アドレスを示すリクエストヘッダを指定

することで、攻撃元 IP アドレスを特定する精度が向上します。 

CDN（Content Delivery Network）を利用する環境では、同サービスか

ら提供されるリクエストヘッダの指定をご検討ください。 

 

注意 1： 

本指定による「攻撃元 IP アドレスの特定」は、trusted.proxies 指定より

優先されます。 

 

注意 2： 

指定のリクエストヘッダ値に含まれる IP アドレス部分は、

request.header.client_ip_fmt で指定する書式に従って抽出されます。 
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プロパティ名 設定値 説明 
request.header.cli

ent_ip_fmt 

 

※本項目は、リビ

ジョン 4.2.0.4 から

使用できます。 

 

文字列 

(既定： 空値) 

リクエストの接続要求元 IP アドレスを示すリクエストヘッダ値の書式（IP

アドレス部分）を正規表現式で指定します。 

 

指定例 1： 全指定 

request.header.client_ip=^(.*)$ 

 

指定例 2： コロン区切りの左辺 

request.header.client_ip=^([^:]+) 

 

指定例 3： カンマ区切りの先頭１番目 

request.header.client_ip=^([^\s,]+) 

 

指定例 4： カンマ区切りの先頭２番目 

request.header.client_ip=^[^,]+,\s*([^\s,]+) 

 

指定例 5： カンマ区切りの最後尾 

request.header.client_ip=([^\s,]+)$ 

 

補足 1： 

指定文字列の最大長は 128 バイトです。 

既定（空値）は、全指定（指定例 1）で動作します。 

不正値の場合も同様です。 

 

補足 2： 

request.header.client_ip 指定時に有効です。 

 

trusted.proxies 

 

文字列 

(既定： 空値) 

信頼するプロキシを IP アドレスで指定します。 

IPv4、IPv6 のいずれも指定できます。 

またカンマ（,）区切りで複数指定できます。 

サブネット単位で指定する場合は、IPv4 ではマスク表記またはビット数

表記で、IPv6 ではビット数表記で指定してください。 

 

指定例： 

trusted.proxies=192.168.0.1, 192.168.1.0/255.255.255.0, 

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

 

補足 1： 

指定文字列の最大長は 32KB です。 

指定 IP アドレス(またはレンジ)の最大個数は 512 個です。 

※リビジョン 4.2.0.4 から最大 128 個から 512 個に拡張されました。 

 

補足 2： 

リクエストに X-Forwarded-For ヘッダを正しく付与するプロキシを指定

することで、攻撃元 IP アドレスを特定する精度が向上します。 

 



 

209  

プロパティ名 設定値 説明 
update.observer.fl

ag 

 

on / off 

(既定： on) 

SiteShell フィルタの設定を自動反映するか否かを指定します。 

 

on： 自動反映する。 

off： 自動反映しない。 

 

注意 1： 

指定値を off から on に変更する場合は、Web サーバの再起動が必要

です。 

 

注意 2： 

この指定値は SiteShell フィルタやログサービスに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “update.observer.flag (SSF)” 

と表示されます。 

 

update.observer.i

nterval 

1～2592000 

(既定： 50) 

SiteShell フィルタの設定を自動反映する実行間隔を指定します。 

指定は秒単位です。 

 

補足： 

50 指定時は、設定ファイルの更新状態を 50 秒間隔で確認し、更新さ

れていれば自動反映する動作となります。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタやログサービスに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “update.observer.interval 

(SSF)” と表示されます。 

 

detect.mode on / off 

(既定： off) 

不審検知機能を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意： 

リビジョン 4.2.0.1 以前では、on 指定時に penetratemode=off を指定し

てください。 

 

detectlist_default on / off 

(既定： off) 

検知 ID の対処動作を指定していない（未設定状態）時の動作を指定し

ます。 

 

on： 検査のみ実施する。 

off： 検査しない。検知 ID は無効とする。 

 

補足： 

対処動作の詳細は「検知ID一覧画面」や「不審検知設定ファイル」をご

参照ください。 

 

request.body.che

ckmode 

deny / pass 

(既定： deny) 

リクエストのボディデータが request.body.maxsize 指定値を超えた場合

の動作を指定します。 

 

deny： エラーページを返却する。 

pass： 対処は行わず、元のリクエストデータを返却する。 
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プロパティ名 設定値 説明 
request.body.max

size 

0～2000 

(既定： 0) 

検査対象とするリクエストのボディデータサイズの上限を指定します。 

指定はメガバイト(MB)単位です。 

 

補足： 

0 指定時は、サイズ上限なく検査します。 

1 指定時は、リクエストのボディデータが 1MB 以下であれば検査しま

す。 1MB を超える場合は request.body.checkmode 指定値の動作とな

ります。 

 

注意： 

指定値はマルチパート形式のデータ以外に対して有効です。 

マルチパート形式は multipart.request.maxsize で上限を指定します。 

 

response.body.ch

eckmode 

deny / pass 

(既定： deny) 

レスポンスのボディデータが response.body.maxsize 指定値を超えた場

合の動作を指定します。 

 

deny： エラーページを返却する。 

pass： 対処は行わず、元のレスポンスデータを返却する。 

 

response.body.ma

xsize 

0～2000 

(既定： 0) 

検査対象とするレスポンスのボディデータサイズの上限を指定します。 

指定はメガバイト(MB)単位です。 

 

補足： 

0 指定時は、サイズ上限なく検査します。 

1 指定時は、レスポンスのボディデータが 1MB 以下であれば検査しま

す。 1MB を超える場合は response.body.checkmode 指定値の動作と

なります。 

 

注意： 

指定値はチャンク形式のデータ以外に対して有効です。 

チャンク形式は chunk.response.maxsize で上限を指定します。 
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表 11 ノード設定のプロパティ － チャンク形式データ検査 

プロパティ名 設定値 説明 
chunk.checkmode deny / pass 

(既定： deny) 

検査対象とするチャンク形式のレスポンスデータサイズが

chunk.response.maxsize 指定値を超えた場合の動作を指定します。 

 

deny： エラーページを返却する。 

pass： 対処は行わず、元のレスポンスデータを返却する。 

 

chunk.response.m

axsize 

0～2000 

(既定： 0) 

検査対象とするチャンク形式のレスポンスデータサイズの上限を指定

します。 

指定はメガバイト(MB)単位です。 

 

補足： 

0 指定時は、サイズ上限なく検査します。 

1 指定時は、チャンク形式に分割する前のレスポンスデータが 1MB 以

下であれば検査します。 1MB を超える場合は chunk.checkmode 指定

値の動作となります。 

 

processor.chunk on / off 

(既定： oｆｆ) 

転送エンコーディングがチャンク形式であるレスポンスデータに対して

脆弱性対策機能を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意 1： 

on 指定時は、データ送信の終わりを検出するまで、チャンク形式の

データを全てメモリに保留します。 

また対処後は、非チャンク形式でデータを送信します。 

このため on 指定時は、Web サーバのリソース消費、UA（ユーザエー

ジェント）への応答に対する留意が必要です。 

 

注意 2： 

IIS 版では Trailer フィールドに対する対処は実施しません。 
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表 12 ノード設定のプロパティ － マルチパート形式データ検査 

プロパティ名 設定値 説明 
multipart.action scan / pass 

(既定： scan) 

FORM エンコード形式が multipart/form-data であるリクエストに対し

て、URI が multipart.targetN 指定値と一致した場合の動作を指定しま

す。 

 

scan： 検査する。 （不一致の URI は検査しない） 

pass： 検査しない。 （不一致の URI を検査する） 

 

multipart.targetN 

（multipart.commo

n.targetN） 

文字列 

(既定： 空値) 

FORM エンコード形式が multipart/form-data であるリクエストに対し、

検査または検査除外とする URI を指定します。 

URI は正規表現式で指定できます。 

また multipart.targetN （N 無し、または N=1～127）で複数指定できま

す。 

 

指定例： 

multipart.target=^/path1.*$ 

multipart.target1=^/path2/file2$ 

multipart.target2=^/path3/.*$ 

 

補足 1： 

指定した URI への検査方針は multipart.action で指定します。 

 

補足 2： 

multipart.common.targetN には、グループデフォルト設定の内容が反

映されます。 

また multipart.targetN 指定値は multipart.common.targetN より優先さ

れます。 

 

multipart.mode on / off 

(既定： oｆｆ) 

FORM エンコード形式が multipart/form-data であるリクエストの検査

機能を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意 1： 

on 指定時は、データ受信の終わりを検出するまで、マルチパート形式

のデータを全てメモリに保留します。 

このため on 指定時は、Web サーバのリソース消費、UA（ユーザエー

ジェント）への応答に対する留意が必要です。 

 

注意 2： 

on 指定時であっても、リクエストの multipart/form-data ボディにおける

content-disposition ヘッダに filename パラメータが指定されたコンテン

ツデータは検査対象としません。これはアップロードするファイルの内

容は検査しないことを意味します。 

multipart/form-data に関する規約は、RFC2388 などをご参考くださ

い。 

 

注意 3： 

マルチパート形式のデータ検査時に、不正な boundary パラメータを

検知した場合は、そのリクエストは "forward" で対処されます。 

boundary パラメータに関する規約は、RFC2046 などをご参考ください。 
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プロパティ名 設定値 説明 
multipart.checkm

ode 

deny / pass 

(既定： deny) 

FORM エンコード形式が multipart/form-data であるリクエストのデータ

サイズが multipart.request.maxsize 指定値を超えた場合の動作を指定

します。 

 

deny： エラーページを返却する。 

pass： 対処は行わず、元のリクエストデータを返却する。 

 

multipart.request.

maxsize 

0～2000 

(既定： 0) 

FORM エンコード形式が multipart/form-data であるリクエストのデータ

サイズの上限を指定します。 

指定はメガバイト(MB)単位です。 

 

補足： 

0 指定時は、サイズ上限なく検査します。 

1 指定時は、マルチパート形式に分割する前のリクエストデータが 1MB

以下であれば検査します。 1MB を超える場合は multipart.checkmode

指定値の動作となります。 
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表 13 ノード設定のプロパティ － ログ全般 

プロパティ名 設定値 説明 
log.path 文字列 

(既定： ./logs/) 

SiteShell フィルタやログサービスが記録するログの格納場所を指定し

ます。 

絶対パス、相対パスのいずれも指定できます。 

パス区切り文字は、Windows 環境では 円記号(\)、スラッシュ(/)のいず

れも使用できます。 Linux 環境では スラッシュ(/) が使用できます。 

指定フォルダが存在しない場合は既定値で動作します。 

 

補足： 

相対パスは SiteShell インストールディレクトリが起点です。 

ただし、Apache 版の仮想ホスト環境では SiteShell インストールディレ

クトリ配下の “virtualhosts/<仮想ホスト名>/” が、 

NW 型の仮想 Web サイト環境では SiteShell インストールディレクトリ配

下の “websites/<仮想 Web サイト名>/” が、それぞれ相対位置の起

点となります。 

 

注意 1： 

指定値は SiteShell サービスの log.path 指定値と同じに合せておく必

要があります。 

運用管理コンソールからは「補助サービス設定画面」で指定できます。 

プロパティの詳細は「SiteShellサービス設定ファイル」をご参照くださ

い。 

 

注意 2： 

Apache 版の仮想ホスト環境や NW 型の仮想 Web サイト環境における

ログ出力先パスを変更する場合は、「Apache仮想ホスト、NW型の

SiteShell本体ログ出力先変更方法」をご参照ください。 

 

注意 3： 

この指定値は SiteShell フィルタやログサービスに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.path (SSF)” と表示されま

す。 

 

log.send.timeout 0～180000 

(既定： 1000) 

ログサービスとの通信（ログ転送）で無応答となった場合に、自動的に

通信を中断するまでの時間を指定します。 

指定はミリ秒単位です。 

 

補足 1： 

0 指定時は、通信を中断しません。 

1000 指定時は、1000 ミリ秒間の無応答を検知した場合に通信を中断

して、リクエストまたはレスポンスの処理を継続します。 

 

補足 2： 

Linux 版（ログサービス経由でログを出力する環境）でのみ有効です。 

 

注意： 

通信中断が発生した場合、該当ログは記録されない可能性がありま

す。 
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表 14 ノード設定のプロパティ － ノード稼動状況ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.nodestatus.nu

m 

2～100 

(既定： 100) 

ノード稼動状況ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.nodestatus.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタやログサービスに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.nodestatus.num (SSF)” と

表示されます。 

 

log.nodestatus.siz

e 

200～100000 

(既定： 1024) 

ノード稼動状況ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタやログサービスに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.nodestatus.size (SSF)” と

表示されます。 
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表 15 ノード設定のプロパティ － 動作ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.debug.level 

 

1～5, 9 

(既定： 2) 

動作ログの出力レベルを指定します。 

 

1： デバッグレベル 

2： 情報レベル 

3： 警告レベル 

4： エラーレベル 

5： 致命的エラーレベル 

9： 無効（出力しない） 

 

補足： 

出力レベルの詳細は「動作ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.debug.level (SSF)” と表示

されます。 

 

log.debug.num 2～100 

(既定： 100) 

動作ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「動作ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.debug.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.debug.num (SSF)” と表示

されます。 

 

log.debug.size 200～100000 

(既定： 1024) 

動作ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「動作ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.debug.size (SSF)” と表示

されます。 
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表 16 ノード設定のプロパティ － 監査ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.audit.keepday 0～3650  

(既定： 30) 

監査ログファイルを保持しておく日数を指定します。 

 

補足 1： 

0 指定時は、ログローテーションで古いファイルを削除しません。 

1 指定時は、当日のファイルのみ保持します。 

30 指定時は、29 日前までのファイルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「監査ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.audit.rotation=daily 指定時に有効です。 

 

log.audit.maxreco

rdsize 

1～1024000 

(既定： 10240) 

監査ログの 1 レコードのサイズを指定します。 

指定はバイト単位です。 

 

補足： 

10240 指定時は、10240 バイトまでのレコードを記録します。 

指定サイズを超える情報は切り捨てられます。 

ログフォーマットの詳細は「監査ログ」をご参照ください。 

 

log.audit.num 2～100 

(既定： 100) 

監査ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「監査ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.audit.rotation=size 指定時に有効です。 

ファイルのサイズは log.audit.size で指定します。 

 

log.audit.num_per

day 

0, 2～100 

(既定： 0) 

監査ログファイルを日付ごとのサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

0 指定時は、その日付のファイルのみに記録します。（日付ごとのサイ

ズによるローテーションは行いません） 

2 指定時は、その日付のカレントファイルとローテーションしたファイル

の合計 2 ファイルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「監査ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.audit.rotation=daily 指定時に有効です。 

ファイルのサイズは log.audit.size で指定します。 

 

log.audit.respbody on / off 

(既定： off) 

レスポンスボディに対する検査結果を監査ログに記録するか否かを指

定します。 

 

on： 記録する。 

off： 記録しない。 

 

補足： 

秘密情報が含まれるなど、Web アプリケーションが返すレスポンス内容

を記録したくない場合に off を指定します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.audit.resphead

ers 

on / off 

(既定： off) 

レスポンスヘッダに対する検査結果を監査ログに記録するか否かを指

定します。 

 

on： 記録する。 

off： 記録しない。 

 

補足： 

秘密情報が含まれるなど、Web アプリケーションが返すレスポンス内容

を記録したくない場合に off を指定します。 

 

log.audit.rotation size / daily 

(既定： size) 

監査ログファイルのログローテーション方式を指定します。 

 

size： サイズローテーション 

daily： 日付ローテーション 

 

注意 1： 

指定値は、運用管理コンソールのログ収集に影響します。 

例えば、運用途中で size から daily に方式を変更した場合、変更後か

ら記録される daily 方式の監査ログは収集されますが、変更前に記録

された size 方式の監査ログは収集されません。 

指定値の変更は、ログ収集の実施後に行ってください。 

ログ収集の詳細は、「ログサマリ画面」をご参照ください。 

 

注意 2： 

１つの SiteShell サービスで管理される管理ノードは、指定値を同じに

合せておく必要があります。 

 ・Apache 版の主サーバと全ての仮想ホスト 

 ・NW 型の全ての仮想 Web サイト 

 

注意 3： 

IIS 版では daily 方式をご採用の上で、log.audit.num_perday には 0 を

指定してください。 

これにより、IIS 版における「サイズローテーションの動作不良」を回避

することができます。 

 

log.audit.size 200～100000 

(既定： 1024) 

監査ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「監査ログ」をご参照ください。 

 

log.audit.detail.sa

mpling 

on / off 

(既定： off) 

監査ログ詳細データを採取するか否かを指定します。 

 

on： 採取する。 

off： 採取しない。 

 

補足： 

採取対象は、下記で検知/対処した際のリクエストおよびレスポンスの

データです。 

 ・脆弱性対策定義（攻撃タイプが XSS、SQL、SF、PT、OSC） 

 ・ユーザルール定義（対処動作が forward、replace、allow） 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.audit.detail.pat

h 

文字列 

(既定： 

./logs/audit/details

) 

監査ログ詳細データファイルの格納場所を指定します。 

 

絶対パス、相対パスのいずれも指定できます。 

パス区切り文字は、Windows 環境では 円記号(\)、スラッシュ(/)のいず

れも使用できます。 Linux 環境では スラッシュ(/) が使用できます。 

指定フォルダが存在しない場合は既定値で動作します。 

 

補足： 

相対パスは SiteShell インストールディレクトリが起点です。 

ただし、Apache 版の仮想ホスト環境では SiteShell インストールディレ

クトリ配下の “virtualhosts/<仮想ホスト名>/” が、 

NW 型の仮想 Web サイト環境では SiteShell インストールディレクトリ配

下の “websites/<仮想 Web サイト名>/” が、それぞれ相対位置の起

点となります。 

 

注意： 

Apache 版の仮想ホスト環境や NW 型の仮想 Web サイト環境における

ログ出力先パスを変更する場合は、「Apache仮想ホスト、NW型の

SiteShell本体ログ出力先変更方法」をご参照ください。 

 

log.audit.detail.dat

a_size 

1～100000 

(既定： 200) 

監査ログ詳細データを採取するサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足 1： 

200 指定時は、200KB までのデータを採取します。 

指定サイズを超える情報は切り捨てられます。 

 

補足 2： 

保存するファイルには付加情報が含まれるため、ファイルサイズは指

定サイズより大きくなります。 

 

log.audit.detail.file

_num 

1～10000 

(既定： 100) 

監査ログ詳細データファイルを保持する数を指定します。 

 

注意 1： 

保持数が指定値に達した場合、新たなデータは採取しません。 

 

注意 2： 

当該ファイルは、次の契機に SiteShell サービスが削除します。 

 ・運用管理コンソールへ転送した時 

 ・保管期間を過ぎたファイルを検知した時 

 

保管期間は SiteShell サービスの auditLogDetailStoragePeriod で指定

します。 

運用管理コンソールからは「補助サービス設定画面」で指定できます。 

プロパティの詳細は「SiteShellサービス設定ファイル」をご参照くださ

い。 

 

log.audit.detail.sim

ul_samp 

1～100 

(既定： 1) 

監査ログ詳細データを採取するプロセスの同時出力数を指定します。 

 

注意： 

同時出力数が指定値に達した場合、新たなデータは採取しません。 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.audit.url_type relative / absolute 

(既定： relative) 

監査ログの"URL(攻撃目標)"に出力する形式を指定します。 

 

relative： 相対 URL で出力する。 

absolute： 絶対 URL で出力する。 

 

注意： 

log.audit.url_type=absolute 指定時は、Web サーバが認識するスキーム

名、ホスト名、相対 URL を基に、SiteShell が絶対 URL として組み立て

て記録します。 
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表 17 ノード設定のプロパティ － アクセスログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.access.keepda

y 

0～3650 

(既定： 30) 

アクセスログファイルを保持しておく日数を指定します。 

 

補足 1： 

0 指定時は、ログローテーションで古いファイルを削除しません。 

1 指定時は、当日のファイルのみ保持します。 

30 指定時は、29 日前までのファイルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「アクセスログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.access.rotation=daily 指定時に有効です。 

 

log.access.maxre

cordsize 

1～1024000 

(既定： 10240) 

アクセスログの 1 レコードのサイズを指定します。 

指定はバイト単位です。 

 

補足： 

10240 指定時は、10240 バイトまでのレコードを記録します。 

指定サイズを超える情報は切り捨てられます。 

ログフォーマットの詳細は「アクセスログ」をご参照ください。 

 

log.access.num 2～100 

(既定： 100) 

アクセスログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「アクセスログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.access.rotation=size 指定時に有効です。 

ファイルのサイズは log.access.size で指定します。 

 

log.access.num_p

erday 

0, 2～100 

(既定： 0) 

アクセスログファイルを日付ごとのサイズごとに保持する数を指定しま

す。 

 

補足 1： 

0 指定時は、その日付のファイルのみに記録します。（日付ごとのサイ

ズによるローテーションは行いません） 

2 指定時は、その日付のカレントファイルとローテーションしたファイル

の合計 2 ファイルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「アクセスログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.access.rotation=daily 指定時に有効です。 

ファイルのサイズは log.access.size で指定します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.access.rotatio

n 

size / daily 

(既定： size) 

アクセスログファイルのログローテーション方式を指定します。 

 

size： サイズローテーション 

daily： 日付ローテーション 

 

注意 1： 

指定値は、運用管理コンソールのログ収集に影響します。 

例えば、運用途中で size から daily に方式を変更した場合、変更後か

ら記録される daily 方式のアクセスログは収集されますが、変更前に記

録された size 方式のアクセスログは収集されません。 

指定値の変更は、ログ収集の実施後に行ってください。 

ログ収集の詳細は、「ログサマリ画面」をご参照ください。 

 

注意 2： 

１つの SiteShell サービスで管理される管理ノードは、指定値を同じに

合せておく必要があります。 

 ・Apache 版の主サーバと全ての仮想ホスト 

 ・NW 型の全ての仮想 Web サイト 

 

注意 3： 

IIS 版では daily 方式をご採用の上で、log.access.num_perday には 0 

を指定してください。 

これにより、IIS 版における「サイズローテーションの動作不良」を回避

することができます。 

 

log.access.size 200～100000 

(既定： 1024) 

アクセスログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「アクセスログ」をご参照ください。 
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表 18 ノード設定のプロパティ － 稼動確認ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.alive.keepday 0～3650 

(既定： 30) 

稼動確認ログファイルを保持しておく日数を指定します。 

 

補足 1： 

0 指定時は、ログローテーションで古いファイルを削除しません。 

1 指定時は、当日のファイルのみ保持します。 

30 指定時は、29 日前までのファイルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「稼動確認ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.alive.rotation=daily 指定時に有効です。 

 

log.alive.num 2～100 

(既定： 100) 

稼動確認ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「稼動確認ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.alive.rotation=size 指定時に有効です。 

ファイルのサイズは log.alive.size で指定します。 

 

log.alive.num_perd

ay 

0, 2～100 

(既定： 0) 

稼動確認ログファイルを日付ごとのサイズごとに保持する数を指定しま

す。 

 

補足 1： 

0 指定時は、その日付のファイルのみに記録します。（日付ごとのサイ

ズによるローテーションは行いません） 

2 指定時は、その日付のカレントファイルとローテーションしたファイル

の合計 2 ファイルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「稼動確認ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

log.alive.rotation=daily 指定時に有効です。 

ファイルのサイズは log.alive.size で指定します。 

 

log.alive.rotation size / daily 

(既定： size) 

稼動確認ログファイルのログローテーション方式を指定します。 

 

size： サイズローテーション 

daily： 日付ローテーション 

 

注意： 

IIS 版では daily 方式をご採用の上で、log.alive.num_perday には 0 を

指定してください。 

これにより、IIS 版における「サイズローテーションの動作不良」を回避

することができます。 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.alive.size 200～100000 

(既定： 1024) 

稼動確認ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「稼動確認ログ」をご参照ください。 
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表 19 ノード設定のプロパティ － 更新サービス状態ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.USStatus.num 2～100 

(既定： 10) 

更新サービス状態ログファイルをサイズごとに保持する数を指定しま

す。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「更新サービス状態ログ」をご参照くださ

い。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.USStatus.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.USStatus.num (SSF)” と

表示されます。 

 

log.USStatus.size 200～100000 

(既定： 1024) 

更新サービス状態ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「更新サービス状態ログ」をご参照くださ

い。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell フィルタに適用されます。 

「ノード設定画面」では、プロパティ名を “log.USStatus.size (SSF)” と

表示されます。 

 

 

 

表 20 ノード設定のプロパティ － レスポンスデータ保存 

プロパティ名 設定値 説明 
errorresponse.nu

m 

1～10000 

(既定： 100) 

レスポンスデータを保持する数を指定します。 

 

補足： 

レスポンスデータの詳細は「レスポンスデータ保存」をご参照ください。 

 

 



 

226  

表 21 ノード設定のプロパティ － 稼動状態確認リクエスト 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.alive on / off 

(既定： off) 

SiteShell サービスからの稼動状態確認リクエストを受け付けるか否か

を指定します。 

有効時には、稼動状態確認リクエストの受け付けを「稼動確認ログ」に

記録します。 

 

oｎ： 有効 

oｆｆ： 無効 

 

補足： 

稼動状態確認リクエストの URL や確認間隔などは、リクエストを送信

する SiteShell サービス側で指定します。 

運用管理コンソールからは「補助サービス設定画面」で指定できます。 

プロパティの詳細は「SiteShellサービス設定ファイル」をご参照くださ

い。 
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ノード設定（対策） 

脆弱性対策に関する動作のプロパティです。下記のカテゴリに分類されます。 

 

・ SQL インジェクション対策 

「表 22 ノード設定のプロパティ － SQLインジェクション対策」 

・ クロスサイトスクリプティング対策 

「表 23 ノード設定のプロパティ － クロスサイトスクリプティング対策」 

・ OS コマンドインジェクション対策 

「表 24 ノード設定のプロパティ － OSコマンドインジェクション対策」 

・ パストラバーサル対策 

「表 25 ノード設定のプロパティ － パストラバーサル対策」 

・ セッションハイジャック対策 

「表 26 ノード設定のプロパティ － セッションハイジャック対策」 

・ HTTP メソッド対策 

「表 27 ノード設定のプロパティ － HTTPメソッド対策」 

・ バッファオーバフロー対策(URI 長) 

「表 28 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(URI長)」 

・ バッファオーバフロー対策(非 ASCII) 

「表 29 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(非ASCII)」 

・ クロスサイトリクエストフォージェリ対策 

「表 30 ノード設定のプロパティ － クロスサイトリクエストフォージェリー対策」 

・ パラメータ改竄対策 

「表 31 ノード設定のプロパティ － パラメータ改竄対策」 

・ URL パラメータ改竄対策 

「表 32 ノード設定のプロパティ － URLパラメータ改竄対策」 

・ Cookie 暗号化対策 

「表 33 ノード設定のプロパティ － Cookie暗号化対策」 

・ 強制的ブラウズ対策 

「表 34 ノード設定のプロパティ － 強制的ブラウズ対策」 

・ エラーコード対策 

「表 35 ノード設定のプロパティ － エラーコード対策」 

・ IP フィルタリング 

「表 36 ノード設定のプロパティ － IPフィルタリング」 

・ IP ブラックリスト 

「表 37 ノード設定のプロパティ － IPブラックリスト」 

・ パスワードリスト対策 

「表 38 ノード設定のプロパティ － パスワードリスト対策」 
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表 22 ノード設定のプロパティ － SQL インジェクション対策 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.sql on / off 

(既定： on) 

SQL インジェクション対策を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

off 指定時は、脆弱性攻撃タイプ(種別)が “SQL” に分類された対策

ID による検査を行いません。 

該当する対策 ID の説明は「対策ID一覧画面」で確認できます。 

 

 

 

表 23 ノード設定のプロパティ － クロスサイトスクリプティング対策 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.xss on / off 

(既定： on) 

クロスサイトスクリプティング対策を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

off 指定時は、脆弱性攻撃タイプ(種別)が “XSS” に分類された対策

ID による検査を行いません。 

該当する対策 ID の説明は「対策ID一覧画面」で確認できます。 

 

 

 

表 24 ノード設定のプロパティ － OS コマンドインジェクション対策 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.osc on / off 

(既定： on) 

OS コマンドインジェクション対策を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

off 指定時は、脆弱性攻撃タイプ(種別)が “OSC” に分類された対策

ID による検査を行いません。 

該当する対策 ID の説明は「対策ID一覧画面」で確認できます。 
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表 25 ノード設定のプロパティ － パストラバーサル対策 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.pt on / off 

(既定： on) 

パストラバーサル対策を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

off 指定時は、脆弱性攻撃タイプ(種別)が “PT” に分類された対策 ID

による検査を行いません。 

該当する対策 ID の説明は「対策ID一覧画面」で確認できます。 

 

 

 

表 26 ノード設定のプロパティ － セッションハイジャック対策 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.sf on / off 

(既定： on) 

セッションハイジャック／リプレイ対策を有効にするか否かを指定しま

す。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

off 指定時は、脆弱性攻撃タイプ(種別)が “SF” に分類された対策 ID

による検査を行いません。 

該当する対策 ID の説明は「対策ID一覧画面」で確認できます。 
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表 27 ノード設定のプロパティ － HTTP メソッド対策 

プロパティ名 設定値 説明 
httpmethod HTTP メソッド名 

(既定： 空) 

 

対策する対象の HTTP メソッドの名前を指定します。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 

補足： 

Apache 版では  "TRACE"  指定は無効です。 

Apache 版で TRACE をブロックするには、Apache 設定の TraceEnable

ディレクティブを off にしてください。 

 

注意： 

初期値として下記が指定されます。 

 DELETE, SEARCH, COPY, MOVE, PROPFIND, PROPPATCH, 

 MKCOL, LOCK, UNLOCK, TRACE, PUT, CONNECT 

 

httpmethod.mode の指定値と併せて見直してください。 

 

httpmethod.mode 

 

※本項目は、リビ

ジョン 4.2.0.4 から

使用できます。 

deny / allow 

(既定： deny) 

リクエストの HTTP メソッドの名前が一致した場合の動作を指定しま

す。 

 

deny： 拒否する。（不一致であれば許可する） 

allow： 許可する。（不一致であれば拒否する） 

 

注意： 

HTTP メソッドの名前は、httpmethod で指定します。 

本指定を変更する場合、httpmethod の指定値も見直してください。 

 

processor.httpme

thod 

on / off 

(既定： on) 

HTTP メソッドを利用した攻撃への対策を有効にするか否かを指定しま

す。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

on 指定時は、httpmethod 指定の HTTP メソッドを制限します。 
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表 28 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(URI 長) 

プロパティ名 設定値 説明 
maxurllength 1～10000000 

(既定： 2083) 

URI (Uniform Resource Identifier)のサイズを指定します。 

指定はバイト単位です。 

 

補足： 

2083 指定時は、2083 バイトまでの長さを許容します。 

 

processor.bf_over

flow 

on / off 

(既定： off) 

バッファオーバフロー対策(URI 長さ制限)を有効にするか否かを指定し

ます。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

on 指定時は、maxurllength 指定の長さで制限します。 

 

 

 

表 29 ノード設定のプロパティ － バッファオーバフロー対策(非 ASCII) 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.bf_nona

scii 

on / off 

(既定： off) 

バッファオーバフロー対策(非 ASCII 文字)を有効にするか否かを指定

します。 

 

on： 有効 

off： 無効 
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表 30 ノード設定のプロパティ － クロスサイトリクエストフォージェリー対策 

プロパティ名 設定値 説明 
csrf.encryptkey 文字列 

(既定： 空値) 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策に使用するデータ（トークン）

を生成する暗号化キーを指定します。 

 

補足： 

指定文字は大文字/小文字を区別します。 

 

注意： 

空値の場合は、対策を実施しません。 

processor.csrf=on 指定時には、必ず指定してください。 

 

csrf.hidden.assoc 文字列 

(既定： 空値) 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策に使用するデータ（トークン）

の構成を指定します。 

セッション管理に利用しているクッキーを指定することで、セッションと

関連付けたトークンを生成することができます。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

csrf.hidden.assoc=Value1; Value2; Value3 

 

“Value1”には secure 属性なしのクッキー名を指定します。 

“Value2”には secure 属性付きのクッキー名を指定します。 

“Value3”には HTTP ページを使わないサイトか否かを on / off で指

定します。 

それぞれの指定値は、セミコロン(;)で区切ります。 

 

指定例： 

csrf.hidden.assoc=session; sessionSecure; off 

 

補足 1： 

“Value1”や“Value2”を指定しない場合は、セッションと関連付けない

トークンを生成します。 

指定された名前のクッキーが存在しない場合も同様です。 

 

補足 2： 

“Value3”は、“Value2”を指定した場合にのみ有効です。 

HTTP ページを使わない (HTTP ページからの遷移を禁止する)サイト

では、“Value3”に on を指定することで CSRF 対策の精度が向上しま

す。 

off 指定時は、HTTP ページと HTTPS ページが混在するサイトであるこ

とを表します。 

 

csrf.hidden.name 文字列 

(既定：  

siteshellcsrf) 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策に使用するデータ（トークン）

を埋め込む hidden パラメータの名前を指定します。 

 

補足： 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

 

注意： 

文字列は最大 64 バイトまで指定できます。 

超過する場合、先頭 64 バイトの文字列を使用します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
csrf.hidden.timeo

ut 

1～525600 

(既定： 30) 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策に使用するデータ（トークン）

の有効期限を指定します。 

指定は分単位です。 

 

注意： 

セッションと関連付けないトークンは有効期限を過ぎれば失効します

が、セッションと関連付けたトークンは有効期限とは関係なく指定のクッ

キーと共に失効します。 

 

csrf.noaction.defa

ult 

on / off 

(既定： on) 

form タグに action 属性が無い場合、クロスサイトリクエストフォージェ

リー対策に使用するデータ（トークン）を埋め込むか否かを指定します。 

 

on： 埋め込む。 

off： 埋め込まない。 

 

csrf.exclude.actio

nN 

(csrf.exclude.com

mon.actionN) 

文字列 

(既定： 空値) 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策に使用するデータ（トークン）

を埋め込まない form タグの action 属性値を指定します。 

action 属性値は正規表現式で指定できます。 

また csrf.exclude.actionN （N 無し、または N=1～40）で複数指定できま

す。 

 

指定例： 

csrf.exclude.action=^http://host1/.*$ 

csrf.exclude.action1=^http://host2/file2$ 

csrf.exclude.action2=^/path3/.*$ 

 

補足： 

csrf.exclude.common.actionN には、グループデフォルト設定の内容が

反映されます。 

また csrf.exclude.actionN 指定値は 

csrf.exclude.common.actionN より優先されます。 
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プロパティ名 設定値 説明 
processor.csrf on / off 

(既定： off) 

クロスサイトリクエストフォージェリー対策を有効にするか否かを指定し

ます。 

有効時には、Web アプリケーションが返す form （レスポンス）に埋め込

んだ CSRF 対策用データ（トークン）を検査することで、正しいリクエスト

であることを判定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

トークンは hidden パラメータで埋め込みます。 

パラメータ名は csrf.hidden.name で指定します。 

 

注意 1： 

on 指定時は、必ず csrf.encryptkey を指定してください。 

 

注意 2： 

次の条件を全て満たす場合にトークンを埋め込みます。 

 ・レスポンスボディに form タグを使用している。 

 ・レスポンスヘッダに有効な Content-Length を含んでいる。 

 ・レスポンスヘッダの Content-Type が text/html である。 

 

注意 3： 

リクエスト検査は csrf.hidden.name で指定したパラメータを対象としま

す。そのため hidden ではない同名のパラメータが含まれる場合は過剰

検知となります。 

 

 

 



 

235  

表 31 ノード設定のプロパティ － パラメータ改竄対策 

プロパティ名 設定値 説明 
hidden.params 文字列 

(既定： 空値) 

パラメータ改竄を対策するパラメータの名前を指定します。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 

補足： 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

 

pm.encryptkey 文字列 

(既定： 空値) 

パラメータ改竄を対策するための暗号化キーを指定します。 

 

補足： 

指定文字は大文字/小文字を区別します。 

 

注意： 

空値の場合は、対策を実施しません。 

processor.parammanipulation=on 指定時には、必ず指定してください。 

 

pm.hidden.timeou

t 

1～525600 

(既定： 30) 

パラメータ改竄を対策するために暗号化したパラメータの有効期限を

指定します。 

指定は分単位です。 

 

注意： 

有効期限を過ぎたパラメータは不正値と判定されます。 

 

processor.param

manipulation 

on / off 

(既定： off) 

パラメータ改竄対策を有効にするか否かを指定します。 

有効時には、Web アプリケーションが返す form （レスポンス）のパラ

メータを暗号化した文字列に置き換えます。この置き換えた文字列を

検査することで正しいパラメータであることを判定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

補足： 

対策する対象のパラメータは hidden.params で指定します。 

またリクエストの検査時に正しいパラメータと判定した場合は、復号し

た元のパラメータが Web アプリケーションに渡されます。 

 

注意 1： 

on 指定時は、必ず pm.encryptkey を指定してください。 

 

注意 2： 

次の条件を全て満たす場合にパラメータを暗号化します。 

 ・hidden.params で指定した hidden パラメータが定義されている。 

 ・レスポンスヘッダに有効な Content-Length を含んでいる。 

 ・レスポンスヘッダの Content-Type が text/html である。 

 

注意 3： 

リクエスト検査は hidden.params で指定したパラメータを対象とします。

そのため hidden ではない同名のパラメータが含まれる場合は過剰検

知となります。 
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表 32 ノード設定のプロパティ － URL パラメータ改竄対策 

プロパティ名 設定値 説明 
urlpm.encryptkey 文字列 

(既定： 空値) 

URL パラメータ改竄を対策するための暗号化キーを指定します。 

 

補足： 

指定文字は大文字/小文字を区別します。 

 

注意： 

空値の場合は、対策を実施しません。 

 

urlpm.timeout 0～525600 

(既定： 0) 

URL パラメータ改竄を対策するために暗号化したパラメータの有効期

限を指定します。 

指定は分単位です。 

 

補足： 

0 指定時は無期限で有効となります。 

 

注意： 

有効期限を過ぎたパラメータは不正値と判定されます。 

 

urlpm.encryptpath

N 

（urlpm.common. 

encryptpathN) 

文字列 

(既定： 空値) 

URL パラメータ改竄の検査を行う URL を指定します。 

Web アプリケーションが返す form （レスポンス）のパラメータは、「ユー

ザルール定義ファイル」を設定することで暗号化した文字列に置き換え

ることができます。この置き換えた文字列を検査することで正しいパラ

メータであることを判定します。 

URL は正規表現式で指定できます。 

また urlpm.encryptpathN（N 無し、または N=1～40）で複数指定できま

す。 

 

指定例： 

urlpm.encryptpath=^/path1.*$ 

urlpm.encryptpath1=^/path2/file2$ 

urlpm.encryptpath2=^/path3/.*$ 

 

補足 1： 

リクエストの検査時に正しいパラメータと判定した場合は、復号した元

のパラメータが Web アプリケーションに渡されます。 

 

補足 2： 

urlpm.common.encryptpathN には、グループデフォルト設定の内容が

反映されます。  

また urlpm.encryptpathN 指定値は urlpm.common.encryptpathN より優

先されます。 

 

注意 1： 

対策する （暗号化した文字列へ置換する）には、ユーザルール定義を

設定する必要があります。定義の詳細は「ユーザ定義ファイルの記述

説明」をご参照ください。 

 

注意 2： 

指定時は、必ず urlpm.encryptkey を指定してください。 
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表 33 ノード設定のプロパティ － Cookie 暗号化対策 

プロパティ名 設定値 説明 
cookie.encryptke

y 

文字列 

(既定： 空値) 

クッキーに関する脆弱性を対策するための暗号化キーを指定します。 

 

補足： 

指定文字は大文字/小文字を区別します。 

 

注意： 

空値の場合は、対策を実施しません。 

 

cookie.max-age.h

eadname 

文字列 

(既定： 空値) 

クッキーに関する脆弱性への対策として、有効期限の属性を付与する

クッキーの名前を指定します。 

 

補足： 

付与する属性名は cookie.max-age.name で指定します。 

 

cookie.max-age.n

ame 

文字列 

(既定： 空値) 

クッキーに関する脆弱性への対策として、クッキーに付与する有効期

限を表す属性の名前を指定します。 

 

補足 1： 

一般的には以下の何れかを指定します。 

 ・expires 

 ・max-age 

 

補足 2： 

付与するクッキー名は cookie.max-age.headname で指定します。 

属性値は cookie.max-age.value で指定します。 

 

注意： 

付与するクッキーに、既に同じ属性名が付与されている場合、属性値

を上書きします。 

 

cookie.max-age.v

alue 

数字 

(既定： 空値) 

クッキーに関する脆弱性への対策として、クッキーに付与する有効期

限(属性値）を指定します。 

指定は分単位です。 

不正値の場合は 0 指定として動作します。 

 

補足 1： 

属性値の形式は、指定した属性名により異なります。 

 ・expires 現在日時に指定値を加算した日時 

 ・max-age 秒換算した指定値 

その他の属性名は max-age と同じ形式となります。 

 

補足 2： 

属性名は cookie.max-age.name で指定します。 

 

注意： 

空値の場合は、対策を実施しません。 
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プロパティ名 設定値 説明 
cookie.name 文字列 

(既定： 空値) 

クッキーに関する脆弱性への対策として、暗号化するクッキーまたは

クッキーに含まれるパラメータの名前を指定します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

cookie.name=Value1[Value2] 

 

“Value1”にはクッキー名を指定します。 

“Value2”には暗号化するパラメータ名を指定します。 

クッキー名はセミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

パラメータ名はカンマ（,）区切りで複数指定できます。 

指定文字は、クッキー名は大文字/小文字を区別しませんが、パラメー

タ名は区別します。 

 

指定例 1： 

クッキー “COOKIE1” と “COOKIE2” の値全体を暗号化する。 

cookie.name=COOKIE1; COOKIE2 

 

指定例 2： 

クッキー “COOKIE1” のパラメータ “PARAM1” と “PARAM2” のみ

を暗号化する。 

cookie.name=COOKIE1[PARAM1, PARAM2] 

 

補足 1： 

リクエストの検査時に正しいクッキーと判定した場合は、復号した元の

クッキーが Web アプリケーションに渡されます。 

 

補足 2： 

クッキーに含まれるパラメータおよびパラメータ値の区切り文字は、

cookie.param_delimiter および cookie.value_delimiter で指定します。 

 

注意： 

指定時は、必ず cookie.encryptkey を指定してください。 

 

cookie.param_deli

miter 

文字 

(既定： &) 

 

クッキーに含まれるパラメータの区切り文字を指定します。 

 

 

cookie.value_deli

miter 

文字 

(既定： =) 

 

クッキーに含まれるパラメータの、名前と値の区切り文字を指定しま

す。 

 

processor.cookies on / off 

(既定： off) 

Cookie(クッキー)に関する脆弱性対策を有効にするか否かを指定しま

す。 

有効時には、Web アプリケーションが返す Set-Cookie ヘッダのクッ

キーを暗号化した文字列に置き換えます。またクッキーの有効期限を

付与します。この置き換えた文字列や付与した有効期限を検査するこ

とで、正しいクッキーであることを判定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意： 

on 指定時は、cookie.name または cookie.max-age.headname を必ず指

定してください。 
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表 34 ノード設定のプロパティ － 強制的ブラウズ対策 

プロパティ名 設定値 説明 
processor.fb on / off 

(既定： off) 

強制的ブラウズ対策を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意： 

対策するには、ユーザルール定義を設定する必要があります。 

定義の詳細は「強制的ブラウズ定義ファイル」をご参照ください。 

 

 

 

表 35 ノード設定のプロパティ － エラーコード対策 

プロパティ名 設定値 説明 
errorpage.num 1～10000 

(既定： 100) 

 

エラーページファイルを保持する数を指定します。 

 

補足： 

エラーページファイルの詳細は「エラーページファイル保存」をご参照く

ださい。 

 

processor.errorco

de 

on / off 

(既定： off) 

エラーコード対策を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 
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表 36 ノード設定のプロパティ － IP フィルタリング 

プロパティ名 設定値 説明 
ipfilter.iplist 文字列 

(既定： 空値) 

拒否または許可する、リクエストの接続元 IP アドレスを指定します。 

IPv4、IPv6 のいずれも指定できます。 

またカンマ（,）区切りで複数指定できます。 

サブネット単位で指定する場合は、IPv4 ではマスク表記またはビット数

表記で、IPv6 ではビット数表記で指定してください。 

 

指定例： 

ipfilter.iplist = 192.168.0.1, 192.168.1.0/255.255.255.0, 

 192.168.2.0/24, 2001:db8:1::1,2001:db8:2::/48 

 

補足： 

IP アドレスの検査方針は ipfilter.mode で指定します。 

 

注意： 

空値の場合は、対策を実施しません。 

 

ipfilter.mode deny / allow 

(既定： deny) 

リクエストの接続要求元 IP アドレスが一致した場合の動作を指定しま

す。 

 

deny： 拒否する。（不一致であれば許可する） 

allow： 許可する。（不一致であれば拒否する） 

 

補足： 

IP アドレスは ipfilter.iplist で指定します。 

 

processor.ipfilter on / off 

(既定： off) 

IP フィルタリング機能を有効にするか否かを指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意： 

on 指定時は、必ず ipfilter.iplist を指定してください。 
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表 37 ノード設定のプロパティ － IP ブラックリスト 

プロパティ名 設定値 説明 
ipbl.default deny / pass 

(既定： deny) 

リクエストの接続要求元 IP アドレスが一致した場合の既定動作を指定

します。 

 

deny： 拒否する。 

pass： 拒否しない。 

 

補足： 

IP アドレスは「IPブラックリスト」や「IPブラックリスト配信ファイル」で指

定します。 IP ブラックリストの内容は「IPブラックリスト画面」で確認でき

ます。 

 

注意： 

pass 指定時は、拒否する IP アドレスを個々に指定する必要がありま

す。 

設定操作の詳細は「IPブラックリスト画面」をご参照ください。 

 

ipbl.frequency 文字列 

(既定： 空値) 

 

リクエストの接続要求元 IP アドレスを「IPブラックリスト」に追加するか

否かを判定する閾値を指定します。 

同じ接続要求元 IP アドレスから指定した頻度以上の攻撃を検出した

場合に、その接続要求元 IP アドレスを攻撃元 IP アドレスとして IP ブ

ラックリストに追加します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

ipbl.frequency=Value1/Value2 

 

“Value1”には攻撃を検知した回数を指定します。 

“Value2”には攻撃検知をカウントする間隔を指定します。 

回数の指定は 1～200000 の範囲です。 

間隔の指定は 10～86400 の範囲で、秒単位です。 

 

指定例： 

60 秒間に 12 回以上の攻撃があった場合に追加する。 

ipbl.frequency=12/60 

 

注意 1： 

空値の場合、IP ブラックリストは自動生成されません。 

 

注意 2： 

回数カウントは、次の条件を全て満たす攻撃を検知した場合に実施し

ます。 

・リクエスト検査における検知である。 

・検知後の対処動作が “forward” または “replace” である。 

 “forward(noaction)” や “replace(noaction)” は含まない。 

・攻撃タイプが “Error Code” や “IPFilter” に該当しない。 

 

対処動作の詳細は「監査ログ」をご参照ください。 

攻撃タイプ(攻撃種別)の詳細は「SiteShellが検知する攻撃の種類」をご

参照ください。 
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プロパティ名 設定値 説明 
processor.ipbl on / off 

(既定： off) 

IP ブラックリストの自動生成、および防御機能を有効にするか否かを

指定します。 

 

on： 有効 

off： 無効 

 

注意 1： 

自動生成機能を有効にする場合は、on 指定と併せて、必ず

ipbl.frequency を指定してください。 

 

注意 2： 

防御機能の対処方針は ipbl.default で指定してください。 
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表 38 ノード設定のプロパティ － パスワードリスト対策 

プロパティ名 設定値 説明 
pl.frequency 文字列 

(既定： 空値) 

 

リクエストの接続要求元 IP アドレスを「IPブラックリスト」に追加するか

否かを判定する閾値を指定します。 

攻撃タイプ(攻撃種別)を “PasswordList” としたユーザルール定義の

条件を満たす、リクエストまたはレスポンスの処理回数が閾値に達した

場合に、接続要求元 IP アドレスを攻撃元 IP アドレスとして IP ブラック

リストに追加します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

pl.frequency=Value1/Value2 

 

“Value1”には条件に一致した回数を指定します。 

“Value2”には条件一致をカウントする間隔を指定します。 

回数の指定は 1～200000 の範囲です。 

間隔の指定は 10～86400 の範囲で、秒単位です。 

 

指定例： 

60 秒間に 12 回以上の条件一致があった場合に追加する。 

pl.frequency=12/60 

 

補足 1： 

攻撃タイプ(攻撃種別)の詳細は「SiteShellが検知する攻撃の種類」をご

参照ください。 

 

補足 2： 

処理回数は、ユーザルール定義の action 要素 arg 属性 

(action/noaction) と接続要求元 IP アドレスの組ごとにカウントしま

す。 

ユーザルール定義など、攻撃対策の詳細は「付録G．パスワードリスト

攻撃対策の設定方法」をご参照ください。 

 

注意 1： 

空値の場合、IP ブラックリストは自動生成されません。 

 

注意 2： 

閾値の指定時は、必ず processor.ipbl=on を指定してください。 

off の場合、IP ブラックリストを自動生成しますが、防御機能は無効で

す。 

 

pl.release.time 数字 

(既定： 空値) 

IP ブラックリストに自動登録した IP アドレスを自動的に解除する時間を

指定します。 

指定は秒単位です。 

 

補足 1： 

解除対象は、pl.frequency で指定した閾値により自動登録された IP ア

ドレスです。 

解除設定の詳細は「付録G．パスワードリスト攻撃対策の設定方法」を

ご参照ください。 

 

補足 2： 

空値の場合、IP ブラックリストは自動解除されません。 
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エラーページ設定 
SiteShell が出力するエラーページの設定に関するプロパティです。 

 

表 39 エラーページ設定のプロパティ 

プロパティ名 設定値 説明 
errorreq.default 文字列 

(既定： 空値) 

既定のエラーページファイルを指定します。 

当該ファイルは、リクエスト検査における攻撃検知後の対策で使用しま

す。 

指定するファイルは、HTML 形式で保存した Web ページです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

 

補足 1： 

空値の場合、“SiteShellError.html” 指定として動作します。 

 

補足2： 

当該ファイルは、ruleSet 要素 stage=request 属性を指定したユーザ

ルール定義で検知した際に、action 要素 name=forward 属性で転送す

るページとして使用します。 

詳細は「ユーザ定義ファイルの記述説明」をご参照ください。 

また設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照ください。 

 

errorcode.default 文字列 

(既定： 空値) 

既定の代替ページファイルを指定します。 

当該ファイルは、エラーコード対策で使用します。 

指定するファイルは、HTML 形式で保存した Web ページです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

 

補足 1： 

空値の場合、“SiteShellErrorCode.html” 指定として動作します。 

 

補足2： 

設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照ください。 

 

errorresp.default 文字列 

(既定： 空値) 

既定のエラーページファイルを指定します。 

当該ファイルは、レスポンス検査における攻撃検知後の対策で使用し

ます。 

指定するファイルは、HTML 形式で保存した Web ページです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

 

補足 1： 

空値の場合、“SiteShellErrorResp.html” 指定として動作します。 

 

補足2： 

当該ファイルは、ruleSet 要素 stage=response 属性を指定したユーザ

ルール定義で検知した際に、action 要素 name=forward 属性で転送す

るページとして使用します。 

詳細は「ユーザ定義ファイルの記述説明」をご参照ください。 

また設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照ください。 
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プロパティ名 設定値 説明 
usererror.uriN 

（usererror.comm

on.uriN） 

文字列 

(既定： 空値) 

エラーページを使用するURIを指定します。 

URI は「簡易正規表現」で指定できます。 

また usererror.uriN （N 無し、または N=1～127）で複数指定できます。 

 

指定例： 

usererror.uri=^/.*$ 

usererror.uri1=^/file2$ 

usererror.uri2=^/path3/.*$ 

 

補足 1： 

指定の優先順位は、N=無し、1～127 の順です。 

また usererror.uri と usererror.req、usererror.code、usererror.resp 

は、N 値が同じ指定値が対応付きます。 

設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照ください。 

 

補足 2： 

usererror.common.uriN には、グループデフォルト設定の内容が反映さ

れます。 また usererror.uriN 指定値は usererror.common.uriN より優

先されます。 

 

注意： 

URIのスキーム(scheme)やホスト名を含むオーソリティ(authority)の部

分は判定されません。 

 

usererror.reqN 

（usererror.comm

on.reqN） 

文字列 

(既定： 空値) 

任意で使用するエラーページファイルを指定します。 

当該ファイルは、usererror.uri で指定した URI のリクエスト検査におけ

る攻撃検知後の対策で使用します。 

指定するファイルは、HTML 形式で保存した Web ページです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

usererror.reqN （N 無し、または N=1～127）で複数指定できます。 

不正値の場合は errorreq.default 指定で動作します。 

 

指定例： 

usererror.req=ErrorPage1.html 

usererror.req1=ErrorPage2.html 

usererror.req2=ErrorPage3.html 

 

補足 1： 

指定の優先順位は、N=無し、1～127 の順です。 

また usererror.uri と usererror.req は、N値が同じ指定値が対応付き

ます。 設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照ください。 

 

補足 2： 

usererror.common.reqN には、グループデフォルト設定の内容が反映さ

れます。 また usererror.reqN 指定値は usererror.common.reqN より優

先されます。 
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プロパティ名 設定値 説明 
usererror.codeN 

（usererror.comm

on.codeN) 

文字列 

(既定： 空値) 

任意で使用する代替ページファイルを指定します。 

当該ファイルは、usererror.uri で指定した URI のエラーコード対策で使

用します。 

指定するファイルは、HTML 形式で保存した Web ページです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

usererror.codeN （N 無し、または N=1～127）で複数指定できます。 

不正値の場合は errorcode.default 指定で動作します。 

 

指定例： 

usererror.code=ErrorPageCode1.html 

usererror.code1=ErrorPageCode2.html 

usererror.code2=ErrorPageCode3.html 

 

補足 1： 

指定の優先順位は、N=無し、1～127 の順です。 

また usererror.uri と usererror.code は、N値が同じ指定値が対応付

きます。 設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照くださ

い。 

 

補足 2： 

usererror.common.codeN には、グループデフォルト設定の内容が反映

されます。 また usererror.codeN 指定値は usererror.common.codeN

より優先されます。 

 

usererror.respN 

（usererror.comm

on.respN) 

文字列 

(既定： 空値) 

任意で使用するエラーページファイルを指定します。 

当該ファイルは、usererror.uri で指定した URI のレスポンス検査におけ

る攻撃検知後の対策で使用します。 

指定するファイルは、HTML 形式で保存した Web ページです。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

usererror.respN （N 無し、または N=1～127）で複数指定できます。 

不正値の場合は errorresp.default 指定で動作します。 

 

指定例： 

usererror.resp=ErrorPageResp1.html 

usererror.resp1=ErrorPageResp2.html 

usererror.resp2=ErrorPageResp3.html 

 

補足 1： 

指定の優先順位は、N=無し、1～127 の順です。 

また usererror.uri と usererror.resp は、N値が同じ指定値が対応付き

ます。 設定操作の詳細は「エラーページ設定画面」をご参照ください。 

 

補足 2： 

usererror.common.respN には、グループデフォルト設定の内容が反映

されます。 また usererror.respN 指定値は usererror.common.respN よ

り優先されます。 
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対処動作を変更するスイッチ 
SiteShell の対処動作を変更するスイッチの優先順位は下記の通りです。 

 

表 40 スイッチの優先順位について 
プロパティ名 用途 優先順位 

filter.engine SiteShell の脆弱性対策処理を完全停止する場合、off に設定します。デフォル

トは on です。本スイッチを off にすると、優先順位の低い他のスイッチの設定

は無効になります。 

1(高) 

processor.* SiteShell の脆弱性対策処理を攻撃タイプごとに on/off 選択する場合に使用

します。デフォルトは攻撃タイプごとに異なります。本スイッチを off にすると、

優先順位の低い他のスイッチは無効になります。例えば、processor.csrf=off

にすると、CSRF 攻撃を防御するための処理は行われません。(監査ログ出力

も行われません。) 

2 

(チェック対象外定

義ファイル設定) 

「チェック対象外定義ファイル」を設定した場合、設定条件の一致するリクエス

トに対して脆弱性チェックは実施されません(監査ログ出力も行われません。)

優先順位の低い他のスイッチは無効になります。 

3 

penetratemode SiteShell がどのようなリクエストを攻撃と見なすか事前確認する際に使用しま

す。デフォルトは off です。本スイッチを on にすると、各脆弱性対策のチェック

処理と監査ログへの記録は行われますが、forward,replace といった防御動作

は行われません。 

4 

logic.accepted_vers

ion 

SiteShell が防御動作するために使用する脆弱性対策定義のバージョンを指

定する場合に使用します。バージョンを指定した場合、管理者が本番環境で

使用しても問題ない脆弱性対策定義であると判断したことを意味し、指定の

バージョン番号より古い脆弱性対策定義を含めて受入れたことになります。デ

フォルトは未設定です。未設定または不正値（世代管理された脆弱性対策定

義には無いバージョン）の場合は全ての脆弱性対策定義を受入れたものとし

て動作します。 

本プロパティで設定されたバージョン以降で追加・修正された対策 ID は、logic.

unaccepted_action の設定値に従います。 

5 

logic.unaccepted_a

ction 

logic.accepted_version で設定されたバージョンより以降に追加・修正された対

策 ID の動作を指定する場合に使用します。デフォルトは disabled（何もしな

い）です。ｔｒiaｌを指定すると、追加・修正された対策 ID のチェック処理と監査ロ

グへの記録は行われますが、forward,replace といった防御動作は行われませ

ん。 

6 

recipelist_default 初期インストール状態の各脆弱性対策 ID およびオンライン自動更新サービス

で自動的に追加された新規対策 ID を自動的に対策実施するか否かを設定す

る際に使用します。デフォルトは on です。本スイッチを off にすると、対処動作

未設定の ID に対して、対策のチェック処理と監査ログへの記録は行われます

が、forward,replace といった防御動作は行われません。disabled にすると何も

しません。 

7 

detectlist_default 初期インストール状態の各不審検知 ID およびオンライン自動更新サービスで

自動的に追加された新規検知 ID を自動的に検知実施するか否かを設定する

際に使用します。デフォルトは off です。本スイッチを on にすると、対処動作

未設定の ID に対して、検知のチェック処理と監査ログへの記録は行われます

が、forward,replace といった防御動作は行われません。 

8(低) 
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脆弱性対策設定ファイル 

 

この節では、SiteShell フィルタ機能の脆弱性対策設定ファイルについて説明します。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/recipeList/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/recipeList/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/recipeList/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/config/recipeList/ 

 

ファイル名： 

RecipeList.properties 

 

フォーマット： 

XXX-NNNN = [ on | off | disabled | uncofigured ],<版数> 

※XXX-NNNN：対策 ID（版数を除く） 

 

定義例： 

SQL-0001 = unconfigured 

SQL-0002 = on  

PT-0001 = off  

XSS-0001 = on,01  

XSS-0002 = off,02  

XSS-0003 = disabled 

 

説明： 

脆弱性対策を定義する対策 ID 毎の動作を指定します。 

 

・状態の説明：[ on | off | disabled | uncofigured ] 

on ： 該当対策 ID の攻撃を検出してログに記録し、リクエストを対処します。 

off ： 該当対策 ID の攻撃を検出してログに記録しますが、対処はしません。 

disabled ： 該当対策 ID の攻撃に対して何もしません。 

unconfigured ： on / off / disabled のいずれも設定していない未設定状態です。 

SiteShell動作定義ファイルの recipelist_default プロパティに従って動作します。 

 

・利用版数：<版数> 

該当対策 ID に対して、利用する版数を指定します。 

指定可能な版数は、SiteShell動作定義ファイルの logic.accepted_version プロパティで受入れた 

脆弱性対策定義に含まれる対策 ID の版数に限ります。 

指定は省略可能です。また指定時に 0 埋めは必須ではありません。 

省略時または不正値は、受入れた脆弱性対策定義に含まれる対策 ID の最新状態を指定した 

ものとして動作します。 「disabled」を指定している場合、版数指定は無視されます。 

 

各 ID の設定値は、運用管理コンソールからも変更できます。 
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不審検知設定ファイル 

 

この節では、SiteShell フィルタ機能の不審検知設定ファイルについて説明します。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/detectList/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/detectList/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/detectList/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/config/detectList/ 

 

ファイル名： 

DetectList.properties 

 

フォーマット： 

D-EXTENSION-0001 = unconfigured 

D-EXTENSION-0002 = on  

D-RESP_DATA-0001 = off  
 

 

説明： 

本ファイルは、各不審検知 ID の動作を定義します。 

 

状態説明： 

on : 該当検知 ID の不審アクセスを検出してログに記録します。対処はしません。 

off : 該当検知 ID の不審アクセスを検査しません。 

unconfigured : on も off も設定していない未設定状態です。 

SiteShell 動作定義ファイルの detectlist_default プロパティに従って動作します。 

 

各 ID の設定値は、運用管理コンソールからも変更できます。 

 

また検知した不審アクセスを対処する場合は、ユーザルール定義を作成します。 

「検知ID一覧画面」には該当検知 ID のルール定義を流用して新規ルールを作成するリンクがありま

すので、ユーザルール定義を作成する際にご活用ください。 

ユーザルール定義を作成した場合は、同じ定義の検査をしないよう該当検知 ID を off としてください。 
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IP ブラックリスト 

 

この節では、IP フィルタリング機能でブロック対象となる IP アドレスと、その動作を定義する IP ブラック

リストについて説明します。 

※IP ブラックリスト自動生成機能を有効にするためには「SiteShell動作定義ファイル」の「processor.ipb

l」「ipbl.default」「ipbl.frequency」を設定する必要があります。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

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

NW 型 SiteShell： 

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

 

ファイル名： 

ipBlackList.properties 

 

フォーマット： 

IP アドレス;対処動作(0:既定,1:拒否);追加時刻;追加種別(1:自動,2:手動,3:グループ,4:自動解除対

象);ログ出力(0:出力しない,1:出力する) 

 

説明： 

本設定ファイルには自動生成される IP ブラックリストを保存します。ファイルの中身としては、上記

のフォーマットで IP アドレスごとに一行ずつで記載します。 

また、行頭に「#」を付加することで、その一行をコメント行とすることができます。 



 

251  

それぞれの意味を説明します。 

 

表 41 項目の意味 

項目名 設定値 説明 
IP アドレス 

【指定必須】 

IP アドレス[/ネットマスク] 対象となる IP アドレスを指定します。 

IPv4 と IPv6 の両方で指定でき、「IP アドレス/ネット

マスク」の形で指定することで、サブネット単位の指定

も可能です。 

ネットマスクの指定は、IPv4 形式の場合、マスク表記

またはビット数表記が指定でき、IPv6 形式の場合は

ビット数表記のみ指定できます。 

(例：IPv4) 

「192.168.0.1」「192.168.1.0/255.255.255.0」

「192.168.2.0/24」 

(例：IPv6) 

「2001:db8:1::1」「2001:db8:2::/48」 

対処動作 (※) 0/1 

(default:0) 

該当 IP アドレスでの対処動作を指定します。 

 0：デフォルト動作に従って動作します。 

 1：拒否します。 

※「デフォルト動作」は「SiteShell動作定義ファイル」の

「ipbl.default」に設定した値を指します。 

追加時刻 (※) 時刻 

(YYYY/MM/DD hh:mm:ss) 

該当 IP アドレスが IP ブラックリストに追加された時刻

を『YYYY/MM/DD hh:mm:ss』の形式で記載します。 

追加種別 (※) 1/2/3/4 

(default:2) 

該当設定が追加された種別を記載します。 

 1：IP ブラックリスト自動生成機能により生成された設

定 

 2：管理ノードごとに手動で追加した設定 

 3：グループデフォルトとして追加された設定 

 4：IP ブラックリスト自動解除機能により自動解除され

る対象の設定 

 

※5 は使用できません。5 は「IPブラックリスト配信ファ

イル」で指定する IP アドレスの種別です。 

ログ出力 (※) 0/1 

(default:1) 

該当 IP アドレスにマッチした場合に監査ログを出力す

るか否かを指定します。 

 0：監査ログを出力しない 

 1：監査ログを出力する 

 

省略された場合は、"1"が設定されたものとして動作し

ます。 

(※) これらの項目は省略可能ですが、区切り文字である「;」を省略することはできません。 

 

以下に IP ブラックリストの設定例を示します。 

 

192.168.1.10;1;2011/12/05 12:52:08;3;1 

#192.168.22.110;1;2011/12/06 07:34:44;2;1 

192.168.2.0/24.2;;2; 

2001:db8:1::1;0;2011/12/06 16:06:03;1;1 

2001:db8:2::/48;;;;0 

 

これらの設定値は、コマンドライン、または運用管理コンソールからも変更できます。 
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IP ブラックリスト配信ファイル 

 

この節では、IP フィルタリング機能で「IPブラックリスト」と併せてブロック対象となる IP アドレスを定義し

た IP ブラックリスト配信ファイルについて説明します。 

※IP ブラックリスト配信ファイルの適用有無は「オンライン自動更新定義ファイル」の「darklist.enable」

で指定します。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/logic/ipdarkList/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/logic/ipdarkList/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/logic/ipdarkList/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/logic/ipdarkList/ 

 

ファイル名： 

ipDarkList.properties 

 

 

IP ブラックリスト配信ファイルは、コマンドライン、または運用管理コンソールから変更できません。 
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ユーザ定義ファイル 

 

この節では、SiteShell の各ユーザ定義ファイルのフォーマット、および設定方法について説明します。 

ユーザ定義ファイルには、以下の 3 種類があります。 

 

・ユーザルール定義ファイル 

・強制的ブラウズ定義ファイル 

・チェック対象外定義ファイル 

 

それぞれについて、以下で説明します。 

 

 

ユーザルール定義ファイル 
ユーザが独自に脆弱性攻撃に対するルールを設定する場合に使用します。 

 

ユーザルール定義ファイルと SiteShell ルール定義ファイルで、同じ脆弱性に対するチェックを定義した

場合には、ユーザルール定義ファイルが優先されます。 

 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/user-config/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/user-config/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/user-config/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/config/user-config/ 

 

ファイル名： 

ユーザルール定義ファイルは、ユーザが任意の名前で命名することができます。 

 

フォーマット： 

「ユーザ定義ファイルの記述説明」をご参照ください。 
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強制的ブラウズ定義ファイル 
ユーザが、アクセスを許可するパスを事前に設定します。これにより、定義されたパス以外へのアクセ

スが発生した場合に、アクセスを拒否することができます。 

悪意のあるユーザが、ブラウザからこのファイルに定義している以外のパスをアクセスしようとする場

合は、エラーページを表示します。 

本ファイルを作成していない場合、パスのアクセス制限はありません。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/user-config/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/user-config/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/user-config/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/config/user-config/ 

 

ファイル名： 

FB.xml 

 

フォーマット： 

フォーマットは、ユーザルール定義ファイルと同様です。 

「ユーザ定義ファイルの記述説明」をご参照ください。 

 

ただし、FB.xml ファイルに指定できる属性には、以下の制限があります。 

 

・recipe タグの attackType 属性に指定可能な値は、"FB"のみです。 

・action タグの name 属性に指定可能な値は、"forward"または"allow"のみです。 

 "replace"は指定できません。 

・rule タグの operator 属性に指定可能な値は、"nregex"または"urlmatch"のみです。 

 "regex"は指定できません。 

・rule タグの arg 属性に指定可能な値は"accessPath"のみです。 

 

(例 1) 

<rule operator="nregex" arg="accessPath" value="/SamplePath1/|/SamplePath2/"> 

(説明) 

"/SamplePath1/"または"/SamplePath2/"のパス文字列を含む(部分一致)URL に対してアクセ

スを許可します。それ以外のパスへのアクセスはエラーとします。 

/SamplePath1/subPath/へのアクセスも許可します。 

 

(例 2) 

<rule operator="urlmatch" arg="accessPath" value="/SamplePath1/|/SamplePath2/"> 

(説明) 

アクセス先 URL が"/SamplePath1/"または"/SamplePath2/"の場合のみ(完全一致の場合のみ)

アクセスを許可します。それ以外のパスへのアクセスはエラーとします。 

/SamplePath1/subPath/へのアクセスはエラーとなります。 
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ユーザ定義ファイルの記述説明 
 

この節では、XML の各ノードの意味を説明します。 

 

脆弱性対策定義例 

 

<?xml version="1.0"?> 

<recipe 

    attacktype="USERDEF" 

    path="^.*$" 

    description="User Defined Rule"> 

    <ruleSet condition = "or"> 

        <action 

            name="forward" 

            arg="ErrorPage.html"/> 

        <rule 

            operator = "regex" 

            arg = "headers[User-Agent]" 

            value = "Mozilla"/> 

        <rule 

            operator = "regex" 

            arg = "paramValues[*]" 

            value = "select"/> 

    </ruleSet> 

</recipe> 

 

 

攻撃兆候判断条件定義例 

 

「攻撃兆候判断の条件（サンプル）」をご参照ください。 

 

 

アクセスログ出力条件定義例 

 

「アクセスログの出力条件（サンプル）」をご参照ください。 
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URL パラメータ改ざん対策定義例 

 

レスポンスのボディを検査対象とし、「<a href='/path?name=user1'>」のような文字列があった場合に、 

「<a href='/path?paramall=暗号化パラメータ>」と置換する。 

 

<?xml version="1.0"?> 

<recipe 

  attacktype="PMENC1" 

  path="^.*$" 

  description="User Defined Parameter Encryption Rule1"> 

  <ruleSet stage="response" content-type="text/html"> 

    <action 

      name="encrypt" 

      arg="&lt;(a .*?href *?= *?)(['&quot;])/(.*?)\?(.+?)(['&quot;])[to] 

&lt;$1$2/$3\?paramall=$@4$5" 

    /> 

    <rule 

      operator = "regex" 

      arg = "respbody" 

      value = "&lt;(a .*?href *?= *?)(['&quot;])/(.*?)\?(.+?)(['&quot;])" 

    /> 

  </ruleSet> 

</recipe> 

 

レスポンスの location ヘッダを検査対象とし、「Location: http://webserver/path?name=user1」のような

文字列があった場合に、「Location: http://webserver/path?paramall=暗号化パラメータ>」と置換する。 

 

<?xml version="1.0"?> 

<recipe 

  attacktype="PMENC2" 

  path="^.*$" 

  description="User Defined Parameter Encryption Rule2"> 

  <ruleSet stage="response" content-type="text/html"> 

    <action 

      name="encrypt" 

      arg="/(.*?)\?(.+)$[to]/$1\?paramall=$@2" 

    /> 

    <rule 

      operator = "regex" 

      arg = "respheaders[location]" 

      value = "/(.*?)\?(.+)$" 

    /> 

  </ruleSet> 

</recipe> 
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定義フォーマット説明 

 

正規表現式について 

SiteShellで使用できる正規表現式は、boostのRegexライブラリで実装されているPerl互換正規表現

式です。 

詳しくは、http://www.boost.org/doc/libs/1_61_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_sy

ntax.htmlをご参照ください。 

表 42 XML の各ノードの意味 

recipe要素(指定必須) 

要素名 <recipe> 

説明 SiteShell ルール定義ファイルの root ノード 

一つの recipe 要素には複数の ruleSet 要素を定義することができる。 

親要素 なし 

子要素 <ruleSet> 

属性 Attacktype、path、description 

 

・attacktype 属性(指定必須) 

属性名 attacktype 

説明 脆弱性攻撃タイプを指定する。ユーザ定義の任意のタイプも指定可能。大文字小文字同

一視。 

値 以下のいずれか 1 つを指定する。 

XSS：クロスサイトスクリプティング 

SQL：SQL インジェクション 

PT：パストラバーサル 

OSC：OS コマンドインジェクション 

SF：Session Fixiation 

FB：強制的ブラウズ 

PasswordList：パスワードリスト攻撃(兆候) 

アクセスログの出力条件、及びユーザ定義の attacktype(任意の英数字)  

 

・path 属性(省略可能) 

属性名 path 

説明 対象 URL を指定する。デフォルトは全ての URL。 

正規表現を用いることで、複数のパスを指定することもできる。 

値 "^/protectfolder1/.*$|^/protectfolder2/.*$"など 

 

・description 属性(省略可能) 

属性名 description 

説明 本攻撃対策の説明を記述する。 

 

 

http://www.boost.org/doc/libs/1_61_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
http://www.boost.org/doc/libs/1_61_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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ruleSet要素(指定必須) 

要素名 <ruleSet> 

説明 rule ノードの集合を定義する。 

親要素 recipe 

子要素 <action>、<rule> 

属性 name、stage、content-type、condition 

 

・name 属性(省略可能) 

属性名 name 

説明 ruleSet 要素の名前を指定する。 

値 20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用可能である。 

 

・stage 属性(省略可能) 

属性名 stage 

説明 処理対象を指定する。 

値 request：rule 要素の定義がリクエストデータとマッチした際に action 要素に定義した対処

動作を行う。 

response：rule 要素の定義がレスポンスデータとマッチした際に action 要素に定義した対

処動作を行う。 

both：rule 要素の定義がリクエスト、及びレスポンスデータとマッチした際に action 要素に

定義した対処動作を行う。 

省略時は、デフォルト値「request」で動作する。 

 

・content-type 属性(省略可能) 

属性名 content-type 

説明 対象とする Content-Type を指定する。 

値 対象とする Content-Type を指定する。(正規表現式で指定する。大文字/小文字の区別

は無し) 

（指定例） 

「^.*$」→全ての Content-Type を対象とする。 

「text/html|text/plain」→text/html または text/plain を対象とする。 

省略時は、stage 属性の値によって動作が異なります。 

①stage=request 時 

「^($|(application/x-www-form-urlencoded|multipart/form-data)($|\s*;))」が指定されたも

のとして動作する。 

②stage=response 

「text/html」が指定されたものとして動作する。 

③stage=both 

リクエストは「^($|(application/x-www-form-urlencoded|multipart/form-data)($|\s*;))」、レ

スポンスは「text/html」が指定されたものとして動作する。 

 

・condition 属性(省略可能) 

属性名 Condition 

説明 複数の rule 要素の関係を示す。 

値 and：全ての rule がマッチした場合、action 動作を行う。 

or：いずれか一つの rule がマッチした場合、action 動作を行う。 

省略時は、デフォルト値「or」で動作する。 
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action要素(指定必須) 

要素名 <action> 

説明 rule 条件がマッチした場合の実行動作を定義する。 

親要素 ruleSet 

子要素 なし 

属性 name、arg 

 

・name 属性(指定必須) 

属性名 name 

説明 action タイプを指定する。 

値 forward：指定ページへ遷移する。 

replace：文字列置換動作を行う。 

encrypt：指定文字列の暗号化処理を行う。 

count：パスワードリスト攻撃の兆候と判断しカウントします。 

access：アクセスログを出力します。 

allow：何もしない。(監査ログに記録) 

※detect は指定できません。detect は不審検知定義で指定するタイプです。 

 

・arg 属性(省略可能) 

属性名 arg 

説明 action に対応するパラメータを指定する。 

値 ① name=forward 時、エラーページまたは代替ページを指定する。 

(指定例：「errorpage.html」)  

省略時は、「stage=request」の場合は「SiteShellError.html」、「stage=response」の場合

は「SiteShellErrorResp.html」として動作する。 

②name=replace 時、置換文字列を指定する。 

(指定形式) 

置換前文字列 1[to]置換後文字列 1[and]置換前文字列 2[to]置換後文字列 2・・・ 

(説明) 

区切りキーワードとして"[to]","[and]"を使用する。 

[to]の前の文字列を[to]の後の文字列に置換する。 

[and]を使用して複数の置換文字列を指定できる。 

(指定例：str1→strA、str2→strB に置換する場合) 

arg="str1[to]strA[and]str2[to]strB" 

また、ruleSet 要素の Stage 属性が「response」である場合、置換前文字列に正規表

現式を使用可能である。 

(指定例：N を一文字の整数とした時、 

「4NNN-NNNN-NNNN」→「4NNN-****-****」に 

置換する場合) 

arg="(4\d{3}\-)\d{4}\-\d{4}[to]$1****-****" 

省略時は、置換処理を行わない。 

※監査ログへの出力は行う。 

③name=encrypt 時、暗号化パターンを指定する。 

(指定形式) 

置換前文字列 1[to]置換後文字列 1[and]置換前文字列 2[to]置換後文字列 2・・・ 

(説明) 

置換前文字列、置換後文字列は、正規表現式で指定する。置換後文字列で暗号化対

象部分は「$@n」(n は正規表現式マッチグループ番号)を指定する。 

[to]の左辺を省略した場合は、同一 ruleSet 内の rule 要素 value 属性と同じ正規表

現式が指定されたものとする。 
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(指定例) 

『arg="&lt;a href='/(.*?)\?(.*?)'&gt;[to]&lt;a href='/$1\?paramall=$@2'&gt;"』 

→この場合、「<a href='/path?p1=v1&p2=v2'>」は「<a href='/path?paramall=4A42533

9・・(暗号化文字)'>」に置換される。 

④name=count 時、対処動作の有効・無効を指定します。 

(指定例) 

「action」：パスワードリスト攻撃と判断した際に IP ブラックリストに登録する。 

「noaction」：パスワードリスト攻撃と判断した際に IP ブラックリストに登録しない。（監

査ログへの出力のみ実施する） 

⑤name=access 時、アクセスログのキーワード部分に出力する内容を指定します。 

※アクセスログに関しては「アクセスログ」をご参照ください。 

(説明) 

下記に従い指定します。 

 文字数は 1000 文字以内。 

 文字列リテラルと、予約語が指定可能。 

 文字列リテラルを記載する際は、「"[文字列リテラル]”」の形式で記載する。 

 予約語の記載は「アクセスログフォーマット指定の予約語一覧」参照。 

 文字列リテラルや予約語間は「,」(コンマ)で繋ぐ。 

 次の使用不可文字が存在する。 

「,」「!」「*」「;」「[」「]」 

(指定例) 

下記の条件において、キーワードに『userID is UID=ユーザ ID』と出力する場合。 

・条件： 

リクエストパラメータ UID にユーザ ID が含まれる 

・設定： 

「”[userID is]” , paramValues[UID]」 

⑤ name=allow 時、本属性は無視される。 
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rule要素(指定必須) 

要素名 <rule> 

説明 脆弱性対策定義ルール 

親要素 ruleSet 

子要素 なし 

属性 operator、arg、value、decode、charset 

 
・operator 属性(指定必須) 

属性名 operator 

説明 正規表現式マッチ判断方法の指定 

値 regex：正規表現式が部分一致でマッチする場合、本ルールの判断結果を true とする。 

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時は選択不可) 

nregex：正規表現式が部分一致でマッチする場合、本ルールの判断結果を false とする。 

urlmatch：正規表現式が完全一致でマッチする場合、本ルールの判断結果を false とす

る。 

(強制的ブラウズ定義ファイル作成時のみ選択可能) 

 

・arg 属性(指定必須) 

属性名 arg 

説明 チェック対象の指定 

値 paramNames、paramValues、headers、accessPath、uri、filename、respbody、respheader

s、statusCode のいずれかを指定する。 

・ Stage 属性で｢request｣を選択している場合 paramNames、paramValues、headers、acce

ssPath、uri、filename を指定可能である。 

・ Stage 属性で「response」を選択している場合は respbody、respheaders、statusCode を

指定可能である。 

・ Stage 属性で「both」を選択している場合は、いずれも指定可能である。 

・ action 要素の name 属性で「replace」を指定している場合、paramValues、respbody、res

pheaders のみ指定可能である。 

・ action 要素の name 属性で「encrypt」を指定している場合、respbody、respheaders の

み指定可能である。 

・ パラメータ暗号化対象を指定する場合は、後述の※を参照すること。 

 

「,」区切りで複数指定可能。 

paramNames、paramValues、headers、respheaders については、[]記号の中にパラメータ

名を指定する。 

[*]：全てのパラメータ名を対象とする。 

！[パラメータ名]：指定パラメータ名以外を対象とする。 

[パラメータ名 1;パラメータ名 2]：複数のパラメータを設定する場合、「;」で区切る。 

 

(指定例) 

arg="headers![referer],paramNames[*],paramValues[param1;param2]" 

 

※パラメータ暗号化対象を指定する場合は、「respbody」または「respheaders[location]」の

いずれかを指定する。respbody を指定した場合は、レスポンスボディを検査対象とし、valu

e 属性に定義されている正規表現式にマッチした場合、action 要素で定義されているルー

ルに従い、置換(パラメータ暗号化)を実施する。「respheaders[location]」を指定した場合

は、HTTP レスポンスヘッダの location ヘッダを検査対象とし、location ヘッダの値が valu

e 属性に定義されている正規表現式にマッチした場合、action 要素で定義されているルー

ルに従い、置換(パラメータ暗号化)を実施する。 
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・value 属性(指定必須) 

属性名 value 

説明 チェックパターン(正規表現式)の指定 

値 正規表現式 

 

・decode 属性(省略可能) 

属性名 decode 

説明 デコード処理の指定。 

値 デコード指示子を複数指定する。 

またデコード処理はデコード指示子の指定順に実施する。 

ruleSet 要素の stage 属性が"request"の場合のみ有効(response の場合は無効) 

当該属性を省略した場合は、既定のデコード処理を行う。（後述詳細） 

当該属性に空値を指定した場合は、デコード処理を行わない。 

 

デコード指示子: 

U: URL デコード 

 ・「+」を半角スペースに置換。 

 ・「%」「%u」の後に続く文字が 16 進数で無い場合は「%」を除去。 

 ・「%(16 進数 2 桁)」の文字をバイナリに変換。 

 ・「%u(16 進数 4 桁)」の文字を unicode 文字に変換。 

H: HTML デコード 

 ・「&#(10 進数 or16 進数);」の文字をデコード。 

 ・「;」で終わっていない形式はデコードしない。 

M: マルチバイト除去 

 ・rule 要素の charset 属性に Shift_JIS が指定されている場合は、 

  第一バイトが 0x81～0x9F、0xE0～0xFC、 

  第二バイトが 0x40～0x7E、0x80～0xFC の範囲にある文字を 

  半角スペースに置換。 

 ・rule 要素の charset 属性に EUC、UTF-8 が指定されている場合は、 

  0x80～0xFF の範囲を半角スペースに置換。 

 ・charset 属性が空値の場合は何もしない。 

I: 小文字化（大文字/小文字を区別しない） 

 ・大文字を小文字に変換。 

(例) 

"UMI":URL デコード１回＋マルチバイト除去＋小文字化 

"UUHMI":URL デコード２回＋HTML デコード１回＋マルチバイト除去＋小文字化 

 

※Ver1.5 以前のフォーマットでは無効となります。 

※デコード処理の既定は、チェック対象により異なります。 

 

チェック対象毎の既定値 

paramNames : ※Content-Type により異なる 

paramValues : ※Content-Type により異なる 

headers :  I 

accessPath :  I 

uri  :  UI 

filename :  I 

respbody :  I 

respheaders :  I 

statusCode :  I 
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Content-Type 毎の既定値 

application/x-www-form-urlencoded : UHI 

application/x-httpd-php  : I 

multipart/form-data  : I 

その他(xml など)    : I 

 

・charset 属性(省略可能) 

属性名 charset 

説明 マルチバイト除去用の文字コードを指定する。大文字小文字同一視。 

値 以下のいずれか 1 つを指定する。  

Shift_JIS 

EUC 

UTF-8 

省略時は、マルチバイト除去を行わない。 

 

※Ver1.5 以前のフォーマットでは無効となります。 
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アクセスログフォーマット指定の予約語一覧 
アクセスログフォーマット指定の予約語の一覧を以下に示す。 

 

予約語 説明 

paramValues 指定したパラメータのパラメータ名とパラメータ値を出力します。 

・ 指定方法：paramValues[パラメータ名] 

・ パラメータ名を正規表現式で指定できません。 

・ 出力は「パラメータ名=パラメータ値」の形式で出力します。 

・ 指定したパラメータが存在しない場合は、空とします。 

 

headers 指定したヘッダのヘッダ名とヘッダ値を出力します。 

・ 指定方法：headers[ヘッダ名] 

・ ヘッダ名を正規表現式で指定できません。 

・ 出力は「ヘッダ名: ヘッダ値」の形式で出力します。 

・ 指定したヘッダが存在しない場合は、空とします。 

 

respheaders 指定した HTTP レスポンスヘッダのヘッダ名とヘッダ値を出力します。 

・ 指定方法：respheaders[ヘッダ名] 

・ ヘッダ名を正規表現式で指定できません。 

・ 出力は「ヘッダ名: ヘッダ値」の形式で出力します。 

・ 指定したヘッダが存在しない場合は、空とします。 

 

statusCode HTTP ステータスコードを出力します。 

・ 指定方法：statusCode 

・ 出力は「statusCode=HTTP ステータスコード」の形式で出力します。 
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チェック対象外定義ファイル 
ユーザが、SiteShell の脆弱性対策定義から除外するルールを定義します。チェック対象外定義ファイ

ルに定義した脆弱性対応データは、脆弱性対策チェックを行いません。 

 

ユーザルール定義ファイルとチェック対象外定義ファイルの両方に一致する場合、チェック対象外定義

ファイルが優先されます。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/user-config/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/user-config/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/user-config/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/config/user-config/ 

 

ファイル名： 

nonAttackRecipe.xml 

 

定義例： 

<?xml version="1.0"?> 

<noAttackRecipe> 

   <rule attackType = "SQL" method="GET|HEAD" 

 path="^/SamplePath/.*$"> 

        <ignorePattern 

             location = "headers" 

             name = "^Referer$|^via$" 

             value = "select"/> 

        <ignorePattern 

             location = "paramValues" 

             name = "param1" 

             value = "delete"/> 

    </rule> 

    <rule attackType = "BF_OVERFLOW" method="GET"> </rule> 

    <rule attackType = "CSRF" method="POST" path="index.asp"> </rule> 

    <rule attackType = "HTTPMETHOD" method="OPTION"> </rule> 

    <rule attackType = "*" ip="192.168.1.0" netmask="255.255.255.0" record="off"> </rule> 

</noAttackRecipe> 
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定義フォーマット説明 

 
noAttackRecipe 要素(指定必須) 

要素名 <noAttackRecipe> 

説明 チェック対象外定義ファイルの root ノード 

親要素 なし 

子要素 <rule> 子要素を複数個並べることができる(or 条件)。 

属性 なし 

 

rule 要素(指定必須) 

要素名 <rule> 

説明 チェック対象外定義ルール。 

親要素 <noAttackRecipe> 

子要素 <ignorePattern> 子要素を複数個指定することできる(or 条件)。 

属性 name、attackType、SiteShellType、path、method、ip、netmask、record 

 

・name 属性(省略可能) 

属性名 name 

説明 rule 要素の名前を指定する。 

値 20 文字以内の半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)が使用可能である。 

 

・attackType 属性(指定必須) 

属性名 attackType 

タイプ 文字列 

説明 脆弱性攻撃タイプを指定する。 

以下の値のいずれか 1 つを指定する。 

値 *：以下の値の全て 

XSS： クロスサイトスクリプティング 

SQL： SQL インジェクション 

PT： パスの乗り越え 

OSC： OS コマンドの挿入  

SF： Session Fixiation、セッションハイジャックの一つ 

FB： 強制的ブラウズ 

BF_OVERFLOW： バッファオーバフロー(URI 長) 

BF_NONASCII： バッファオーバフロー(非 ASCII) 

CSRF： クロスサイトリクエストフォージェリ 

HTTPMETHOD： HTTP メソッド 

PasswordList： パスワードリスト攻撃(兆候) 
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・SiteShellType 属性(省略可能) 

属性名 SiteShellType 

タイプ 正規表現式 

説明 本ルールの適用対象とする SiteShell のタイプを指定する。例えば、SiteShellType="IIS"と

指定した場合、本ルールは、IIS 版 SiteShell 上でのみ有効となり、Apache 版 Siteshell 上

では、本ルールは無効となる。 

省略時は、全てのタイプを適用対象とする。  

値 以下の指定が可能である。 

IIS： IIS 版 SiteShell を適用対象とする。 

Apache： Apache 版 SiteShell を適用対象とする。 

NW-Type： NW 型 SiteShell を適用対象とする。 

 

正規表現式を使用して、複数のタイプの SiteShell を適用対象とすることも可能。 

(例) 

SiteShellType = "IIS|NW-Type" 

この場合、IIS 版と NW-Type 型 SiteShell を本ルール適用対象とする。 

 

・path 属性(省略可能) 

属性名 path 

タイプ 正規表現式 

説明 ルールの適用対象 (リクエストのパス)を指定する。 

(path 指定の対象範囲は「図 1 URL内部分の説明」を参照) 

省略時のデフォルトは「^.*$」(全てのパス)  

値 (例) 

path = "^/SamplePath/.*$"等 

 

・method 属性(省略可能) 

属性名 method 

タイプ 正規表現式 

説明 ルールの適用対象(リクエストの HTTP メソッド)を指定する。 

省略時のデフォルトは「^.*$」(全てのメソッド)  

値 (例) 

method="GET|POST" 

 

・ip 属性(省略可能) 

属性名 ip 

タイプ 文字列 

説明 ルールの適用対象(クライアント側 IP アドレス)を指定する。 

IPv4 と IPv6 の両方が指定できる。 

netmask 指定とあわせて、サブネット範囲も指定可能。 

省略時は、全てのクライアント IP を対象とする。 

値 (例：IPv4) 172.28.140.0 

(例：IPv6) 2001:db8:0:f101::5 
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・netmask 属性(省略可能) 

属性名 netmask 

タイプ 文字列 

説明 ルールの適用対象(クライアント側サブネットマスク)を指定する。 

サブネットマスクまたはプレフィックス長を指定する。 

IPv6 の場合は、プレフィックス長の表記のみサポートする。 

省略時のデフォルトは 

IPv4 アドレス：255.255.255.255 または 32 

IPv6 アドレス：128 

値 (例：IPv4) 255.255.255.128 

24 

(例：IPv6) 64 

 

・record 属性(省略可能) 

属性名 record 

タイプ フラグ 

説明 チェック対象外定義で通過させた攻撃を、ログ出力するかしないかを指定する。 

大文字と小文字は区別しない。 

省略時または on/off 以外の値を設定した場合のデフォルトは on とする。 

値 on：監査ログに出力する。 

off：監査ログに出力しない。 
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ignorePattern要素(省略可能) 

要素名 <ignorePattern> 

説明 脆弱性チェック対象外のデータパターンを指定する。 

<rule> タ グ の attackType 属 性 が 「 * 」 、 「 BF_OVERFLOW 」 、 「 BF_NONASCII 」 、

「HTTPMETHOD」指定の場合、本タグは省略する。(指定不可) 

親要素 <rule> 

子要素 なし 

属性 location、name、value 

 

・location 属性(指定必須) 

属性名 location 

タイプ 文字列 

説明 チェックを無視する箇所を指定する。以下のいずれかを 1 つ指定する。 

値 headers：リクエストヘッダフィールド 

paramNames：リクエストパラメータ名 

paramValues：リクエストパラメータ値 

accessPath：アクセスパス部 

uri：URI 部 

filename：FILENAME 部 

rule タグの attackType ごとに指定可能な値が異なる。指定可能な値については「表 43 

ignorePattern要素の属性設定値対応説明」を参照。 

accessPath、uri、filename の対象範囲については「図 1 URL内部分の説明」を参照。 

 

・name 属性(省略可能) 

属性名 name 

タイプ 正規表現式 

説明 ・location 属性が headers の場合、ヘッダフィールド名を指定する。(指定必須) 

・location 属性が paramValues の場合、リクエストパラメータ名を指定する。(指定必須) 

・location 属性が”headers”、”paramValues”以外の場合、本属性は省略する。(指定不可) 

値 (例 1) リクエストヘッダの referer パラメータに"root"が含まれる場合、対象外とする。 

location="headers" name="referer" value="root" 

(例 2)全てのリクエストパラメータを対象外とする。 

location="paramValues" name="^.*$" value="^.*$"  

 

・value 属性(省略可能) 

属性名 value 

タイプ 正規表現式 

説明 脆弱性対象外データを指定する。 

・value ="^.*$"の時、全ての値を脆弱性対象外とする。 

値  (例)リクエストパラメータ param1 はチェック対象外とする。 

location="paramValues" name="param1" value="^.*$" 
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図 1 URL 内部分の説明 

 
 

 

表 43 ignorePattern 要素の属性設定値対応説明 

attackType location name value 

SQL、XSS、 

OSC、SF、

PasswordList 

headers ヘッダ名 ヘッダに対する、脆弱性対象外のデータ 

SQL、XSS、 

OSC、SF、

CSRF、PT、

PasswordList 

paramValues パラメータ名 パラメータの値に対する、脆弱性対象外のデータ 

SQL、XSS、

OSC、 

CSRF、PT、

PasswordList 

paramNames - パラメータ名に対する、脆弱性対象外のデータ 

FB、

PasswordList 

accessPath - 脆弱性対象外のアクセスパス 

OSC、PT、

PasswordList 

uri - 脆弱性対象外の uri 

PT、

PasswordList 

filename - 脆弱性対象外の filename 
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エラーページ定義ファイル 

 

この節では、SiteShell フィルタ機能のエラーページ定義ファイルについて説明します。 

 ※本ファイルは、リビジョン 4.2.0.4 から使用できます。 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/errorPage/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/errorPage/ 

<インストール先フォルダ>/virtualhosts/<仮想ホスト名>/config/errorPage/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/config/errorPage/ 

 

ファイル名： 

errorPage.properties 

 

フォーマット： 

SiteShellError.statusCode=200 OK 

SiteShellErrorCode.statusCode=200 OK 

SiteShellErrorResp.statusCode=200 OK  

 

 

説明： 

本ファイルは、SiteShell が代理応答する「エラーページ」に対応づく「HTTP ステータスコード」と 

「理由フレーズ」を指定します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

Value1.statusCode=Value2 

 

"Value1"には、対応づくエラーページ名（html 拡張子を除く）を指定します。 

"Value2"には、RFC7230「3.1.2. Status Line」で示される「Status-Code SP Reason-Phrase」部分 

を指定します。指定文字列の最大長は 128 バイトです。 

 

設定値は、運用管理コンソールからも変更できます。 

詳しくは「エラーページ追加/編集画面」をご参照ください。 
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オンライン自動更新定義ファイル 

 

この節では、オンライン自動更新サービスの動作を定義する設定ファイルを説明します。 

設定内容を手動で反映するには、オンライン自動更新サービスを再起動してください。 

サービス再起動の詳細は、「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」をご参照ください。 

 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/ 

 

ファイル名： 

onlineupdate.properties 

 

 

オンライン自動更新定義ファイルに含まれるプロパティは、「補助サービス設定画面」から設定できます。 

対象のプロパティは、大きく以下のカテゴリに分類されます。 

 

・ 基本動作 

  「表 44 補助サービス設定のプロパティ － 基本動作」 

・ ログ全般 

  「表 45 補助サービス設定のプロパティ － ログ全般」 

・ ノード稼動状況ログ 

  「表 46 補助サービス設定のプロパティ － ノード稼動状況ログ」 

・ 更新サービス状態ログ 

  「表 47 補助サービス設定のプロパティ － 更新サービス状態ログ」 

・ 更新サーバとの通信 

  「表 48 補助サービス設定のプロパティ － 更新サーバとの通信」 

・ 更新サービスオプション 

  「表 49 補助サービス設定のプロパティ － 更新サービスオプション」 

 

 

各プロパティを以下で説明します。 
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表 44 補助サービス設定のプロパティ － 基本動作 

プロパティ名 設定値 説明 
update.observer.fl

ag 

 

on / off 

(既定： on) 

オンライン自動更新サービスの設定を自動反映するか否かを指定しま

す。 

 

on： 自動反映する。 

off： 自動反映しない。 

 

注意 1： 

指定値を off から on に変更する場合は、オンライン自動更新サービス

の再起動が必要です。 

 

注意 2： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “update.observer.flag 

(OUS)” と表示されます。 

 

update.observer.i

nterval 

1～2592000 

(既定： 50) 

オンライン自動更新サービスの設定を自動反映する実行間隔を指定し

ます。 

指定は秒単位です。 

 

補足： 

50 指定時は、設定ファイルの更新状態を 50 秒間隔で確認し、更新さ

れていれば自動反映する動作となります。 

 

注意： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を 

“update.observer.interval (OUS)” と表示されます。 
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表 45 補助サービス設定のプロパティ － ログ全般 

プロパティ名 設定値 説明 
log.path 文字列 

(既定： ./logs/) 

オンライン自動更新サービスが記録するログの格納場所を指定しま

す。 

絶対パス、相対パスのいずれも指定できます。 

パス区切り文字は、Windows 環境では 円記号(\)、スラッシュ(/)のいず

れも使用できます。 Linux 環境では スラッシュ(/) が使用できます。 

指定フォルダが存在しない場合は既定値で動作します。 

 

補足： 

相対パスは SiteShell インストールディレクトリが起点です。 

 

注意 1： 

指定値は SiteShell サービスの log.path 指定値と同じに合せておく必

要があります。 

運用管理コンソールからは「補助サービス設定画面」で指定できます。 

プロパティの詳細は「SiteShellサービス設定ファイル」をご参照くださ

い。 

 

注意 2： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.path (OUS)” と表

示されます。 
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表 46 補助サービス設定のプロパティ － ノード稼動状況ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.nodestatus.nu

m 

2～100 

(既定： 100) 

ノード稼動状況ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.nodestatus.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.nodestatus.num 

(OUS)” と表示されます。 

 

log.nodestatus.siz

e 

200～100000 

(既定： 1024) 

ノード稼動状況ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.nodestatus.size 

(OUS)” と表示されます。 
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表 47 補助サービス設定のプロパティ － 更新サービス状態ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.USStatus.num 2～100 

(既定： 10) 

更新サービス状態ログファイルをサイズごとに保持する数を指定しま

す。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「更新サービス状態ログ」をご参照くださ

い。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.USStatus.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.USStatus.num 

(OUS)” と表示されます。 

 

log.USStatus.size 200～100000 

(既定： 1024) 

更新サービス状態ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「更新サービス状態ログ」をご参照くださ

い。 

 

注意： 

この指定値はオンライン自動更新サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.USStatus.size 

(OUS)” と表示されます。 
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表 48 補助サービス設定のプロパティ － 更新サーバとの通信 

プロパティ名 設定値 説明 
serverAddr 文字列 

(既定： 空値) 

 

SiteShell の脆弱性対策定義のダウンロード先である更新サーバを指

定します。 

ホスト名、IP アドレスのいずれも指定できます。 

 

指定例： 

serverAddr=support.siteshell.jp 

 

補足： 

ホスト名では “support.siteshell.jp” を指定します。 

IP アドレスの場合、ホスト名 “support.siteshell.jp” を正引きして求め

た IP アドレスを指定してください。 

 

注意： 

IP アドレス指定時は、更新サーバの IP アドレスが変更された際に、都

度再設定が必要になります。 

 

serverPort 数字 

(既定： 空値) 

 

SiteShell の脆弱性対策定義のダウンロード先である更新サーバの

サービスポートを指定します。 

 

指定例： 

serverPort=8080 

 

補足： 

サービスポートは “8080” を指定します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
updateTime 文字列 

(既定： Start;1440) 

 

ダウンロードできるSiteShellの脆弱性対策定義があるか、更新サーバ

に問い合わせる間隔を指定します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

updateTime=Value 

 

“Value”には間隔を示す識別(書式)で指定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例 1： 起動時 

 ・サービス起動時に問い合わせる。 

   updateTime=Start 

 

指定例 2： 時間間隔 

間隔を分単位で指定します。 

 ・サービス起動後から 5 分間隔で問い合わせる。 

   updateTime=5 

 

指定例 3： 毎日固定時間 

書式 “HH:MM/Day” で指定します。 

 ・毎日 02:00 に問い合わせる。 

   updateTime=02:00/Day 

 

指定例 4： 毎週固定時間 

書式 “HH:MM/Week(特定曜日)” で指定します。 

特定曜日には Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎週火曜日と土曜日の 05:00 に問い合わせる。 

   updateTime=05:00/Week(Sat,Tue) 

 

指定例 5： 毎月固定時間 

書式 “HH:MM/Month(特定日)” で指定します。 

特定日には 1～31, LDM（月末日） を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎月 3 日、13 日、末日の 01:30 に問い合わせる。 

   updateTime=01:30/Month(3, 13, LDM) 

 

指定例 6： 複合指定 

 ・起動時、3 時間ごと、毎日 10:00、毎週土曜日と日曜日の 13:00、 

  毎月 1 日と 15 日の 15:00 という複数周期に問い合わせる。 

   updateTime=Start; 180; 10:00/Day; 13:00/Week(Sat,Sun);  

            15:00/Month(1,15) 

 

proxyAddr 文字列 

(既定： 空値) 

 

更新サーバに接続するためのプロキシサーバを指定します。 

ホスト名、IP アドレスのいずれも指定できます。 

 

proxyPort 数字 

(既定： 空値) 

 

更新サーバに接続するためのプロキシサーバが受け付けているサー

ビスポートを指定します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
recvTimeout 0～300  

(既定： 30) 

更新サーバとの通信で無応答となった場合に、自動的に切断するまで

の時間を指定します。 

指定は秒単位です。 

 

補足： 

0 指定時は、自動切断はしません。 

30 指定時は、30 秒間の無応答を検知した場合に切断します。 

 

 

 

表 49 補助サービス設定のプロパティ － 更新サービスオプション 

プロパティ名 設定値 説明 
exclude.vhs 文字列 

(既定： 空値) 

 

ダウンロードしたSiteShellの脆弱性対策定義を適用しない仮想ホスト

の名前を指定します。 

コロン（:）区切りで複数指定できます。 

 

注意： 

仮想Webサイトには対応していません。 

 

darklist.enable 0～1 

(既定： 0) 

「IPブラックリスト配信ファイル」の自動更新機能を有効にするか否かを

指定します。 

 

1： 有効 

0： 無効 

 

logic.generation.n

um 

0～100 

(既定： 0) 

脆弱性対策パッケージの世代管理数を指定します。 

 

補足： 

0 指定時は、世代管理は行われず、常に最新の 1 ファイルのみを保持

します。 

1指定時は、1世代前までを保持し、それより古い世代は削除します。 

 

注意： 

指定値の制限により古い脆弱性対策パッケージは削除されます。 

このとき「脆弱性対策設定ファイル」で指定した対策 ID の利用版数に

該当する定義が消失した場合、利用版数の指定は意図せず解除され、

該当する対策 ID の最新状態で動作することになります。 
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その他、オンライン自動更新サービスが自動的に設定するプロパティがあります。 

これらのプロパティは、通常、設定を変更する必要はありません。 

プロパティの意味を下表に記載します。 

 

表 50 オンラン自動更新サービスが自動設定するプロパティ 

プロパティ名 設定値 説明 

version 文字列 脆弱性対策パッケージのバージョン番号 

detect.version 文字列 不審検知パッケージのバージョン番号。 

darklist.version 文字列 IP ブラックリスト配信ファイルのバージョン番号。 
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SiteShell サービス設定ファイル 

 

この節では、SiteShell サービスの動作を定義する設定ファイルを説明します。 

設定内容を手動で反映するには、SiteShell サービスを再起動してください。 

サービス再起動の詳細は、「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」をご参照ください。 

 

 

格納フォルダ名： 

ホスト型 SiteShell IIS 版： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

ホスト型 SiteShell Apache Windows 版、Apache Linux 版： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/config/ 

 

ファイル名： 

SiteShellService.properties 

 

 

SiteShell サービス設定ファイルに含まれるプロパティは、「補助サービス設定画面」から設定できます。 

対象のプロパティは、大きく以下のカテゴリに分類されます。 

 

・ 基本動作 

  「表 51 補助サービス設定のプロパティ － 基本動作」 

・ ログ全般 

  「表 52 補助サービス設定のプロパティ － ログ全般」 

・ ノード稼動状況ログ 

  「表 53 補助サービス設定のプロパティ － ノード稼動状況ログ」 

・ 動作ログ 

  「表 54 補助サービス設定のプロパティ － 動作ログ」 

・ 監査ログ 

  「表 55 補助サービス設定のプロパティ － 監査ログ」 

・ 運用管理コンソールとの通信 

  「表 56 補助サービス設定のプロパティ － 運用管理コンソールとの通信」 

・ 運用管理コンソールへの自動登録 

  「 

・ 表 57 補助サービス設定のプロパティ － 運用管理コンソールへの自動登録」 

・ 稼動状態確認リクエスト 

  「表 58 補助サービス設定のプロパティ － 稼動状態確認リクエスト」 

・ アクセス集計 

  「表 59 補助サービス設定のプロパティ － アクセス集計」 

 

 

各プロパティを以下で説明します。 
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表 51 補助サービス設定のプロパティ － 基本動作 

プロパティ名 設定値 説明 
update.observer.fl

ag 

 

on / off 

(既定： on) 

SiteShell サービスの設定を自動反映するか否かを指定します。 

 

on： 自動反映する。 

off： 自動反映しない。 

 

注意 1： 

指定値を off から on に変更する場合は、SiteShell サービスの再起動

が必要です。 

 

注意 2： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “update.observer.flag 

(SSS)” と表示されます。 

 

update.observer.i

nterval 

1～2592000 

(既定： 50) 

SiteShell サービスの設定を自動反映する実行間隔を指定します。 

指定は秒単位です。 

 

補足： 

50 指定時は、設定ファイルの更新状態を 50 秒間隔で確認し、更新さ

れていれば自動反映する動作となります。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を 

“update.observer.interval (SSS)” と表示されます。 
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表 52 補助サービス設定のプロパティ － ログ全般 

プロパティ名 設定値 説明 
log.path 文字列 

(既定： ./logs/) 

SiteShell サービスが記録するログの格納場所を指定します。 

絶対パス、相対パスのいずれも指定できます。 

パス区切り文字は、Windows 環境では 円記号(\)、スラッシュ(/)のいず

れも使用できます。 Linux 環境では スラッシュ(/) が使用できます。 

指定フォルダが存在しない場合は既定値で動作します。 

 

補足： 

相対パスは SiteShell インストールディレクトリが起点です。 

 

注意 1： 

指定値は SiteShell フィルタやオンライン自動更新サービスの log.path

指定値と同じに合せておく必要があります。 

運用管理コンソールからは「ノード設定画面」、「補助サービス設定画

面」で指定できます。 

プロパティの詳細は「SiteShell動作定義ファイル」、「オンライン自動更

新定義ファイル」をご参照ください。 

 

注意 2： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.path (SSS)” と表

示されます。 
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表 53 補助サービス設定のプロパティ － ノード稼動状況ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.nodestatus.nu

m 

2～100 

(既定： 100) 

ノード稼動状況ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.nodestatus.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.nodestatus.num 

(SSS)” と表示されます。 

 

log.nodestatus.siz

e 

200～100000 

(既定： 1024) 

ノード稼動状況ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「ノード稼動状況ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.nodestatus.size 

(SSS)” と表示されます。 
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表 54 補助サービス設定のプロパティ － 動作ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
log.debug.level 

 

1～5, 9 

(既定： 2) 

動作ログの出力レベルを指定します。 

 

1： デバッグレベル 

2： 情報レベル 

3： 警告レベル 

4： エラーレベル 

5： 致命的エラーレベル 

9： 無効（出力しない） 

 

補足： 

出力レベルの詳細は「動作ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.debug.level 

(SSS)” と表示されます。 

 

log.debug.num 2～100 

(既定： 100) 

動作ログファイルをサイズごとに保持する数を指定します。 

 

補足 1： 

2 指定時は、カレントファイルとローテーションしたファイルの合計 2 ファ

イルを保持します。 

ログローテーションの詳細は「動作ログ」をご参照ください。 

 

補足 2： 

ファイルのサイズは log.debug.size で指定します。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.debug.num (SSS)” 

と表示されます。 

 

log.debug.size 200～100000 

(既定： 1024) 

動作ログファイルのサイズを指定します。 

指定はキロバイト(KB)単位です。 

 

補足： 

1024 指定時は、ファイルサイズが 1024KB を超えるまで書き込みま

す。1024KB を超えた場合はログローテーションします。 

ログローテーションの詳細は「動作ログ」をご参照ください。 

 

注意： 

この指定値は SiteShell サービスに適用されます。 

「補助サービス設定画面」では、プロパティ名を “log.debug.size (SSS)” 

と表示されます。 
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表 55 補助サービス設定のプロパティ － 監査ログ 

プロパティ名 設定値 説明 
auditLogDetailSto

ragePeriod 

0～3650 

(既定： 10) 

監査ログ詳細データファイルを保持しておく日数を指定します。 

 

補足： 

0 指定時は、全て保持します。（保持したファイルは削除しません） 

1 指定時は、当日のファイルのみ保持します。 

10 指定時は、9 日前までのファイルを保持します。 

 

注意1： 

保持対象は、運用管理コンソールに収集されていないファイルです。 

運用管理コンソールに転送された時点でファイルは削除されます。 

 

注意2： 

保持したファイルは、次の契機に検査し、対象を削除します。 

 ・SiteShellサービスの起動時 

 ・設定ファイルの自動読み込み時 

 ・毎日2:00 
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表 56 補助サービス設定のプロパティ － 運用管理コンソールとの通信 

プロパティ名 設定値 説明 
portNumber 1～65535 

(既定： 9434) 

 

運用管理コンソールからの要求を待ち受けているSiteShellサービスの

サービスポートを指定します。 

 

注意： 

指定値を変更した後は、SiteShellサービスのサービスポートが再開す

るまで、運用管理コンソールからの通信を受け付けられなくなります。 

自動登録した管理ノードは、CheckRunning.timeout 経過後に運用管理

コンソールから通信できるようになります。 

また手動登録した管理ノードは、指定値を変更した後に、ノード変更画

面の管理ノードポートの指定値を併せて変更してください。変更後に運

用管理コンソールから通信できるようになります。 

 

timeOut 30～180  

(既定： 30) 

運用管理コンソールとの通信で無応答となった場合に、自動的に切断

するまでの時間を指定します。 

設定値は 30～180 の範囲です。 既定値は "30" です。 

指定は秒単位です。 

 

補足 1： 

30 指定時は、30 秒間の無応答を検知した場合に切断します。 

 

補足 2： 

この指定値を見直す際は、運用管理コンソールの

socketConnectionTimeout も併せて見直してください。 

運用管理コンソールからは「コンソール設定画面」で指定できます。 

プロパティの詳細は、製品説明書の「運用管理コンソール動作定義」を

ご参照ください。 

managerIpAddres

s 

文字列 

(既定： 空値) 

 

要求を受け付ける運用管理コンソールまたは運用管理サービスをIPア

ドレスで指定します。 

IPv4、IPv6のいずれも指定できます。 

またカンマ（,）区切りで、最大8つまで指定できます。 

“deny” 指定で、全てのIPアドレスからの要求を拒否します。 

 

注意： 

空値の場合は、全てのIPアドレスからの要求を受け付けます。 
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表 57 補助サービス設定のプロパティ － 運用管理コンソールへの自動登録 

プロパティ名 設定値 説明 
OMS.IpAddress 文字列 

(既定： 空値) 

 

管理ノードの起動通知先となる運用管理サービスを指定します。 

ホスト名、IP アドレスのいずれも指定できます。 

またIPアドレスは、IPv4、IPv6のいずれも指定できます。 

 

注意： 

空値の場合、下記の機能は動作しません。 

 ・「Webサーバの自動登録機能」 

 ・「稼動状況監視機能」 

 

OMS.port 1～65535 

(既定： 9454) 

管理ノードの起動通知先となる運用管理サービスのサービスポートを

指定します。 

 

OMS.timeout 30～180 

(既定： 30) 

運用管理サービスとの通信で無応答となった場合に、自動的に切断す

るまでの時間を指定します。 

指定は秒単位です。 

 

補足： 

30 指定時は、30 秒間の無応答を検知した場合に切断します。 

 

startup.RetryTim

e 

5～60 

(既定： 5) 

管理ノードの起動通知に失敗した場合に、再試行するまでの時間を指

定します。 

指定は分単位です。 

 

補足： 

5指定時は、起動通知失敗から5分後に再試行します。 

 

CheckRunning.por

t 

1～65535 

(既定： 9444) 

運用管理サービスからの要求を待ち受けているSiteShellサービスの

サービスポートを指定します。 

 

CheckRunning.tim

eout 

5～1440 

(既定： 10) 

運用管理サービスから稼動確認要求が無い場合に、自発的に起動通

知を行うまでの時間を指定します。 

指定は分単位です。 

 

補足： 

10指定時は、10分間の稼動確認要求が無い状態を検知した場合に起

動通知を行います。 
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表 58 補助サービス設定のプロパティ － 稼動状態確認リクエスト 

プロパティ名 設定値 説明 
aliveURL 文字列 

(既定： 空値) 

稼動状態確認リクエストの送信先を指定します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

aliveURL=Value 

 

“Value”には、SiteShellフィルタを適用したWebサーバへのURLか、その

URLを定義した識別名を指定します。 

識別名は大文字/小文字を区別します。 

セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例1： 

複数のURLを指定する。 

aliveURL=http://localhost:80/; http://localhost:81/ 

 

指定例2： 

識別名とURLを混在して指定する。 

aliveURL= aliveNode1; http://localhost:82/ 

 

補足1： 

空値の場合、稼動状態確認リクエストは送信しません。 

URLが不正の場合、“http://localhost” 指定として動作します。 

 

補足2： 

識別名は、“<aliveURLノード>” で定義します。 

識別名は、指定例2のようにaliveURLプロパティ値に指定することで有

効となります。 

 

補足3： 

下記の指定を併せてご検討ください。 

 ・aliveRetryTimes 

 ・aliveInterval 

 ・command 

 

注意： 

稼動状態確認リクエストのSSL暗号化通信には対応していません。 
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プロパティ名 設定値 説明 
<aliveURL ノード> 文字列 

(既定： 空値) 

稼動状態確認リクエストの送信先を示す識別名を定義します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

Value1=Value2 

 

“Value1”には識別名を指定します。 

“Value2”にはSiteShellフィルタを適用したWebサーバへのURLを指定し

ます。 

識別名は大文字/小文字を区別します。 

“Value2”は、セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例： 

aliveNode1=http://localhost:80/; http://localhost:81/ 

aliveNode2=http://localhost:82/ 

 

補足1： 

空値や不正の場合、稼動状態確認リクエストは送信しません。 

 

補足2： 

下記の指定を併せてご検討ください。 

 ・<aliveURLノード>.aliveRetryTimes 

 ・<aliveURLノード>.aliveInterval 

 ・<aliveURLノード>.command 

 

注意： 

稼動状態確認リクエストのSSL暗号化通信には対応していません。 

 

aliveRetryTimes 1～1000 

(既定： 5) 

稼動状態確認リクエストの送信を再試行する回数を指定します。 

aliveURL指定のリクエスト送信時に適用されます。 

 

<aliveURL ノード>.

aliveRetryTimes 

1～1000 

(既定： 空値) 

稼動状態確認リクエストの送信を再試行する回数を指定します。 

<aliveURLノード>指定のリクエスト送信時に適用されます。 

 

補足： 

空値や不正の場合、aliveRetryTimes指定として動作します。 

 

aliveInterval 1～86400 

(既定： 300) 

稼動状態確認リクエストの送信間隔を指定します。 

aliveURL指定のリクエスト送信時に適用されます。 

指定は秒単位です。 

 

<aliveURL ノード>.

aliveInterval 

1～86400 

(既定： 空値) 

稼動状態確認リクエストの送信間隔を指定します。 

<aliveURLノード>指定のリクエスト送信時に適用されます。 

指定は秒単位です。 

 

補足： 

空値や不正の場合、aliveInterval指定として動作します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
command 文字列 

(既定： 空値) 

稼動状態確認リクエストの送信失敗時に実行するコマンドラインを指定

します。 

aliveURL指定のリクエスト送信時に適用されます。 

 

補足： 

空値の場合、コマンドラインを実行しません。 

 

注意： 

コマンドラインの実行により不測の事態とならないよう、指定するコマン

ドラインは十分に事前検証を行ってください。 

 

<aliveURL ノード>.

command 

文字列 

(既定： 空値) 

稼動状態確認リクエストの送信失敗時に実行するコマンドラインを指定

します。 

<aliveURLノード>指定のリクエスト送信時に適用されます。 

 

補足： 

空値の場合、command指定として動作します。 

 

注意： 

コマンドラインの実行により不測の事態とならないよう、指定するコマン

ドラインは十分に事前検証を行ってください。 
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表 59 補助サービス設定のプロパティ － アクセス集計 

プロパティ名 設定値 説明 
accessLogFolder

Path 

文字列 

(既定： 

C:\WINDOWS\syst

em32\LogFiles) 

IIS アクセスログの格納場所を指定します。 

 

補足1： 

IISアクセスログの集計結果は「ログサマリ画面」や「月間レポート画面」

で確認できます。 

 

補足2： 

指定文字列の最大長は 259バイトです。 

 

注意： 

管理ノードがIIS版である場合のみ有効です。 

対象とするIISアクセスログのファイル名は、accessLogFileName で指

定します。 

 

accessLogFileNa

me 

 

※本項目は、リビ

ジョン 4.2.0.4 から

使用できます。 

文字列 

(既定： 

^ex[0-9]{6}\.log$) 

IIS アクセスログのファイル名を正規表現式で指定します。 

 

指定例 1： W3C 形式、ANSI エンコード 

accessLogFileName=^ex[0-9]{6}\.log$ 

 

指定例 2： W3C 形式カスタム、ANSI エンコード 

accessLogFileName=^ex[0-9]{6}_x\.log$ 

 

補足： 

指定文字列の最大長は 32 バイトです。 

既定は「W3C 形式で ANSI エンコードされたファイル（指定例 1）」を対

象とします。 

 

注意 1： 

管理ノードが IIS 版である場合のみ有効です。 

対象とする IIS アクセスログのファイル格納場所は、

accessLogFolderPath で指定します。 

 

注意 2： 

対象とする IIS アクセスログは、ロールオーバー（ファイルの切り替えタ

イミング）設定として「スケジュール：毎日」が選択されている必要があり

ます。 
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その他、SiteShell サービスが自動的に設定するプロパティがあります。 

これらのプロパティは、通常、設定を変更する必要はありません。 

プロパティの意味を下表に記載します。 

 

表 60 SiteShell サービスが自動設定するプロパティ 

プロパティ名 設定値 説明 
webServerType 0～3 

(既定： 空値) 

管理ノード（SiteShell フィルタ）の種類を指定します。 

 

0： 未使用 

1： IIS 版 

2： Apache 版 

3： NW 型 

 

補足： 

SiteShell インストールの環境設定時に自動設定されます。 

 

注意： 

この値は変更しないでください。 

 

UUID 文字列 

(既定： 空値) 

運用管理コンソールから管理ノードを識別するためのUUID 

(Universally Unique Identifier) を指定します。 

 

補足： 

次の条件を全て満たす場合に自動設定されます。 

 ・OMS.IpAddress指定が空値ではない。 

 ・UUID指定が空値である。 

 ・SiteShellサービスを起動する。 

 

またUUID指定不正やipAddress指定変更を検知した場合、

UUID指定値は更新されます。 

 

注意： 

この値は変更しないでください。 

 

ipAddress 文字列 

(既定： 空値) 

SiteShell サービスが稼動するサーバの IP アドレスを指定し

ます。 

 

補足： 

SiteShell サービス起動時に自動設定されます。 

OMS.IpAddress 指定が空値の場合は設定されません。 

 

注意： 

この値は変更しないでください。 
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プロパティ名 設定値 説明 
nodeGroupID 文字列 

(既定： AutoGRP) 

 

運用管理コンソールで管理ノードを纏めて管理するための

ID（ノードグループID）を指定します。 

OMS.IpAddress指定時のみ有効です。 

また Apache 版の主サーバ環境に対して適用されます。 

 

補足 1： 

SiteShell インストールの環境設定時に設定されます。 

設定の詳細は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガ

イド」の「第 3 章 SiteShell の導入」をご参照ください。 

 

補足 2： 

管理ノードの管理方法は、「運用管理コンソールでできるこ

と」をご参照ください。 

 

注意： 

この値は手動で変更しないでください。 

変更時は、環境設定(setup)のダイアログまたはスクリプトを

使用してください。 

 

virtualNodeGroupID 文字列 

(既定： 空値) 

運用管理コンソールで管理ノードを纏めて管理するための

ID（ノードグループID）を指定します。 

OMS.IpAddress指定時のみ有効です。 

また Apache 版の仮想ホスト環境または NW 型の仮想 Web

サイト環境に対して適用されます。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

virtualNodeGroupID=Value1:Value2 

 

“Value1”には仮想ホスト名または仮想 Web サイト名を指定

します。 

“Value2”にはノードグループ ID を指定します。 

仮想ホスト名または仮想 Web サイト名とノードグループ ID

は、コロン（:）で区切ります。 

またスラッシュ（/）区切りで複数指定できます。 

 

指定例： 

仮想ホスト “VH1” は “GRP1” に、“VH2” は “GRP2” 

のノードグループに所属させる。 

virtualNodeGroupID=VH1:GRP1/VH2:GRP2 

 

補足 1： 

SiteShell インストールの環境設定時に設定されます。 

設定の詳細は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガ

イド」の「第 3 章 SiteShell の導入」をご参照ください。 

 

補足 2： 

管理ノードの管理方法は、「運用管理コンソールでできるこ

と」をご参照ください。 

 

注意： 

この値は手動で変更しないでください。 

変更時は、環境設定(setup)のダイアログまたはスクリプトを

使用してください。 
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SiteShell 本体稼動監視の設定例を以下に示します。 

aliveAccess=on 

aliveURL=aliveURLNode1;aliveURLNode2;http://localhost 

aliveInterval=300 

aliveRetryTimes=5 

command= 

 

aliveURLNode1=http://webserver1 

aliveURLNode1.command=iptables -t nat -D PREROUTING -d 10.1.1.1 -p tcp -m tcp -

-dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.101 

aliveURLNode1.aliveInterval=60 

aliveURLNode1.aliveRetryTimes=10 

 

aliveURLNode2=http://webserver2:81 

aliveURLNode2.command=iptables -t nat -D PREROUTING -d 10.1.1.2 -p tcp -m tcp -

-dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.102 

 

 

上記の例では以下のような動作を行います。 

 

・ 「http://localhost」に対する動作 

300 秒間隔で SiteShell サービスから「http://localhost」に対して、稼動状態確認リクエストを

送信する。 

連続で 5 回以上失敗しても、コマンドは何も実行しない。 

 

・ 「http://webserver1」(aliveURLNode1)に対する動作 

60 秒間隔で SiteShell サービスから「http://webserver1」に対して、稼動状態確認リクエスト

を送信する。 

連続して 10 回目の失敗時に「aliveURLNode1.command」で指定したコマンドを実行します。 

 

・ 「http://webserver2:81」(aliveURLNode2)に対する動作 

300 秒間隔で SiteShell サービスから「http://webserver2:81」に対して、稼動状態確認リクエ

ストを送信する。 

連続して 5 回目の失敗時に「aliveURLNode2.command」で指定したコマンドを実行します。 
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運用管理サービスを利用する場合の設定例を以下に示します。 

 

<下記の環境の場合> 

SiteShell サービスが導入されているマシンの IP アドレス ： 192.168.10.100 

SiteShell サービスが稼動確認要求を受け付けるポート番号 ： 9444 

運用管理サービスが導入されているマシンの IP アドレス ： 192.168.20.200 

運用管理サービスが起動通知を受け付けるポート番号 ： 9454 

 

<設定例> 

UUID=12345678-901b-cdef-1234-567890abcdef 

ipAddress=192.168.10.100 

OMS.IpAddress=192.168.20.200 

OMS.port=9454 

OMS.timeout=30 

startup.RetryTime=5 

nodeGroupID=AutoGRP 

 

CheckRunning.port=9444 

CheckRunning.timeout=10 

 

上記の例では以下のような動作を行います。(太字は設定値を示しています) 

 

・ Web サーバの自動登録に関する動作 

SiteShell サ ー ビ ス の 起 動 時 に 、 SiteShell サ ー ビ ス が 導 入 さ れ て い る マ シ ン が

「192.168.10.100」の IP アドレスがあっているどうかを確認します。本例ではあっているため、

UUID は「12345678-901b-cdef-1234-567890abcdef」のままとなります。 

その後、SiteShell サービスが起動通知を運用管理サービス(IP アドレス：192.168.20.200、

ポート番号：9454)に対して送付します。 

この起動通知を受け、運用管理サービスは「AutoGRP」という ID を持つノードグループに、

Web サーバを登録します。 

※起動通知の送付後 30 秒経過しても応答がない場合、起動通知は失敗となります。 

※起動通知に失敗した場合、5 分後に再度 SiteShell サービスから起動通知を行い、成功す

るまでこの処理を繰り返します。 

※UUID は運用管理サービスが Web サーバを一意に特定するための ID として使用します。 

 

・ Web サーバの稼動状況監視に関する動作 

運用管理サービスは定期間隔で SiteShell サービス(IP アドレス：192.168.10.100、ポート番

号：9444)に対して稼動確認要求を送付します。 

稼動確認要求を受け取った SiteShell サービスは返答する事で、運用管理サービスに対して

稼動中であることを知らせます。 

稼動確認要求の返答がなかった SiteShell サービスは停止していると判断し、稼動状態を 

”停止”に更新します。 

※SiteShell サービスが起動通知成功後 10 分経過しても、稼動確認要求がなかった場合は、

再度起動通知を行います。 

 

運用管理サービス側の設定に関しては「運用管理サービス設定ファイル」をご参照ください。 
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Apache 仮想ホスト、NW 型の SiteShell 本体ログ出力先変更方法 

Apache 仮想ホスト、および NW 型の場合は、ホスト型と SiteShell 本体ログの出力場所が異なるため、

ログ出力先の変更方法も異なります。 

 

Apache 仮想ホスト、および NW 型での本体ログ出力先のデフォルト値は「<SiteShell インストール先

フォルダ>/virtualhosts|websites/<仮想 Web サイト名>/logs/」配下に出力されます。 

以下にそのフォルダ構成を示します。 

～/virtualhosts|websites/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名>/logs/ 

                                 ├ access - access.log 

                                 ├ alive - alive.log 

                                 ├ audit - audit.log 

                                 ｜ `-- details - auditDetails_<UUID>.log.gz 

                                 ├ debug - siteshell_debug.log 

                                 ├ errorcode - YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

                                 ├ errorresponse - YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

                                 ├ nodeStatus - nodeStatus_xxx.log 

                                 └ updateService - siteshellStatus.log 

 

ユーザは「<SiteShell インストール先フォルダ>/virtualhosts|websites/<仮想ホスト名|仮想 Web サイ

ト名>/logs/」の部分を「<変更先フォルダ>/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名>/」という構成で自由に

指定することができます。しかし、それ以下のフォルダ構成は変更することが出来ません。また、設

定ファイル(configuration.properties)の「log.path」の指定もこの構成に従って指定しなければなりませ

ん。 

 

例として、ログ出力先を「/var/siteshell/logs/」に変更する際の設定手順を示します。 

 

ログ出力先変更の設定手順例 

1. ログを出力するフォルダを作成します。 

# mkdir /var/siteshell/logs/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名> 

※「/var/siteshell」や「/var/siteshell/logs」がない場合は、同様に作成してください。 

 

2. 「<SiteShell インストールフォルダ>/websites/<仮想ホスト名|仮想 WebSite 名>/config/configu

ration.properties」の「log.path」を以下のように指定してください。 

log.path=/var/siteshell/logs/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名> 

※この操作を全ての仮想ホスト名、および仮想 Web サイトに対して行ってください 

 

3. 「<SiteShell インストールフォルダ>/SiteShellService/SiteShellService.properties」の「log.path」

を以下のように指定してください。 

log.path=/var/siteshell/logs/ 

 

4. 以下のコマンドで、SiteShellService、および Web サーバ、または仮想 Web サイトを再起動して

ください 

# /etc/rc.d/init.d/SiteShellServiceForNW restart 

# /etc/rc.d/init.d/SiteShellNW restart 
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5. 以上で設定は完了となります。また、フォルダ構成は以下のようになります。 

/var/siteshell/logs/<仮想ホスト名|仮想 Web サイト名>/ 

                             ├ access - access.log 

                             ├ alive - alive.log 

                             ├ audit - audit.log 

                             ｜ `-- details - auditDetails_<UUID>.log.gz 

                             ├ debug - siteshell_debug.log 

                             ├ errorcode - YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

                             ├ errorresponse - YYYYMMDDhhmmssSSS.html 

                             ├ nodeStatus - nodeStatus_xxx.log 

                             └ updateService - siteshellStatus.log 
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運用管理サービス設定ファイル 

 

運用管理サービス設定ファイル(OperationManagement.properties)は、運用管理サービスの基本動作

を設定します。 

運用管理サービス設定ファイルを更新した場合は、運用管理サービスを再起動してください。 

運用管理サービスの再起動については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」をご参照ください。 

 

格納場所 

<運用管理サービスインストールフォルダ>/conf  

 

運用管理サービス設定ファイルに含まれている各プロパティを以下で説明します。 

 

プロパティ名 設定値 用途 

log.path 文字列 

(default:./logs

/) 

運用管理サービスの動作ログの格納場所を指定しま

す。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値「./logs

/」で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、Windows の場合は「\」、「/」

が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、運用管理サービスのインストール

ディレクトリからの相対パスとみなします。 

log.level 数値 

(default:2) 

ログの出力レベルを指定します。 

指定可能値は「1-5」です。 

指定値の意味は以下の通りです。 

1:DEBUG 

2:INFO 

3:WARNING 

4:ERROR 

5:OFF 

上記以外の値が設定された場合は、 

レベル 2 で動作します。 

log.size 数値 

(default:1024) 

運用管理サービスの動作ログファイルのサイズを指定

します。 

指定可能値は「200-2097152」（単位：KB）です。 

範囲外の数字が設定された場合は、1024 で動作しま

す。 
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プロパティ名 設定値 用途 

log.num 数値 

(default:100) 

運用管理サービスの動作ログファイルの最大数を指

定します。 

指定可能値は「2-2048」です。 

log.size で指定されたサイズを超えると、新しいファイ

ルにログの続きを出力します。 

ログファイルの数が、ここで指定した数に達すると、一

番古いログファイルを削除してから、新しいログファイ

ルを作成します。 

範囲外の数字が設定された場合は、100 で動作しま

す。 

運用管理サービスの動作ログファイルのサイズが、lo

g.size で指定したサイズを超える時、下記のようにファ

イル名に数字を付加したファイルにコピーして保存しま

す。 

siteshelloms.log → siteshelloms.log.1 →siteshelloms.

log.2 → …… 

付加した数字が小さいほど、新しいログファイルです。 

node.port 数値 

(default:9454) 

SiteShell サービスからの起動通知を受信するポート

番号を指定します。 

0 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、94

54 番を使用します。 

node.connect_max 数値 

(default:100) 

SiteShell サービスからの起動通知を受信する同時接

続数の最大数を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、10

0 が指定されたものとして動作します。 

alive.time 数値 

(default:300) 

稼動確認要求完了後から次の稼動確認要求が行わ

れる時間間隔を秒単位で指定します。 

1 から 82800 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、30

0 が指定されたものとして動作します。 

alive.connect_max 数値 

(default:100) 

稼動確認要求の同時接続数の最大数を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、10

0 が指定されたものとして動作します。 

alive.timeout 数値 

(default:5) 

稼動確認要求のタイムアウト値を秒で指定します。 

1 から 180 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、5

が指定されたものとして動作します。 

通常、この値を変更する必要はありません。 
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プロパティ名 設定値 用途 

auto.delete.node 数値 

(default:31) 

自動登録された Web サーバの自動削除日数を指定し

ます。指定した日数以上 Web サーバの稼動状態が”

停止”である場合、DB から削除します。 

0 から 3650 の任意の数値を指定可能です。 

0 を指定した場合、自動削除は行いません。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、31

が指定されたものとして動作します。 

auto.delete.server_s

tatus 

数値 

(default:365) 

Web サーバの稼動状態を記録したログの自動削除日

数を指定します。指定した日数経過したログを削除し

ます。 

0 から 3650 の任意の数値を指定可能です。 

0 を指定した場合、稼動ログの削除は行いません。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、36

5 が指定されたものとして動作します。 

db.url 文字列 

(default:なし) 

運用管理コンソールが使用する DB の JDBC URL を

指定します。 

db.host 文字列 

(default:localho

st) 

運用管理コンソールが使用する DB の IP アドレス/ホ

スト名を設定します。 

IPv4 と IPv6 の両方が指定でき、IPv6 を指定する場

合は IP アドレスを[ ]で括る必要があります。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、loc

alhost が指定されたものとして動作します。 

db.port 数値 

(default:5432) 

運用管理コンソールが使用する DB のポート番号を指

定します。 

0 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、54

32 番を使用します。 

db.user 文字列 

(default:なし) 

運用管理コンソールが使用する DB のユーザ名を指

定します。 

db.pass 文字列 

(default:なし) 

運用管理コンソールが使用する DB のパスワードを指

定します。 

※パスワードは暗号化して格納します。アルゴリズム：

AES 鍵長 256 ビット 

db.thread_max 数値 

(default:100) 

運用管理コンソールが使用する DB に接続する際に

作成するスレッドの最大数を指定します。 

1 から 65535 の任意の数値を指定可能です。 

指定しない、または不正な値が指定された場合は、10

0 が指定されたものとして動作します。 
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環境設定ファイル 

 

環境設定ファイル(environment.properties)は、モニタリング機能の動作を設定します。 

 

格納場所 

<SiteShell インストール先フォルダ>/config/ 

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

<運用管理サービスインストール先フォルダ>/conf/ 

 

環境設定ファイルに含まれている各プロパティを以下で説明します。 

 

プロパティ名 設定値 説明 
cloud.type 文字列 

(default:Other) 

クラウド環境を指定します。 

"OTHER"または"AWS"のみ(大文字小文字区別しない)指定可

能です。 

cloud.cmd.suffix 文字列 

(default:なし) 

モニタリングデータを送信するクラウドサービスの種類を指定し

ます。 

"CLOUDWATCH"のみ(大文字小文字区別しない)指定可能で

す。 

省略された場合は、クラウドサービス連携は行いません。 

log.monitoring.path 文字列 

(default:./logs/de

bug/) 

モニタリング機能の動作ログの格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

log.monitoring.level 数値 

(default:2) 

モニタリング機能の動作ログの出力レベルを指定します。 

指定可能値は「1-5」です。 

指定値の意味は以下の通りです。 

1:DEBUG 

2:INFO 

3:WARNING 

4:ERROR 

5:OFF 

log.monitoring.rotation size/daily 

(default:size) 

モニタリング機能の動作ログファイルのローテーション方式を指

定します。 

「size」を指定した場合、ファイルサイズを契機にローテーション

を行います。 

「daily」を指定した場合、ファイルサイズと日付を契機にロー

テーションを行います。 

本設定値は、大文字と小文字の区別はしません。 

log.monitoring.size 数値 

(default:1024) 

ローテーションするモニタリング機能の動作ログファイルサイズ

を指定します。 

指定可能値は「200-10240」（単位：Byte）です。 
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プロパティ名 設定値 説明 
log.monitoring.num 数値 

(default:100) 

ローテーションするモニタリング機能の動作ログファイルの最大

数を指定します。 

指定可能値は「2-100」です。 

ファイル数が、ここで指定した数に達すると、一番古いファイル

を削除し、新しいログファイルを作成します。 

log.monitoring.keepday 数値 

(default:30) 

モニタリング機能の動作ログファイルを日付単位でローテーショ

ンさせる場合、保持するファイルの最大日数を指定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 

log.monitoring.num_per

day 

数値 

(default:2) 

モニタリング機能の動作ログファイルを日付単位でローテーショ

ンさせる場合、日付ごとに保持するファイルの最大個数を指定

します。 

指定可能値は「2-2147483647」です。 

monitoring.attack.path 文字列 

(default:./logs/mo

nitoring/) 

攻撃件数のモニタリングデータを出力するファイルの格納場所

を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

monitoring.attack.keep

day 

数値 

(default:30) 

攻撃件数のモニタリングデータを出力するファイルを日付単位

でローテーションさせる場合、保持するファイルの最大日数を指

定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 

monitoring.alive.path 文字列 

(default:./logs/mo

nitoring/) 

サービスの死活状況のモニタリングデータを出力するファイル

の格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

monitoring.alive.keepda

y 

数値 

(default:30) 

サービスの死活状況のモニタリングデータを出力するファイル

を日付単位でローテーションさせる場合、保持するファイルの最

大日数を指定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 
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プロパティ名 設定値 説明 
monitoring.updatestatu

s.path 

文字列 

(default:./logs/mo

nitoring/) 

脆弱性対策パッケージの更新状況のモニタリングデータを出力

するファイルの格納場所を指定します。 

指定フォルダが存在しなければ、デフォルト値で動作します。 

絶対パス、相対パスのどちらも設定可能です。 

パスの区切り文字として、 

Windows の場合は「\」、「/」が使用可能です。 

Linux の場合は「/」が使用可能です。 

相対パスの場合は、モニタリング機能によって監視される各コ

ンポーネントのインストールディレクトリからの相対パスとみな

す。 

ただし、運用管理コンソールに関しては「<運用管理コンソール

インストールフォルダ>/webapps/console/WEB-INF/」からの相

対パスとします。 

monitoring.updatestatu

s.keepday 

数値 

(default:30) 

脆弱性対策パッケージの更新状況のモニタリングデータを出力

するファイルを日付単位でローテーションさせる場合、保持する

ファイルの最大日数を指定します。 

指定可能値は「1-3650」です。 

1 が指定された場合、当日の監査ログのみ保持します。 

snmpcmd.NN 文字列 SNMP トラップ発信先を含めた snmptrap のコマンドラインを指

定します。 

SNMP トラップ送信先マネージャは 5 つまで指定できます。 

プロパティ名の NN を 01～05 として指定してください。 

snmptrap のコマンドラインには snmpcmd.enbedded で指定し

た埋め込み文字の位置にモニタリングデータを含めることがで

きます。 

設定例は「モニタリングコマンド使用例」をご参照ください。 

snmpcmd.enbedded 文字列 SNMP トラップのメッセージに埋め込む情報の位置を指定する

文字列を定義します。 

未定義もしくは値を省略した場合は、文字列の置換を行いませ

ん。 

 



 

305  

パケットリレー設定ファイル 

 

パケットリレー設定ファイル(relay.properties)は、パケットリレー機能の動作を設定します。 

パケットリレー設定ファイルを更新した場合は、パケットリレー機能を再起動してください。 

パケットリレー機能の再起動については「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」をご参照ください。 

 

格納場所 

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

 

パケットリレー設定ファイルに含まれている各プロパティを以下で説明します。 

 

プロパティ名 設定値 説明 
sniffer.eth 文字列 

(default:空) 

監視するインターフェイスを指定します。 

指定のインターフェイスからパケットをスニッフィングしますの

で、物理インターフェイス（NIC）に割り当てたネットワークイン

ターフェイスの名称を指定してください。 

sniffer.ip.dst IP アドレス 

(default:空) 

スニッフィングするパケットの絞り込み条件である宛先 IP アドレ

スを指定します。 

IPv4 形式のみサポートします。 

sniffer.eth 指定のインターフェイスに届くパケット（通信）のう

ち、指定した IP アドレスと後述 sniffer.port.dst 指定のポート

番号に該当するリクエストをスニッフィングします。 

全ての宛先 IP アドレスを対象とする場合は '*' を指定してくだ

さい。 

sniffer.port.dst ポート番号 

(default:空) 

スニッフィングするパケットの絞り込み条件である宛先ポート番

号を指定します。 

sniffer.eth 指定のインターフェイスに届くパケット（通信）のう

ち、指定したポート番号と前述 sniffer.ip.dst 指定の IP アドレ

スに該当するリクエストをスニッフィングします。 

全ての宛先ポート番号を対象とする場合は '*' を指定してくだ

さい。 

sniffer.thread.num 数値 （個） 

(default: 20) 

スニッフィングを処理するスレッドの数を指定します。 

既定は 20 スレッドです。指定の上限は 4096 スレッドまでで

す。 

スレッドの数を大きくすることでキャプチャの損失低減が見込め

ます。 

動作環境のリソース使用状況に応じてチューニングしてくださ

い。 

※コネクションレス型通信でパケットを収集するため、データの

取りこぼし有無は、動作環境のリソース状況に依存します。 

transfer.ip IP アドレス 

(default:空) 

スニッフィングしたリクエストを転送する IP アドレスを指定しま

す。 

IPv4 形式のみサポートします。 

SiteShell を適用した Web サービスが待ち受ける IP アドレスを

指定してください。 

transfer.port ポート番号 

(default:空) 

スニッフィングしたリクエストを転送するポート番号を指定しま

す。 

SiteShell を適用した Web サービスが待ち受けるポート番号を

指定してください。 
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プロパティ名 設定値 説明 
transfer.thread.num 数値 （個） 

(default: 10) 

スニッフィングしたリクエストの転送を処理するスレッドの数を指

定します。 

既定は 10 スレッドです。転送先とは 10 個の同時接続を行い

ます。指定の上限は 4096 スレッドまでです。 

スレッドの数を大きくすることで転送の損失低減が見込めます

が、転送先である Web サービス（SiteShell）の子プロセス数より

大きい値を指定すると、転送待ちのリクエストが滞留し、処理能

力低下の恐れがあります。 

動作環境のリソース使用状況に応じてチューニングしてくださ

い。 

transfer.timeout 数値 （秒） 

(default: 20) 

転送したリクエストに対する Web サービス（SiteShell）からの応

答待ち時間を指定します。 

既定は 20 秒です。20 秒経過しても Web サービスから応答が

ない場合は Web サービスとの通信を切断して、次の転送を行

います。 

reception.waittime 数値 （秒） 

(default: 5) 

スニッフィングするリクエストの受信待機時間を秒単位で指定し

ます。 

既定は 5 秒です。5 秒経過しても転送されないリクエストは破

棄します。 

スニッフィングする通信は、パケット単位でメモリに溜め込み、１

つのリクエストに整形できた時点で Web サービス（SiteShell）へ

転送します。 

このため一定期間を経過しても不完全なリクエストは破棄する

ことで、メモリを解放し、メモリ消費を抑えます。 

動作環境のリソース使用状況に応じてチューニングしてくださ

い。 

log.level 数値 （1～4.11～

13） 

(default: 4) 

ログに出力するプライオリティ（重要度）を指定します。 

数値の若いほうがプライオリティが高く、プライオリティを指定す

るとより高いプライオリティの情報も出力されます。 

既定は 4 です。利用者が知っておくべき内容が出力されま

す。 

 

指定値は下記の通りです。 

1： プロセス停止を伴う事象の発生。（fatal） 

2： プロセス停止を伴わない正常動作ではない状態。（error） 

3： 利用者の意図した動作か不明な状態。（warn） 

4： 利用者に伝えておきたい内容。（info） 

11： 処理経路が分かる内容。（debug lv.1） 

12： 処理動作時に参照している内容。（debug lv.2） 

13： より詳細な内容。（debug lv.3） 

 

ログ情報の出力パスは次の通りです。 

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

etRelay.<YYYY-MM-DD>.log 



 

307  

プロパティ名 設定値 説明 
statistics.output 数値 （0、1） 

(default: 1) 

統計情報の出力有無を指定します。 

既定は 1 です。統計情報を出力します。 

 

指定値は下記の通りです。 

0： 統計情報を出力しない。 

1： 統計情報を出力する。 

 

該当の出力パスには、次の情報が定期的に記録されます。 

・受信したパケットの累積数 

・処理したパケットの累積数 

・転送済みリクエストの累積数 

・破棄したリクエストの累積数 

・溜め込み中のリクエスト数 

・転送待ちのリクエスト数 

・転送先のスループット（転送件数/秒） 

 

統計情報の出力パスは次の通りです。 

<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/relay/statistics.<YYY

Y-MM-DD>.log 

statistics.interval 数値 （分） 

(default: 5) 

統計情報の出力間隔を分単位で指定します。 

既定は 5 分です。5 分間隔で統計情報を出力します。 

packet.output 数値 （0、11～1

3、19、21、99） 

(default: 0) 

スニッフィングしたパケット（またはリクエスト）の内容の出力有

無を指定します。 

出力する内容は数値で規定されています。指定した内容のみ

出力します。 

既定は 0 です。パケット内容は出力しません。 

 

指定値は下記の通りです。 

0： パケット内容を出力しない。 

11： reception.waittime 超過したことで破棄したパケット。 

12： FIN 受信するが不完全なため破棄したリクエスト。 

13： Web サービスに転送不能で破棄したリクエスト。 

19： 破棄したパケット/リクエストの全て。 

21： Web サービスに転送したが応答が無かったリクエスト。 

99： 処理したパケット/リクエストの全て。（破棄/転送全て） 

 

パケット内容の出力パスは次の通りです。 

・転送したパケット（リクエスト） 

<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/relay/trans_<接続元 I

P アドレス>.<YYYY-MM-DD>.log 

・破棄したパケット（リクエスト） 

<SiteShell インストール先フォルダ>/logs/relay/disca_<接続元 I

P アドレス>.<YYYY-MM-DD>.log 

packet.ip.src IP アドレス 

(default:空) 

スニッフィングしたパケット（またはリクエスト）内容の出力対象

を接続元 IP アドレスで指定します。 

単一指定のみです。マスクなどの複数指定はできません。 

IPv4 形式のみサポートします。 

全てのパケットを出力対象とする場合は指定無しとしてくださ

い。 

 

<注意> 

IPv4 形式で指定していない場合、全てのパケットを出力対象と

します。 
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NW 型 SiteShell 同梱 Apache 設定ファイル 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が include する設定ファイルを定義します。 

当該設定ファイルは、NW 型 SiteShell の環境設定(setup.sh)から「仮想 Web サイトの設定ファイル 

適用」を行うことで生成されます。 

※環境設定は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「3.8.4 環境設定(NW 型)」を 

ご参照ください。 

 

 

格納フォルダ名： 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ 

 

ファイル名： 

httpd.conf 

 

フォーマット： 

当該設定ファイルは、初期導入時および運用時の何れにおいても変更することを想定しませんが、 

もし変更する場合には、Apache の設定書式に従う必要があります。 

設定書式については、Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 

 

説明： 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が include する設定ファイルは、下記３種類の合計４ファイルあります。 

ファイルの詳細は、それぞれの設定ファイルの章節をご覧ください。 

・NW型SiteShell同梱Apache既定値ファイル 

httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf 

httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf 

・NW型SiteShell同梱Apache独自値ファイル 

httpd-CustomDefine.conf 

・NW型SiteShell同梱Apache指定値ファイル 

httpd-SieShellDefine.conf 

 

設定ファイルを include する順番は下記の通りです。 

１． Apache 既定値ファイル 

２． Apache 独自値ファイル 

３． Apache 指定値ファイル 

 

Apache ディレクティブを複数ファイルに重複して設定した場合、より後から include するファイルで設

定した値が有効となります。 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に当該設定を反映するには、仮想 Web サイトのサービスを再起動 

してください。 

サービスの再起動については「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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NW 型 SiteShell 同梱 Apache 既定値ファイル 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に対する主に環境周りの Apache ディレクティブを定義します。 

当該設定ファイルは、NW 型 SiteShell の環境設定（setup.sh）から「仮想 Web サイトの設定ファイル 

適用」を行うことで生成されます。 

※環境設定は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「3.8.4 環境設定(NW 型)」を 

ご参照ください。 

 

 

格納フォルダ名： 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/extra/ 

 

ファイル名： 

httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf （非 SSL 通信する仮想 Web サイト用） 

httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf （SSL 通信する仮想 Web サイト用） 

 

フォーマット： 

当該設定ファイルの既定の内容を後述します。 

既定で定義されております Apache ディレクティブを手編集する際にご参考ください。 

 

変更する際には、Apache の設定書式に従う必要があります。 

設定書式については、Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 

 

説明： 

NW 型 SiteShell の環境設定(setup.sh)では設定不能な仮想 Web サイトを構築する場合には、 

当該設定ファイルを手編集にて変更する必要があります。 

手編集を必要とするケースは、次の２つの構成を想定します。 

・リクエストを複数のサービスポートで受け付ける構成 

・リクエストを SSL 通信で受け付ける構成 

構築手順は「付録D．仮想Webサイトの詳細設定」をご参考ください。 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に当該設定を反映するには、仮想 Web サイトのサービスを再起動 

してください。 

サービス再起動については「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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ファイル内容： httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf 

 

当該設定ファイルでは、非 SSL 通信する仮想 Web サイトを定義します。 

既定では、下記の Apache ディレクティブが定義されています。（定義順に記載） 

 

ディレクティブ モジュール 設定値の変更可否 

ServerRoot core × 不可 

LoadModule mod_so × 不可 

User mod_unixd △ ディレクトリ等のアクセス権の確認が必要 

Group mod_unixd △ ディレクトリ等のアクセス権の確認が必要 

ServerName core △ 名前解決の確認が必要 

AllowOverride core × 不可 

Require mod_authz_core × 不可 

ProxyRequests mod_proxy × 不可 

UseCanonicalName core × 不可 

ServerTokens core × 不可 

ServerSignature core × 不可 

HostnameLookups core △ 名前解決の確認が必要 

TraceEnable core △ サービス/通信の確認が必要 

SetEnv mod_proxy △ サービス/通信の確認が必要 

PidFile mpm_common × 不可 

LogFormat mod_log_config ○ 可 

ErrorLogFormat core ○ 可 

LogLevel core ○ 可 

ErrorLog core ○ 可 

CustomLog mod_log_config ○ 可 

Listen mpm_common × 不可 

ProxyPass mod_proxy ○ 可 

ProxyPassReverse mod_proxy ○ 可 

※ディレクティブ詳細は、Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 
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当該設定ファイルの変更可能な個所を 赤字下線 で示します。 

 

################################################### 

# SiteShell Environmental Setting 

################################################### 

 

# Base directory for the server installation. 

ServerRoot "/opt/SiteShell_NW/apache" 

 

# Links in the object file or library, and adds to the list of active modules. 

LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so 

LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so 

LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so 

LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so 

LoadModule env_module modules/mod_env.so 

LoadModule headers_module modules/mod_headers.so 

LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so 

LoadModule logio_module modules/mod_logio.so 

LoadModule mime_module modules/mod_mime.so 

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 

LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so 

LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so 

LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so 

LoadModule unixd_module modules/mod_unixd.so 

 

# The userid under which the server will answer requests. 

User daemon 

 

# Group under which the server will answer requests. 

Group daemon 

 

# Hostname and port that the server uses to identify itself. 

ServerName localhost 

 

# Enclose a group of directives that apply only to the named file-system directory, sub-d

irectories, and their contents. 

<Directory /> 

 

    # Types of directives that are allowed in .htaccess files. 

    AllowOverride none 

 

    # Tests whether an authenticated user is authorized by an authorization provider. 

    Require all denied 

 

</Directory> 

 

# Contains directives that apply to matched filenames. 

<Files ".ht*"> 

    # Tests whether an authenticated user is authorized by an authorization provider. 

    Require all denied 

</Files> 
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# Enables forward (standard) proxy requests 

ProxyRequests Off 

 

# Configures how the server determines its own name and port. 

UseCanonicalName Off 

 

# Configures the Server HTTP response header. 

ServerTokens Prod 

 

# Configures the footer on server-generated documents. 

ServerSignature Off 

 

# Enables DNS lookups on client IP addresses. 

HostnameLookups Off 

 

# Determines the behavior on TRACE requests. 

TraceEnable Off 

 

# Environment Variables. 

SetEnv proxy-initial-not-pooled 1 

 

#  

SiteShellPath "/opt/SiteShell_NW" 

SiteShellLogicPath "/opt/SiteShell_NW/config" 

SiteShellConfigRoot "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>" 

 

#  

LoadModule siteshell_module "/opt/SiteShell_NW/apache/modules/mod_siteshell24L.so" 

 

# File where the server records the process ID of the daemon. 

PidFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/logs/httpd.pid" 

 

# Describes a format for use in a log file. 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b %T %I %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{X-Fo

rwarded-For}i\"" fmt_access_log 

 

# Format specification for error log entries. 

ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a] %M% ,\ referer\ %

{Referer}i" 

 

# Controls the verbosity of the ErrorLog 

LogLevel warn 

 

# Location where the server will log errors. 

ErrorLog "|/opt/SiteShell_NW/apache/bin/rotatelogs -l /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 We

b サイト名>/apache/logs/error_log.%Y%m%d%H%M 86400" 

 

# Sets filename and format of log file. 

CustomLog "|/opt/SiteShell_NW/apache/bin/rotatelogs -l /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 W

eb サイト名>/apache/logs/access_log.%Y%m%d%H%M 86400" fmt_access_log 
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################################################### 

# Virtual Website Environmental Setting 

################################################### 

 

# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen <仮想 Web サイト自身の IP アドレス>:<仮想 Web サイト自身のサービスポート> 

 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:<仮想 Web サイト自身のサービスポート>> 

 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName <仮想 Web サイト自身のサーバ>:<仮想 Web サイト自身のサービスポート> 

 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://<転送先 Web サーバ>:<転送先サービスポート>/ 

 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://<転送先 Web サーバ>:<転送先サービスポート>/ 

 

</VirtualHost> 
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ファイル内容： httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf 

 

当該設定ファイルでは、SSL 通信する仮想 Web サイトを定義します。 

既定では、下記の Apache ディレクティブが定義されています。（定義順に記載） 

 

ディレクティブ モジュール 設定値の変更可否 

LoadModule mod_so × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLCACertificateFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLCARevocationFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLCertificateChainFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLCertificateFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLCertificateKeyFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLProxyCACertificateFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLProxyCARevocationFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLProxyMachineCertificateFile mod_ssl × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

SSLVerifyClient mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLVerifyDepth mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLProxyVerify mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLProxyVerifyDepth mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLCipherSuite mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLHonorCipherOrder mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLCARevocationCheck mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLRandomSeed mod_ssl △ サービス/通信の確認が必要 

SSLPassPhraseDialog mod_ssl × 不可 

SSLSessionCache mod_ssl × 不可 

LogFormat mod_log_config ○ 可 

Listen mpm_common ○ 可 

ServerName core ○ 可 

ProxyPass mod_proxy ○ 可 

ProxyPassReverse mod_proxy ○ 可 

CustomLog mod_log_config ○ 可 

SSLEngine mod_ssl ○ 可 

SSLProxyEngine mod_ssl ○ 可 

※ディレクティブ詳細は、Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 
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当該設定ファイルの変更可能な個所を 赤字下線 で示します。 

 

################################################### 

# SSL support. 

################################################### 

 

# Links in the object file or library, and adds to the list of active modules. 

#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 

 

<IfModule ssl_module> 

 

# Links in the object file or library, and adds to the list of active modules. 

LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so 

LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so 

 

# File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Client Auth. 

#SSLCACertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.crt/

ca-bundle-client.crt" 

 

# File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Client Auth. 

#SSLCARevocationFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.crl/c

a-bundle-client.crl" 

 

# File of PEM-encoded Server CA Certificates. 

#SSLCertificateChainFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.c

rt/ca.crt" 

 

# Server PEM-encoded X.509 certificate data file. 

#SSLCertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.crt/se

rver.crt" 

 

# Server PEM-encoded private key file. 

#SSLCertificateKeyFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.key

/server.key" 

 

# File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth. 

#SSLProxyCACertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ss

l.crt/ca-bundle-remote-server.crt" 

 

# File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth. 

#SSLProxyCARevocationFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.

crl/ca-bundle-remote-server.crl" 

 

# File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy. 

#SSLProxyMachineCertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/con

f/ssl.crt/proxy.pem" 

 

# Type of Client Certificate verification. 

#SSLVerifyClient require 

 

# Maximum depth of CA Certificates in Client Certificate verification. 
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#SSLVerifyDepth  10 

 

# Type of remote server Certificate verification. 

SSLProxyVerify none 

 

# Maximum depth of CA Certificates in Remote Server Certificate verification. 

SSLProxyVerifyDepth 0 

 

# Cipher Suite available for negotiation in SSL handshake. 

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5 

 

# Option to prefer the server's cipher preference order. 

SSLHonorCipherOrder On 

 

# Enable CRL-based revocation checking. 

#SSLCARevocationCheck chain 

 

# Pseudo Random Number Generator (PRNG) seeding source. 

SSLRandomSeed startup builtin 

SSLRandomSeed connect builtin 

 

# Type of pass phrase dialog for encrypted private keys. 

SSLPassPhraseDialog exec:/opt/SiteShell_NW/apache/bin/pass_ssl.sh 

 

# Type of the global/inter-process SSL Session Cache. 

SSLSessionCache        "shmcb:/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/logs/s

sl_scache(512000)" 

 

# Describes a format for use in a log file. 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b %T %I %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{X-Fo

rwarded-For}i\" \"%{SSL_PROTOCOL}x\" \"%{SSL_CIPHER}x\"" fmt_ssl_request_log 

 

 

################################################### 

# Virtual Website Environmental Setting 

################################################### 

 

# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen <仮想 Web サイト自身の IP アドレス>:<仮想 Web サイト自身のサービスポート> 

 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:<仮想 Web サイト自身のサービスポート>> 

 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

    ServerName <仮想 Web サイト自身のサーバ>:<仮想 Web サイト自身のサービスポート> 

 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / https://<転送先 Web サーバ>:<転送先サービスポート>/ 

 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / https://<転送先 Web サーバ>:<転送先サービスポート>/ 
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# Sets filename and format of log file. 

CustomLog "|/opt/SiteShell_NW/apache/bin/rotatelogs -l /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 W

eb サイト名>/apache/logs/ssl_request_log.%Y%m%d%H%M 86400" fmt_ssl_request_log 

 

 

    # SSL Engine Operation Switch. 

    SSLEngine on 

 

    # SSL Proxy Engine Operation Switch. 

    SSLProxyEngine on 

 

</VirtualHost> 

</IfModule> 
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NW 型 SiteShell 同梱 Apache 独自値ファイル 

 

特化する環境において NW 型 SiteShell 同梱 Apache を動作させるために必要な Apache ディレクティ

ブを定義します。 

当該設定ファイルは、NW 型 SiteShell の環境設定（setup.sh）から「仮想 Web サイトの設定ファイル 

適用」を行うことで生成されます。 

※環境設定は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「3.8.4 環境設定(NW 型)」を 

ご参照ください。 

 

 

格納フォルダ名： 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/extra/ 

 

ファイル名： 

httpd-CustomDefine.conf 

 

フォーマット： 

当該設定ファイルの既定は空ファイル（ゼロバイトサイズ）です。 

 

追記・変更する際には、Apache の設定書式に従う必要があります。 

設定書式については、Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 

 

説明： 

当該設定ファイルには、下記の設定ファイルで定義されない Apache ディレクティブを設定します。 

・NW型SiteShell同梱Apache既定値ファイル 

・NW型SiteShell同梱Apache指定値ファイル 

 

当該設定ファイルは、NW 型 SiteShell の環境設定(setup.sh) を初め、NW 型 SiteShell 同梱 Apache

以外のコンポーネントでは扱わないファイルです。 

そのため、他の Apache 設定ファイルと比べて柔軟な設定が行えます。 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に当該設定を反映するには、仮想 Web サイトのサービスを再起動 

してください。 

サービス再起動については「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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NW 型 SiteShell 同梱 Apache 指定値ファイル 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に対する主に動作周りの Apache ディレクティブを定義します。 

当該設定ファイルは、NW 型 SiteShell の環境設定（setup.sh）から「仮想 Web サイトの設定ファイル 

適用」を行うことで生成されます。 

※環境設定は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「3.8.4 環境設定(NW 型)」を 

ご参照ください。 

 

 

格納フォルダ名： 

NW 型 SiteShell： 

<インストール先フォルダ>/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/extra/ 

 

ファイル名： 

httpd-SiteShellDefine.conf 

 

フォーマット： 

当該設定ファイルの既定の内容を後述します。 

既定で定義されております Apache ディレクティブを手編集する際にご参考ください。 

 

変更する際には、Apache の設定書式に従う必要があります。 

設定書式については、Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 

 

説明： 

当該設定ファイルは、運用管理コンソールの「ノード設定画面」から変更できます。 

変更できる Apache ディレクティブは、下記のカテゴリに分類されます。 

 

・ NW 型 SiteShell 動作 

「表 61 ノード設定のプロパティ － NW型SiteShell動作」 

 

 

運用管理コンソールを使用しない環境では、当該設定ファイルを手編集にて変更してください。 

 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に当該設定を反映するには、仮想 Web サイトのサービスを再起動 

してください。 

運用管理コンソールからは「ノード管理画面」からサービスを再起動できます。 

手動操作の場合は「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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表 61 ノード設定のプロパティ － NW 型 SiteShell 動作 

プロパティ名 設定値 説明 

nw.Timeout 数値 

(既定： 60) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が処理するリクエストの待ち合わせ時間

を指定します。 

既定値は "60" 秒です。 

 

補足： 

この指定値は、Apache 設定の TimeOut ディレクティブに該当しま

す。 

 

nw.KeepAlive on / off 

(既定： on) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache への持続的な接続を有効にするか否か

を指定します。 

既定値は "on" です。 

 

on： 有効。接続要求元との接続を保持する。 

off： 無効。接続要求元との接続を１リクエストごとに切断する。 

 

補足 1： 

on 指定時は、次の指定条件を満たすまで接続を保持します。 

 ・nw.MaxKeepAliveRequests 

 ・nw.KeepAliveTimeout 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の KeepAlive ディレクティブに該当しま

す。 

 

nw.MaxKeepAl

iveRequests 

数値 

(既定： 100) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache への持続的な接続において、受け付け

可能なリクエストの数を指定します。 

既定値は "100" リクエストまでです。 

 

補足 1： 

nw.KeepAlive=on 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

0 指定時は、１回の接続で受け付けるリクエストの数を制限しません。 

100 指定時は、１回の接続で受け付けるリクエストの数は 100 までとし

ます。これを超える場合は再接続が必要です。 

 

補足 3： 

この指定値は、Apache 設定の MaxKeepAliveRequests ディレクティブ

に該当します。 

 

nw.KeepAlive

Timeout 

数値 

(既定： 5) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache への持続的な接続において、次のリクエ

ストの受け付けを待ち合わせる時間を指定します。 

既定値は "5" 秒です。 

 

補足 1： 

nw.KeepAlive=on 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の KeepAliveTimeout ディレクティブに該

当します。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.RequestRe

adTimeout 

文字列 

(既定：  

header=20-

40,MinRate=500 

body=20,MinRate=5

00) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache がリクエストヘッダまたはリクエストボ

ディを受信するためのタイムアウトと最小データレート（1 秒あたりの受

信バイト）を指定します。 

既定値は "header=20-40,MinRate=500 body=20,MinRate=500" です。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

nw.RequestReadTimeout=Value 

 

"Value" にはタイムアウトまたは最小データレートを示す識別(書式)で

指定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

半角スペース区切りで複数指定できます。 

カンマ（,）区切りで最小データレートを指定できます。 

 

指定例 1： 当該指定の無効化 

   nw.RequestReadTimeout=header=0 body=0 

 

指定例 2： タイムアウト指定 

 ・リクエストヘッダの受信に 10 秒を超えた場合はエラーとする。 

  リクエストボディの受信に 30 秒を超えた場合はエラーとする。 

   nw.RequestReadTimeout=header=10 body=30 

 

指定例 3： 最小データレート指定 

 ・リクエストヘッダの受信に 20 秒を超えた場合はエラーとする。ただし

500 バイトを受信する毎にタイムアウト値は 1 秒ずつ延長する。タイム

アウト値の延長は 40 秒までとする。 

  リクエストボディの受信に 20 秒を超えた場合はエラーとする。ただ

し 500 バイトを受信する毎にタイムアウト値は 1 秒ずつ延長する。タイ

ムアウト値の延長の上限は無い。 

   nw.RequestReadTimeout=header=20-40,MinRate=500 

body=20,MinRate=500 

 

補足： 

この指定値は、Apache 設定の RequestReadTimeout ディレクティブ

に該当します。 

 

nw.SSLSessio

nCacheTimeou

t 

数値 

(既定： 300) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が保持する SSL セッションキャッシュの

持続時間を指定します。 

既定値は "300" 秒です。 

 

補足 1： 

SSL 使用時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の SSLSessionCacheTimeout ディレク

ティブに該当します。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.MaxMemFre

e 

数値 

(既定： 2048) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache のプロセスが保持し続けられるメモリの

サイズを指定します。 

既定値は "2048" キロバイト（KB）です。 

 

補足 1： 

0 指定時はサイズを制限しません。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxMemFree ディレクティブに該当し

ます。 

 

nw.MPM prefork / worker / 

event 

(既定： event) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の動作モード（MPM：マルチプロセッシン

グモジュール）を指定します。 

既定値は "event" です。 

 

prefork： 

 １つのプロセスで１つのリクエストを処理する。（スレッドを使用しない） 

worker： 

 １つのスレッドで１つのリクエストを処理する。 

event： 

 worker と同じだが、よりパフォーマンス低下の発生を抑止する。 

 

補足 1： 

選択した動作モードは、それぞれ次の指定条件で処理します。 

 prefork 

  ・nw.prefork.StartServers 

  ・nw.prefork.MinSpareServers 

  ・nw.prefork.MaxSpareServers 

  ・nw.prefork.MaxRequestWorkers 

  ・nw.prefork.MaxConnectionsPerChild 

 worker 

  ・nw.worker.StartServers 

  ・nw.worker.MinSpareThreads 

  ・nw.worker.MaxSpareThreads 

  ・nw.worker.ThreadsPerChild 

  ・nw.worker.MaxRequestWorkers 

  ・nw.worker.MaxConnectionsPerChild 

 event 

  ・nw.event.StartServers 

  ・nw.event.MinSpareThreads 

  ・nw.event.MaxSpareThreads 

  ・nw.event.ThreadsPerChild 

  ・nw.event.MaxRequestWorkers 

  ・nw.event.MaxConnectionsPerChild 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の LoadModule ディレクティブで使用され

るモジュール識別子 mpm_prefork_module、mpm_worker_module、

mpm_event_module に該当します。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.prefork.S

tartServers 

数値 

(既定： 5) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の起動時に生成される子プロセスの数

を指定します。 

既定値は "5" プロセスです。 

 

関係式： 

  1 ≦ 指定値 ≦ nw.prefork.MaxRequestWorkers 

 

補足 1： 

nw.MPM=prefork 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の StartServers ディレクティブに該当し

ます。 

 

nw.prefork.M

inSpareServe

rs 

数値 

(既定： 5) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセスのうちアイドル状態で保有

する最小個数を指定します。 

アイドルプロセスが指定値より少なければ、新たな子プロセスを生成し

て待機させます。 

既定値は "5" プロセスです。 

 

関係式： 

  1 <= 指定値 <= nw.prefork.MaxSpareServers 

 

補足 1： 

nw.MPM=prefork 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MinSpareServers ディレクティブに該

当します。 

 

nw.prefork.M

axSpareServe

rs 

数値 

(既定： 10) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセスのうちアイドル状態で保有

する最大個数を指定します。 

アイドルプロセスが指定値より多ければ、該当する子プロセスを消滅さ

せます。 

既定値は "10" プロセスです。 

 

関係式： 

  nw.prefork.MinSpareServers <= 指定値 <= 

nw.prefork.MaxRequestWorkers 

 

補足 1： 

nw.MPM=prefork 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxSpareServers ディレクティブに該

当します。 

 



 

324  

プロパティ名 設定値 説明 

nw.prefork.M

axRequestWor

kers 

数値 

(既定： 250) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が同時に処理できるリクエストの数を指

定します。 

既定値は "250" リクエストです。 

 

関係式： 

  1 ≦ 指定値 ≦ 256 

 

補足 1： 

nw.MPM=prefork 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxRequestWorkers ディレクティブに

該当します。 

 

注意： 

256 を超える指定は、子プロセス数の上限を上げる ServerLimit ディ

レクティブを、NW型SiteShell同梱Apache独自値ファイルに追記してくだ

さい。 

 

nw.prefork.M

axConnection

sPerChild 

数値 

(既定： 10000) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセスが存続中に接続を受け付

ける回数を指定します。 

接続を受け付ける回数が指定値に達した子プロセスは終了させます。 

既定値は "10000" 接続です。 

 

補足 1： 

nw.MPM=prefork 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxConnectionsPerChild ディレクティ

ブに該当します。 

 

注意： 

0 指定時は受け付ける接続の回数を制限しませんが、子プロセスのメ

モリ使用量が増大する懸念がありますので、0 以外の指定を推奨しま

す。 

 

nw.worker.St

artServers 

数値 

(既定： 3) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の起動時に生成される子プロセスの数

を指定します。 

既定値は "3" プロセスです。 

 

関係式： 

  1 ≦ 指定値 ≦ （nw.worker.MaxRequestWorkers ÷ 

nw.worker.ThreadsPerChild） 

 

補足 1： 

nw.MPM=worker 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の StartServers ディレクティブに該当し

ます。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.worker.Mi

nSpareThread

s 

数値 

(既定： 75) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセス内のスレッドのうちアイドル

状態で保有する最小個数を指定します。 

アイドルスレッドが指定値より少なければ、子プロセス内に新たなス

レッドを生成して待機させます。 

既定値は "75" スレッドです。 

 

関係式： 

  指定値 ＝ nw.worker.ThreadsPerChild × 3 

 

補足 1： 

nw.MPM=worker 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MinSpareThreads ディレクティブに該

当します。 

 

nw.worker.Ma

xSpareThread

s 

数値 

(既定： 250) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセス内のスレッドのうちアイドル

状態で保有する最大個数を指定します。 

アイドルスレッドが指定値より多ければ、該当する子プロセス内のス

レッドを消滅させます。 

既定値は "250" スレッドです。 

 

関係式： 

  指定値 ＝ nw.worker.ThreadsPerChild × 10 

 

補足 1： 

nw.MPM=worker 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxSpareThreads ディレクティブに該

当します。 

 

nw.worker.Th

readsPerChil

d 

数値 

(既定： 25) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセス内に生成されるスレッドの

数を指定します。 

既定値は "25" スレッドです。 

 

関係式： 

    1 ≦ 指定値 ≦ 64 

 

補足 1： 

nw.MPM=worker 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の ThreadsPerChild ディレクティブに該

当します。 

 

注意： 

64 を超える指定は、子プロセスあたりのスレッド数の上限を上げる 

ThreadLimit ディレクティブを、NW型SiteShell同梱Apache独自値ファイ

ルに追記してください。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.worker.Ma

xRequestWork

ers 

数値 

(既定： 400) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が同時に処理できるリクエストの数を指

定します。 

既定値は "400" リクエストです。 

 

関係式： 

  指定値 ＝ nw.worker.ThreadsPerChild × 16 

 

補足 1： 

nw.MPM=worker 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxRequestWorkers ディレクティブに

該当します。 

 

注意： 

（nw.worker.ThreadsPerChild×16） を超える指定は、子プロセス数の

上限を上げる ServerLimit ディレクティブを、NW型SiteShell同梱

Apache独自値ファイルに追記してください。 

ServerLimit ディレクティブには （指定値÷

nw.worker.ThreadsPerChild） の算出値を指定します。 

 

nw.worker.Ma

xConnections

PerChild 

数値 

(既定： 10000) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセスが存続中に接続を受け付

ける回数を指定します。 

接続を受け付ける回数が指定値に達した子プロセスは終了させます。 

既定値は "10000" 接続です。 

 

補足 1： 

nw.MPM=worker 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxConnectionsPerChild ディレクティ

ブに該当します。 

 

注意 1： 

0 指定時は受け付ける接続の回数を制限しませんが、子プロセスのメ

モリ使用量が増大する懸念がありますので、0 以外の指定を推奨しま

す。 

 

nw.event.Sta

rtServers 

数値 

(既定： 3) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の起動時に生成される子プロセスの数

を指定します。 

既定値は "3" プロセスです。 

 

関係式： 

  1 ≦ 指定値 ≦ （nw.event.MaxRequestWorkers ÷ 

nw.event.ThreadsPerChild） 

 

補足 1： 

nw.MPM=event 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の StartServers ディレクティブに該当し

ます。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.event.Min

SpareThreads 

数値 

(既定： 75) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセス内のスレッドのうちアイドル

状態で保有する最小個数を指定します。 

アイドルスレッドが指定値より少なければ、子プロセス内に新たなス

レッドを生成して待機させます。 

既定値は "75" スレッドです。 

 

関係式： 

  指定値 ＝ nw.event.ThreadsPerChild × 3 

 

補足 1： 

nw.MPM=event 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MinSpareThreads ディレクティブに該

当します。 

 

nw.event.Max

SpareThreads 

数値 

(既定： 250) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセス内のスレッドのうちアイドル

状態で保有する最大個数を指定します。 

アイドルスレッドが指定値より多ければ、該当する子プロセス内のス

レッドを消滅させます。 

既定値は "250" スレッドです。 

 

関係式： 

  指定値 ＝ nw.event.ThreadsPerChild × 10 

 

補足 1： 

nw.MPM=event 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxSpareThreads ディレクティブに該

当します。 

 

nw.event.Thr

eadsPerChild 

数値 

(既定： 25) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセス内に生成されるスレッドの

数を指定します。 

既定値は "25" スレッドです。 

 

関係式： 

    1 ≦ 指定値 ≦ 64 

 

補足 1： 

nw.MPM=event 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の ThreadsPerChild ディレクティブに該

当します。 

 

注意： 

64 を超える指定は、子プロセスあたりのスレッド数の上限を上げる 

ThreadLimit ディレクティブを、NW型SiteShell同梱Apache独自値ファイ

ルに追記してください。 
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プロパティ名 設定値 説明 

nw.event.Max

RequestWorke

rs 

数値 

(既定： 400) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が同時に処理できるリクエストの数を指

定します。 

既定値は "400" リクエストです。 

 

関係式： 

  指定値 ＝ nw.event.ThreadsPerChild × 16 

 

補足 1： 

nw.MPM=event 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxRequestWorkers ディレクティブに

該当します。 

 

注意： 

（nw.event.ThreadsPerChild×16） を超える指定は、子プロセス数の上

限を上げる ServerLimit ディレクティブを、NW型SiteShell同梱Apache

独自値ファイルに追記してください。 

ServerLimit ディレクティブには （指定値÷nw.event.ThreadsPerChild） 

の算出値を指定します。 

 

nw.event.Max

ConnectionsP

erChild 

数値 

(既定： 10000) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache の子プロセスが存続中に接続を受け付

ける回数を指定します。 

接続を受け付ける回数が指定値に達した子プロセスは終了させます。 

既定値は "10000" 接続です。 

 

補足 1： 

nw.MPM=event 指定時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値は、Apache 設定の MaxConnectionsPerChild ディレクティ

ブに該当します。 

 

注意 1： 

0 指定時は受け付ける接続の回数を制限しませんが、子プロセスのメ

モリ使用量が増大する懸念がありますので、0 以外の指定を推奨しま

す。 
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ファイル内容： httpd-SiteShellDefine.conf 

 

当該設定ファイルでは、仮想 Web サイトの動作を定義します。 

既定では、下記の Apache ディレクティブが定義されています。（定義順に記載） 

 

ディレクティブ モジュール 設定値の変更可否 

Timeout core ○ 可 

KeepAlive core ○ 可 

MaxKeepAliveRequests core ○ 可 

KeepAliveTimeout core ○ 可 

RequestReadTimeout mod_reqtimeout ○ 可 

SSLSessionCacheTimeout mod_ssl ○ 可 

LoadModule mod_so × ディレクティブ有効/無効の切替は可 

MaxMemFree mpm_common ○ 可 

StartServers mod_mpm_prefork ○ 可 

MinSpareServers mod_mpm_prefork ○ 可 

MaxSpareServers mod_mpm_prefork ○ 可 

MaxRequestWorkers mod_mpm_prefork ○ 可 

MaxConnectionsPerChild mod_mpm_prefork ○ 可 

StartServers mod_mpm_worker ○ 可 

MinSpareThreads mod_mpm_worker ○ 可 

MaxSpareThreads mod_mpm_worker ○ 可 

ThreadsPerChild mod_mpm_worker ○ 可 

MaxRequestWorkers mod_mpm_worker ○ 可 

MaxConnectionsPerChild mod_mpm_worker ○ 可 

StartServers mod_mpm_event ○ 可 

MinSpareThreads mod_mpm_event ○ 可 

MaxSpareThreads mod_mpm_event ○ 可 

ThreadsPerChild mod_mpm_event ○ 可 

MaxRequestWorkers mod_mpm_event ○ 可 

MaxConnectionsPerChild mod_mpm_event ○ 可 

※ディレクティブ詳細は、前述「表 61 ノード設定のプロパティ － NW型SiteShell動作」か、 

Apache ドキュメント（https://httpd.apache.org/docs/2.4/）をご参考ください。 

 

 



 

330  

当該設定ファイルの変更可能な個所を 赤字下線 で示します。 

 

# Amount of time the server will wait for certain events before failing a request. 

Timeout 60 

 

# Enables HTTP persistent connections. 

KeepAlive On 

 

# Number of requests allowed on a persistent connection. 

MaxKeepAliveRequests 100 

 

# Amount of time the server will wait for subsequent requests on a persistent connection. 

KeepAliveTimeout 5 

 

# Set timeout values for receiving request headers and body from client. 

RequestReadTimeout header=20-40,MinRate=500 body=20,MinRate=500 

 

 

<IfModule ssl_module> 

 

# Number of seconds before an SSL session expires in the Session Cache. 

SSLSessionCacheTimeout  300 

 

</IfModule> 

 

 

################################################### 

# Server-Pool Management (MPM specific) 

################################################### 

 

#LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so 

#LoadModule mpm_worker_module modules/mod_mpm_worker.so 

#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so 

 

# Maximum amount of memory that the main allocator is allowed to hold without calling fre

e(). 

MaxMemFree  2048 

 

# prefork MPM 

<IfModule mpm_prefork_module> 

        StartServers               5 

        MinSpareServers            5 

        MaxSpareServers           10 

        MaxRequestWorkers        250 

        MaxConnectionsPerChild 10000 

</IfModule> 

 

# worker MPM 

<IfModule mpm_worker_module> 

       StartServers               3 

       MinSpareThreads           75 
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       MaxSpareThreads          250 

       ThreadsPerChild           25 

       MaxRequestWorkers        400 

       MaxConnectionsPerChild 10000 

</IfModule> 

 

# event MPM 

<IfModule mpm_event_module> 

       StartServers               3 

       MinSpareThreads           75 

       MaxSpareThreads          250 

       ThreadsPerChild           25 

       MaxRequestWorkers        400 

       MaxConnectionsPerChild 10000 

</IfModule> 
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NW 型 SiteShell 同梱 Apache 管理ファイル 

 

運用管理コンソールから NW 型 SiteShell 同梱 Apache を管理するためのプロパティです。 

 

 

格納フォルダ名： 

NW 型 SiteShell： 

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

 

ファイル名： 

httpdManage.properties 

 

説明： 

当該設定ファイルは、運用管理コンソールの「ノード設定画面」から変更できます。 

対象のプロパティは、下記のカテゴリに分類されます。 

 

・ NW 型 SiteShell 管理 

「表 62 ノード設定のプロパティ － NW型SiteShell管理」 

 

 

各プロパティを以下で説明します。 
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表 62 ノード設定のプロパティ － NW 型 SiteShell 管理 

プロパティ名 設定値 説明 

nw.FileNameF

mt.ErrorLog 

文字列 

(既定：  

^(?:error_log\.\d{12}

|error_log\.\d{12}\.z

ip)$) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するエラーログのファイル名を指

定します。 

指定値には正規表現式が使用できます。 

既定値は "^(?:error_log\.\d{12}|error_log\.\d{12}\.zip)$)" です。 

 

補足： 

この指定値に該当するファイルは「サービスログ一覧画面」に表示され

ます。 

 

nw.FileNameF

mt.AccessLog 

文字列 

(既定：  

^(?:access_log\.\d{1

2}|access_log\.\d{1

2}\.zip)$) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するアクセスログ（非 SSL）のファ

イル名を指定します。 

指定値には正規表現式が使用できます。 

既定値は "^(?:access_log\.\d{12}|access_log\.\d{12}\.zip)$)" です。 

 

補足： 

この指定値に該当するファイルは「サービスログ一覧画面」に表示され

ます。 

 

nw.FileNameF

mt.SSLAccess

Log 

文字列 

(既定：  

^(?:ssl_request_log\.

\d{12}|ssl_request_l

og\.\d{12}\.zip)$) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache が記録するアクセスログ（SSL）のファイ

ル名を指定します。 

指定値には正規表現式が使用できます。 

既定値は "^(?:ssl_request_log\.\d{12}|ssl_request_log\.\d{12}\.zip)$)" 

です。 

 

補足 1： 

SSL 使用時に有効です。 

 

補足 2： 

この指定値に該当するファイルは「サービスログ一覧画面」に表示され

ます。 

 

nw.CertFile.

MaxReg 

2～10 

(既定： 3) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache に適用する SSL 証明書を一時保管でき

る最大数を指定します。 

設定値は 2～10 の範囲です。 既定値は "3" ファイルです。 

 

補足： 

SSL 使用時に有効です。 

 

注意： 

指定値の制限は「SSL証明書管理画面」における処理に影響します。 

例えば、指定値を超えた数のファイルは保管できません。 

また環境補正時に古いファイルから削除されます。 
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付録B．運用管理コンソールの補足説明 

 

SiteShell が検知する攻撃の種類 
 

指定番号 攻撃種別 説明 

1 BF OVERFLOW リクエストにアプリケーションが想定しているより大きなデータを入力

することにより、不正な動作を引き起こす。 

2 BF NONASCII リクエストにバイナリ文字を入力することで、想定していない不正な動

作を引き起こす。 

3 XSS キーワード入力欄にスクリプトを含んだタグを打ち込み、制御情報（C

ookie）を取得したり、読み出された制御情報（Cookie）を第三者の

サーバに転送したりする。 

4 SQL 入力項目（パラメータ）に不正に SQL 文を入力して誤動作させ、デー

タベースの内容を参照したり更新したりする。 

5 SF 攻撃者がセッション ID をなりすまし、Web アプリケーションを不正に

操作する。   

6 FB 公開されている URL から、様々な URL を推測して、参照を試みる。

本来公開を意図していない情報にアクセスされる危険がある。 

7 PT パスを指定するパラメータを改ざんし、公開していないファイルを読み

出そうとする。   

8 OSC 入力項目への OS コマンドの入力により、Web サーバマシン上で OS

コマンドを実行する。    

9 Http Method 以下の HTTP のメソッドを利用する攻撃。  

DELETE、SEARCH、COPY、MOVE、PROPFIND、PROPPATCH、MK

COL、LOCK、UNLOCK、TRACE、PUT、HEAD、CONNECT。   

10 PM パラメータを改ざんする。 

11 CSRF 制御情報（Cookie）のクライアント識別子を盗用し、正規のクライアン

トになりすましたり、リクエストの再実行を行ったりする 

12 Cookie Manipulation Cookie に格納されたデータを推測することにより、不正アクセスのた

めの情報を得る。 

Cookie の有効期限が長すぎることを利用する。 

13 ErrorCode Web アプリケーションの実行エラー発生時に出力されるエラー詳細情

報から、攻撃のヒントを取得する。 

14 IPFilter 接続元の IP アドレスから、アクセスの許可/拒否の制御を行うことが

出来る。 

15 ErrorData チャンク転送エンコーディングのデータについて、データサイズ不正、

RFC 準拠違反であるデータ送信をブロックすることが出来る。 

16 PasswordList 攻撃者が別 Web サイトから不正取得した ID とパスワードのリストを

流用しログインを試行する。 
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簡易正規表現 
 

各画面の絞り込み条件に下記の簡易的な正規表現を使用することができます。 

パターン文字 意味 

* 任意の文字列を示します。 

| 前後のいずれかの文字列を示します。 

 

例) 

対策 ID に「XSS*|SQL*」を指定した場合、「XSS-0001-01」、「SQL-0002-01」といった、XSS および S

QL で始まる全ての対策 ID が該当します。 
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運用管理コンソール動作定義 
 

運用管理コンソールの動作定義は、「コンソール設定画面」より確認/変更を行うことができます。運用

管理コンソールの動作定義の確認/変更を行うには、システム管理者権限が必要です。 

 

運用管理コンソール動作定義に含まれるプロパティは、大きく以下のカテゴリに分類されます。 

・ 画面表示 

「表 63 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(画面表示)」 

・ 収集 

「表 64 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(収集)」 

・ 情報通知関連 

「表 65 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(情報通知関連)」 

・ 通信関連 

「表 66 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(通信関連)」 

・ データ管理 

「表 67 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(データ管理)」 

・ イベントログ 

「表 68 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(イベントログ)」 
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各プロパティを以下に説明します。 

 

表 63 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(画面表示) 

プロパティ名 設定値 用途 
emphasisDisplayFrequen

cy 

文字列 

(既定： 10/5) 

攻撃検出状況の表示条件「攻撃頻度」を指定します。 

管理ノード側で検出した脆弱性攻撃のうち、当該指定の頻

度に該当する情報を背景色「赤」で表示します。 

表示される画面は下記２つです。 

 ・監査ログ一覧画面 

 ・対策ID一覧画面 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

emphasisDisplayFrequency=Value1/Value2 

 

 "Value1" には攻撃検出の件数を指定します。 

 "Value2" には攻撃検出をカウントする間隔を指定しま

す。 

件数の指定は 1～200000 の範囲です。 

間隔の指定は 1～200000 の範囲で、日単位です。 

 

指定例： 

過去 5 日間に 10 回以上の攻撃検出があった場合に背景

色を「赤」で表示する。 

emphasisDisplayFrequency=10/5 

 

補足： 

表示条件に一致しない場合は、背景色は変わりません。 
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表 64 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(収集) 

プロパティ名 設定値 用途 
dataCollectionTime 文字列 

(既定： 5) 

管理ノード側で記録される下記のログデータを収集する間隔を指定しま

す。 

 ・IIS のアクセス件数 

 ・監査ログ 

 ・アクセスログ 

 ・更新サービス状態ログ 

既定値は "5" 分間隔です。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

dataCollectionTime=Value 

 

 "Value" には間隔を示す識別(書式)で指定します。指定文字は大文字/

小文字を区別しません。セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例 1： 起動時 

 ・サービス起動時に収集する。 

   dataCollectionTime=Start 

 

指定例 2： 時間間隔 

間隔を分単位で指定します。 

 ・サービス起動後から 5 分間隔で収集する。 

   dataCollectionTime=5 

 

指定例 3： 毎日固定時間 

書式  "HH:MM/Day"  で指定します。 

 ・毎日 02:00 に収集する。 

   dataCollectionTime=02:00/Day 

 

指定例 4： 毎週固定時間 

書式  "HH:MM/Week(特定曜日)"  で指定します。 

特定曜日には Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎週火曜日と土曜日の 05:00 に収集する。 

   dataCollectionTime=05:00/Week(Sat,Tue) 

 

指定例 5： 毎月固定時間 

書式  "HH:MM/Month(特定日)"  で指定します。 

特定日には 1～31, LDM（月末日） を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎月 3 日、13 日、末日の 01:30 に収集する。 

   dataCollectionTime=01:30/Month(3,13,LDM) 

 

指定例 6： 複合指定 

 ・起動時、3 時間ごと、毎日 10:00、毎週土曜日と日曜日の 13:00、毎月 1

日と 15 日の 15:00 という複数周期で収集する。 

   dataCollectionTime=Start;180;10:00/Day;13:00/Week(Sat,Sun);15:00/

Month(1,15) 

 

補足： 

１つの管理ノードに対して収集イベントが多重発生する場合、後から発生

するイベントはキャンセルされます。 

 

注意： 

時間間隔（指定例 2）では、"5" より小さい値を指定できません。 
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プロパティ名 設定値 用途 
getIDListTime 文字列 

(既定： S

tart;1440) 

管理ノード側で使用される脆弱性対策パッケージと、その設定データを収

集する間隔を指定します。 

既定値は サービス起動時と "1440" 分間隔です。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

getIDListTime=Value 

 

 "Value" には間隔を示す識別(書式)で指定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例 1： 起動時 

 ・サービス起動時に収集する。 

   getIDListTime=Start 

 

指定例 2： 時間間隔 

間隔を分単位で指定します。 

 ・サービス起動後から 5 分間隔で収集する。 

   getIDListTime=5 

 

指定例 3： 毎日固定時間 

書式  "HH:MM/Day"  で指定します。 

 ・毎日 02:00 に収集する。 

   getIDListTime=02:00/Day 

 

指定例 4： 毎週固定時間 

書式  "HH:MM/Week(特定曜日)"  で指定します。 

特定曜日には Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎週火曜日と土曜日の 05:00 に収集する。 

   getIDListTime=05:00/Week(Sat,Tue) 

 

指定例 5： 毎月固定時間 

書式  "HH:MM/Month(特定日)"  で指定します。 

特定日には 1～31, LDM（月末日） を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎月 3 日、13 日、末日の 01:30 に収集する。 

   getIDListTime=01:30/Month(3,13,LDM) 

 

指定例 6： 複合指定 

 ・起動時、3 時間ごと、毎日 10:00、毎週土曜日と日曜日の 13:00、毎月 1

日と 15 日の 15:00 という複数周期で収集する。 

   getIDListTime=Start;180;10:00/Day;13:00/Week(Sat,Sun);15:00/Mont

h(1,15) 

 

補足： 

１つの管理ノードに対して収集イベントが多重発生する場合、後から発生

するイベントはキャンセルされます。 

 

注意 1： 

時間間隔（指定例 2）では、"5" より小さい値を指定できません。 

 

注意 2： 

不審検知パッケージと、その設定データを収集するには、「検知ID一覧画

面」から定義情報を再取得してください。 
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プロパティ名 設定値 用途 
get.NW.StatusCheck.I

nterval 

0～86400 

(既定： 3

00) 

NW 型 SiteShell 同梱 Apache のサービス状態を問い合わせる間隔を指定

します。 

設定値は 0～86400 の範囲です。 既定値は ""300"" です。 

指定は秒単位です。 

 

補足 1： 

0 指定時は、サービス状態を問い合わせません。 

300 指定時は、サービス状態を 300 秒間隔で確認し、画面に表示する情

報を更新します。 

 

補足 2： 

該当のサービス状態は「ノード管理画面」で確認できます。 
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表 65 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(情報通知関連) 

プロパティ名 設定値 用途 
report mail / syslog 

(既定： 空値) 

情報通知機能の通知方法を指定します。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 

mail： 指定の宛先へメールを送信する。 

syslog： Syslog または EventLog へ記録する。 

 

補足 1： 

下記２つの情報をそれぞれ通知することができます。 

 ・脆弱性攻撃の検出状況 （通知条件：指定時刻、攻撃タイプ、攻撃頻度、

初回攻撃） 

 ・脆弱性対策パッケージの自動更新状況 

通知内容の詳細は、製品説明書の「情報通知機能」をご参照ください。 

 

補足 2： 

脆弱性攻撃の検出状況では、監査ログに記録するレコードを通知対象とし

ます。 

 

注意 1： 

空値の場合は、通知しません。 

 

注意 2： 

mail 指定時は、メールサーバの指定（report.sendMail.*）が必要です。 

メール宛先の指定は「ユーザ管理画面」で行います。 

 

注意 3： 

syslog 指定時は、運用管理コンソール導入環境に Syslog サービス（Linux

環境）または EventLog サービス（Windows 環境）が必要です。 

Syslog サービスへ出力する場合は、インストールガイドの「Linux 環境で sy

slog 出力を行うための設定手順」をご参照ください。 

 

report.AttackFir

stTime 

on / off 

(既定： on) 

攻撃検出状況の通知条件「初回攻撃」を有効にするか否かを指定します。 

運用管理コンソールの起動日時を起点に、管理ノード側で初めて脆弱性攻

撃を検出したことを通知します。 

 

on： 通知する。 

off： 通知しない。 

 

補足： 

通知契機は、dataCollectionTime 指定値と同じです。 

 

注意： 

通知する場合には、必ず report を指定してください。 
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プロパティ名 設定値 用途 
report.AttackFr

equency 

文字列 

(既定： 空値) 

攻撃検出状況の通知条件「攻撃頻度」を指定します。 

管理ノード側で検出した脆弱性攻撃のうち、当該指定の頻度に該当する情

報を通知します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

report.AttackFrequency=Value1/Value2 

 

 "Value1" には攻撃検出の件数を指定します。 

 "Value2" には攻撃検出をカウントする間隔を指定します。 

件数の指定は 1～200000 の範囲です。 

間隔の指定は 1～200000 の範囲で、分単位です。 

 

指定例： 

60 分間に 30 回以上の攻撃検出があった場合に通知する。 

report.AttackFrequency=30/60 

 

補足 1： 

通知条件に一致しない場合は、通知しません。 

 

補足 2： 

通知契機は、dataCollectionTime 指定値と同じです。 

 

注意： 

空値の場合は、通知しません。 

通知する場合には、必ず report を指定してください。 
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プロパティ名 設定値 用途 
report.AttackTy

pe 

数値 攻撃検出状況の通知条件「攻撃タイプ」を指定します。 

管理ノード側で検出した脆弱性攻撃のうち、当該指定の攻撃タイプに一致

する情報を通知します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

report.AttackType=Value 

 

 "Value" には攻撃タイプを示す番号で指定します。 

カンマ（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定番号には下記があります。 

 

  1 バッファオーバフロー対策(URL 長) 

  2 バッファオーバフロー対策(非 ASCII) 

  3 クロスサイトスクリプティング対策 

  4 SQL インジェクション対策 

  5 セッションハイジャック対策 

  6 強制的ブラウズ対策 

  7 パストラバーサル対策 

  8 OS コマンドインジェクション対策 

  9 HTTP メソッド対策 

 10 パラメータ改竄対策、URL パラメータ改竄対策 

 11 クロスサイトリクエストフォージェリー対策 

 12 Cookie 暗号化対策 

 13 エラーコード対策 

 14 IP フィルタリング、IP ブラックリスト 

 15 チャンク形式データ検査、マルチパート形式データ検査 

 16 パスワードリスト対策 

 

補足 1： 

通知条件に一致しない場合は、通知しません。 

 

補足 2： 

通知契機は、dataCollectionTime 指定値と同じです。 

 

補足 3： 

攻撃タイプ(攻撃種別)の詳細は、「SiteShellが検知する攻撃の種類」をご参

照ください。 

 

注意： 

空値の場合は、通知しません。 

通知する場合には、必ず report を指定してください。 

 

report.sendMail.

from 

文字列 

(既定： 空値) 

情報通知機能のメール通知で使用する送信元アドレス（From:）を指定しま

す。 

 

補足： 

report=mail 指定時に有効です。 
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プロパティ名 設定値 用途 
report.sendMail.

mailServer 

文字列 

(既定： 空値) 

情報通知機能のメール通知で使用するメールサーバを指定します。 

IPv4、IPv6、FQDN（Fully Qualified Domain Name）のいずれも指定できま

す。 

 

補足： 

report=mail 指定時に有効です。 

メールサーバのサービスポートは report.sendMail.serverPort で指定しま

す。 

 

注意： 

SMTP サービスに対応したメールサーバを指定してください。 

SMTPS（SMTP over SSL/TLS）サービスには対応していません。 

 

report.sendMail.

password 

文字列 

(既定： 空値) 

情報通知機能のメール通知時の SMTP 認証（SMTP-AUTH）で使用するア

カウントのパスワードを指定します。 

 

補足 1： 

report=mail 指定時に有効です。 

SMTP 認証で使用するアカウント名は report.sendMail.username で指定しま

す。 

 

補足 2： 

report.sendMail.mailServer 指定のメールサーバが SMTP 認証を必要としな

い場合は、指定する必要はありません。 

 

report.sendMail.

serverPort 

数値 

(既定： 25) 

情報通知機能のメール通知で使用するメールサーバのサービスポートを指

定します。 

既定値は 25 ポートです。 

 

補足： 

report=mail 指定時に有効です。 

メールサーバは report.sendMail.mailServer で指定します。 

 

report.sendMail.

username 

文字列 

(既定： 空値) 

情報通知機能のメール通知時の SMTP 認証（SMTP-AUTH）で使用するア

カウント名を指定します。 

 

補足 1： 

report=mail 指定時に有効です。 

SMTP 認証で使用するアカウントのパスワードは report.sendMail.password

で指定します。 

 

補足 2： 

report.sendMail.mailServer 指定のメールサーバが SMTP 認証を必要としな

い場合は、指定する必要はありません。 
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プロパティ名 設定値 用途 
report.Time 文字列 

(既定： 空値) 

攻撃検出状況の通知条件「指定時刻」を指定します。 

当該指定（時刻または間隔）時に、管理ノード側で検出した脆弱性攻撃の情

報を通知します。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

report.Time=Value 

 

 "Value" には間隔を示す識別(書式)で指定します。 

指定文字は大文字/小文字を区別しません。 

セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例 1： 起動時 

 ・サービス起動時に通知する。 

   report.Time=Start 

 

指定例 2： 時間間隔 

間隔を分単位で指定します。 

 ・サービス起動後から 5 分間隔で通知する。 

   report.Time=5 

 

指定例 3： 毎日固定時間 

書式  "HH:MM/Day"  で指定します。 

 ・毎日 02:00 に通知する。 

   report.Time=02:00/Day 

 

指定例 4： 毎週固定時間 

書式  "HH:MM/Week(特定曜日)"  で指定します。 

特定曜日には Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎週火曜日と土曜日の 05:00 に通知する。 

   report.Time=05:00/Week(Sat,Tue) 

 

指定例 5： 毎月固定時間 

書式  "HH:MM/Month(特定日)"  で指定します。 

特定日には 1～31, LDM（月末日） を指定できます。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎月 3 日、13 日、末日の 01:30 に通知する。 

   report.Time=01:30/Month(3,13,LDM) 

 

指定例 6： 複合指定 

 ・起動時、3 時間ごと、毎日 10:00、毎週土曜日と日曜日の 13:00、毎月 1

日と 15 日の 15:00 という複数周期で通知する。 

   report.Time=Start;180;10:00/Day;13:00/Week(Sat,Sun);15:00/Month(1,

15) 

 

補足： 

通知条件時に管理ノード側で脆弱性攻撃が検出されていない場合は、その

旨の情報を通知します。 

 

注意 1： 

空値の場合は、通知しません。 

通知する場合には、必ず report を指定してください。 

 

注意 2： 

時間間隔（指定例 2）では、"5" より小さい値を指定できません。 
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プロパティ名 設定値 用途 
  注意 3： 

時間間隔（指定例 2）の指定値は、dataCollectionTime 指定値と合わせてく

ださい。 

合わせられない場合は、「時間間隔」以外の指定方法で指定してください。 

 

注意 4： 

「時間間隔」は、前回の通知時刻を起点とした経過時間後の通知となりま

す。 

そのため、複合指定(指定例 6)に含まれる「時間間隔」は一定間隔で通知さ

れない可能性があります。 

 

report.USStatu

s 

on / off 

(既定： on) 

自動更新状況の通知を有効にするか否かを指定します。 

管理ノード側で使用する脆弱性対策定義の更新状況を通知します。 

 

on： 通知する。 

off： 通知しない。 

 

補足： 

通知契機は、dataCollectionTime 指定値と同じです。 

 

注意： 

通知する場合には、必ず report を指定してください。 

 

 

表 66 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(通信関連) 

プロパティ名 設定値 用途 
socketConnecti

onTimeout 

30～180  

(既定： 30) 

管理ノード（SiteShell サービス）との通信で無応答となった場合に、自動的

に切断するまでの時間を指定します。 

設定値は 30～180 の範囲です。 既定値は "30" です。 

指定は秒単位です。 

 

補足 1： 

30 指定時は、30 秒間の無応答を検知した場合に切断します。 

 

補足 2： 

この指定値を見直す際は、SiteShell サービスの timeOut も併せて見直して

ください。 

運用管理コンソールからは「補助サービス設定画面」で指定できます。 

プロパティの詳細は、製品説明書の「SiteShell サービス設定ファイル」をご

参照ください。 
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プロパティ名 設定値 用途 
socketReadTim

eout 

60～180 

(既定： 60) 

管理ノード（SiteShell サービス）からのデータ収集またはダウンロードの完

了待ち時間を指定します。 

設定値は 60～180 の範囲です。 既定値は "60" です。 

指定は秒単位です。 

 

補足 1： 

60 指定時は、60 秒を超過してもデータ収集またはダウンロードが完了しな

い場合に切断します。 

 

補足 2： 

この指定値は、管理ノード側のデータサイズが大きい場合に見直してくださ

い。 

指定値の見直しは、次の画面操作で管理ノード接続不良が発生する場合な

どに有効です。 

 ・ログサマリ画面の更新ボタン押下 

 ・データ保守画面の CSV 出力ボタン押下 

 ・サービスログ一覧画面のダウンロードボタン押下 
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表 67 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(データ管理) 

プロパティ名 設定値 用途 

access.dele

te.type 

文字列 

(既定： perio

d) 

管理ノードから収集したアクセスログデータの削除条件を指定します。 

既定値は "period" です。 

 

count： 保持件数を超過したデータを古い記録から順に削除する。 

period： 保持日数を超過したデータをすべて削除する。 

off： 削除しない。 

 

補足： 

保持件数は access.max.period で指定します。 

保持日数は access.max.count で指定します。 

 

注意 1： 

削除する場合には、必ず deleteTimeInterval を指定してください。 

 

注意 2： 

削除したアクセスログデータは照会できなくなります。 

 

access.max.

count 

数値 

(既定： 1000

00) 

管理ノードから収集したアクセスログデータの保持件数を指定します。 

設定値は 1～1000000000 の範囲です。 既定値は "100000" です。 

 

補足 1： 

保持件数は、ノードグループ毎に集計されます。 

 

補足 2： 

100000 指定時は、ノードグループ毎に 100000 件を保持します。 

100000 件を超過したデータは古い記録から順に削除します。 

 

補足 3： 

access.delete.type=count 指定時に有効です。 

 

access.max.

period 

数値 

(既定： 365) 

管理ノードから収集したアクセスログデータの保持日数を指定します。 

設定値は 1～3650 の範囲です。 既定値は "365" です。 

 

補足 1： 

保持日数は、現在日付とアクセスログ記録日の日数差により求められま

す。 

 

補足 2： 

1 指定時は、前日までの記録データを保持します。2 日以前の記録データは

削除します。 

365 指定時は、365 日前までの記録データを保持します。 

 

補足 3： 

access.delete.type=period 指定時に有効です。 
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プロパティ名 設定値 用途 

audit.delet

e.type 

文字列 

(既定： perio

d) 

管理ノードから収集した監査ログデータの削除条件を指定します。 

既定値は "period" です。 

 

count： 保持件数を超過したデータを古い記録から順に削除する。 

period： 保持日数を超過したデータをすべて削除する。 

off： 削除しない。 

 

補足： 

保持件数は audit.max.period で指定します。 

保持日数は audit.max.count で指定します。 

 

注意 1： 

削除する場合には、必ず deleteTimeInterval を指定してください。 

 

注意 2： 

削除した監査ログデータは照会できなくなります。 

 

audit.max.c

ount 

数値 

(既定： 1000

00) 

管理ノードから収集した監査ログデータの保持件数を指定します。 

設定値は 1～1000000000 の範囲です。 既定値は "100000" です。 

 

補足 1： 

保持件数は、ノードグループ毎に集計されます。 

 

補足 2： 

100000 指定時は、ノードグループ毎に 100000 件を保持します。 

100000 件を超過したデータは古い記録から順に削除します。 

 

補足 3： 

audit.delete.type=count 指定時に有効です。 

 

audit.max.p

eriod 

数値 

(既定： 365) 

管理ノードから収集した監査ログデータの保持日数を指定します。 

設定値は 1～3650 の範囲です。 既定値は "365" です。 

 

補足 1： 

保持日数は、現在日付と監査ログ記録日の日数差により求められます。 

 

補足 2： 

1 指定時は、前日までの記録データを保持します。2 日以前の記録データは

削除します。 

365 指定時は、365 日前までの記録データを保持します。 

 

補足 3： 

audit.delete.type=period 指定時に有効です。 
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プロパティ名 設定値 用途 
deleteTimeInter

val 

文字列 

(既定：Start;1

440) 

運用管理コンソールの動作環境におけるハウスキーピング（不要データ削

除）の間隔を指定します。当該指定（時刻または間隔）時に、削除条件に該

当する下記データを削除します。 

 ・管理ノードから収集したログデータなど （audit.*、access.*、iis_access.*） 

 ・運用管理コンソール動作を記録したイベントログ （event.*） 

 ・運用管理コンソール動作環境上の一時ファイル 

既定値は サービス起動時と "1440" 分間隔です。 

 

指定時の書式は下記の通りです。 

deleteTimeInterval=Value 

 

 "Value" には間隔を示す識別(書式)で指定します。指定文字は大文字/小

文字を区別しません。セミコロン（;）区切りで複数指定できます。 

 

指定例 1： 起動時 

 ・サービス起動時に実施する。 

   deleteTimeInterval=Start 

 

指定例 2： 時間間隔 

間隔を分単位で指定します。 

 ・サービス起動後から 5 分間隔で実施する。 

   deleteTimeInterval=5 

 

指定例 3： 毎日固定時間 

書式  "HH:MM/Day"  で指定します。 

 ・毎日 02:00 に実施する。 

   deleteTimeInterval=02:00/Day 

 

指定例 4： 毎週固定時間 

書式  "HH:MM/Week(特定曜日)"  で指定します。特定曜日には Sun, Mo

n, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat を指定できます。カンマ（,）区切りで複数指定で

きます。 

 ・毎週火曜日と土曜日の 05:00 に実施する。 

   deleteTimeInterval=05:00/Week(Sat,Tue) 

 

指定例 5： 毎月固定時間 

書式  "HH:MM/Month(特定日)"  で指定します。特定日には 1～31, LDM

（月末日） を指定できます。カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 ・毎月 3 日、13 日、末日の 01:30 に実施する。 

   deleteTimeInterval=01:30/Month(3, 13, LDM) 

 

指定例 6： 複合指定 

 ・起動時、3 時間ごと、毎日 10:00、毎週土曜日と日曜日の 13:00、毎月 1

日と 15 日の 15:00 という複数周期に実施する。 

   deleteTimeInterval=Start; 180; 10:00/Day; 13:00/Week(Sat,Sun); 15:0

0/Month(1,15) 

 

補足： 

１つの管理ノードに対して削除イベントが多重発生する場合、後から発生す

るイベントはキャンセルされます。 

 

注意 1： 

空値の場合は、データ削除は実施しません。 

 

注意 2： 

時間間隔（指定例 2）では、"5" より小さい値を指定できません。 
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プロパティ名 設定値 用途 

iis_access.

delete.type 

文字列 

(既定： perio

d) 

管理ノードから収集した IIS アクセス件数データの削除条件を指定します。 

既定値は "period" です。 

 

count： 保持件数を超過したデータを古い記録から順に削除する。 

period： 保持日数を超過したデータをすべて削除する。 

off： 削除しない。 

 

補足： 

保持件数は iis_access.max.period で指定します。 

保持日数は iis_access.max.count で指定します。 

 

注意 1： 

削除する場合には、必ず deleteTimeInterval を指定してください。 

 

注意 2： 

削除した IIS アクセス件数データは照会できなくなります。 

 

iis_access.

max.count 

数値 

(既定： 1000

00) 

管理ノードから収集した IIS アクセス件数データの保持件数を指定します。 

設定値は 1～1000000000 の範囲です。 既定値は "100000" です。 

 

補足 1： 

保持件数は、ノードグループ毎に集計されます。 

 

補足 2： 

100000 指定時は、ノードグループ毎に 100000 件を保持します。 

100000 件を超過したデータは古い記録から順に削除します。 

 

補足 3： 

iis_access.delete.type=count 指定時に有効です。 

 

iis_access.

max.period 

数値 

(既定： 365) 

管理ノードから収集した IIS アクセス件数データの保持日数を指定します。 

設定値は 1～3650 の範囲です。 既定値は "365" です。 

 

補足 1： 

保持日数は、現在日付と IIS アクセスログ記録日の日数差により求められ

ます。 

 

補足 2： 

1 指定時は、前日までの記録データを保持します。2 日以前の記録データは

削除します。 

365 指定時は、365 日前までの記録データを保持します。 

 

補足 3： 

iis_access.delete.type=period 指定時に有効です。 
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表 68 運用管理コンソール動作定義のプロパティ(イベントログ) 

プロパティ名 設定値 用途 

event.delet

e.type 

文字列 

(既定： perio

d) 

運用管理機能で記録したイベントログデータの削除条件を指定します。 

既定値は "period" です。 

 

period： 保持日数を超過したデータをすべて削除する。 

off： 削除しない。 

 

補足： 

保持件数は event.max.period で指定します。 

 

注意 1： 

削除する場合には、必ず deleteTimeInterval を指定してください。 

 

注意 2： 

削除したイベントログデータは照会できなくなります。 

 

event.max.p

eriod 

数値 

(既定： 365) 

運用管理機能で記録したイベントログデータの保持日数を指定します。 

設定値は 1～3650 の範囲です。 既定値は "365" です。 

 

補足 1： 

保持日数は、現在日付とイベントログ記録日の日数差により求められます。 

 

補足 2： 

1 指定時は、前日までの記録データを保持します。2 日以前の記録データは

削除します。 

365 指定時は、365 日前までの記録データを保持します。 

 

補足 3： 

event.delete.type=period 指定時に有効です。 

 

event.outpu

t.type 

operation / a

pplication 

(既定： opera

tion,applicatio

n) 

運用管理機能で記録するイベントの種類を指定します。 

カンマ（,）区切りで複数指定できます。 

 

operation： 利用者による画面操作 

application： 運用管理機能の定期処理 

 

注意： 

空値の場合は、記録しません。 
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付録C．NW 型SiteShell 運用管理コマンド 

 

NW 型 SiteShell は、仮想 Web サイトの状態確認/起動/停止を実施する運用管理コマンドを提供して

います。 

本章では、NW 型 SiteShell 管理コマンドについて説明します。 

 

コマンド書式 

/etc/rc.d/init.d/SiteShellNW [パラメータ名] [仮想 Web サイト名] 

 

パラメータ説明 

パラメータ名 説明 

start 仮想 Web サイトを起動します。 

restart 仮想 Web サイトを再起動します。 

stop 仮想 Web サイトを停止します。 

status 仮想 Web サイトの起動状態を表示します。 

仮想 Webサイト名 指定した仮想 Web サイトに対してコマンドを実行します。省略した場合は、全

ての仮想 Web サイトに対してコマンドを実行します、 

 

特記事項 

・ 本コマンドは root ユーザで実行します。 

・ 全てのパラメータを省略した場合、本コマンドの使用方法(usage)が表示されます。 

・ 本コマンドは環境設定 (setup.sh) により仮想 Web サイトを作成した後から利用可能です。 

全ての仮想 Web サイトを削除すると再び使用不可となります。 
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付録D．仮想Web サイトの詳細設定 

 

NW 型 SiteShell の仮想 Web サイトは、その内部で Apache HTTP Server を動作させ、Apache の mod

_proxy 機能により、既存 Web サイトへの転送を実現しています。 

この Apache HTTP Server への設定は、NW型SiteShell同梱Apache設定ファイル から下記３種類・合

計４ファイルを include する構成となっています。 

 

・NW型SiteShell同梱Apache既定値ファイル 

httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf 

httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf 

・NW型SiteShell同梱Apache独自値ファイル 

httpd-CustomDefine.conf 

・NW型SiteShell同梱Apache指定値ファイル 

httpd-SieShellDefine.conf 

 

 

当該設定ファイルを編集することで様々な運用形態に沿う仮想 Web サイトを立ち上げることができます。

設定ファイルの内容は必要に応じて手編集できますが、編集可能な個所・範囲はそれぞれ異なります。 

手編集する際は、上記リンク先のファイル説明をご参考ください。 

 

 

続いて、以下３つの構築ケースを想定した、具体的な手編集の内容をご紹介します。 

 

・１つの仮想 Web サイトのサービスポートを単一から複数へ変更します。 

仮想Webサイトの複数ポート定義方法 

 

・仮想 Web サイトへの通信を暗号化（SSL 化）します。 

仮想WebサイトのSSL設定方法 

 

・NW 型 SiteShell をスニフィング方式で構成します。 

サーバ内部の疑似Webサイトへの転送方法 
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仮想 Web サイトの複数ポート定義方法 

 

NW 型 SiteShell が転送する既存 Web サーバのサービスポートが複数ある場合、そのサービスポート

それぞれに対応する仮想 Web サイトを備えることを推奨します。 

この推奨構成は、環境設定（setup.sh）から構築できます。 

詳細な手順は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」-「第 3.8.4.3 章 仮想 Web サイトの設

定ファイル適用」をご参照ください。 

 

 
 

 

 

本章では、NW 型 SiteShell を導入するサーバのリソース使用制限などの理由から、１つの仮想 Web

サイトで複数の既存 Web サーバに転送する場合を想定します。 

 

 
 

 

このような構成は、環境設定（setup.sh）から仮想 Web サイトを作成後、NW型SiteShell同梱Apache既

定値ファイルを手編集することで構築できます。 

構築手順をご紹介します。 

 

(b)複数ポートで1つの仮想Webサイト 

 仮想Webサイト1 

(ポート80、81) 

SiteShellサーバ 

 

既存Webサーバ 

Webサイト1 

(ポート80) 

Webサイト2 

(ポート81) 

動作定義/ 

監査ログ 

 仮想Webサイト1 

(ポート80) 

SiteShellサーバ 

 

既存Webサーバ 

仮想Webサイト2 

(ポート81) 

Webサイト1 

(ポート80) 

Webサイト2 

(ポート81) 

動作定義/ 

監査ログ 

動作定義/ 

監査ログ 

(a)ポート毎に別々の仮想Webサイト 
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1. 仮想 Web サイトの作成 

 

環境設定（setup.sh）からサービスポート 80 で待ち受けるよう仮想 Web サイトを作成します。 

詳細な手順は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」-「第 3.8.4.3 章 仮想 Web サイトの

設定ファイル適用」をご参照ください。 

 

 

2. Apache 既定値ファイル（非 SSL 通信用）の編集 

 

サービスポート 80 に加え、サービスポート 81 でも待ち受けるよう手編集します。 

編集するファイルは、httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf です。 

ファイルパスやファイル内容の全容はNW型SiteShell同梱Apache既定値ファイルをご参考ください。 

 

ここでは編集箇所を抜粋します。 

※赤字が編集（追記）部分です。 斜体文字部分は構築する環境により変わります。 

 

ファイル編集前： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:80 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:80> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName 10.1.1.101:80 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 
 

</VirtualHost> 

 

ファイル編集後： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:80 
Listen 10.1.1.101:81 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:80> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName 10.1.1.101:80 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 
 

</VirtualHost> 

 
<VirtualHost _default_:81> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName 10.1.1.101:81 
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    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:81/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:81/ 
 

</VirtualHost> 

 

 

3. 編集内容の文法チェック 

 

編集内容に問題が無いかを文法チェック（httpd –t オプション）します。 
# /opt/SiteShell_NW/apache/bin/httpd -t \ 

-f /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/httpd.conf 

Syntax OK 

 

 

4. 仮想 Web サイトの再起動 

 

編集内容を反映するために仮想 Web サイトを再起動します。 

サービス再起動については「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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仮想 Web サイトの SSL 設定方法 

 

NW 型 SiteShell が転送する既存 Web サーバへの通信が暗号化（SSL 化）されている場合があります。 

 

 
 

 

 

本章では、既存 Web サーバに代わって、NW 型 SiteShell が端末との通信を暗号化することを想定しま

す。（NW 型 SiteShell から既存 Web サーバへ転送する通信では暗号化しない） 

 

 
 

 

このような構成は、環境設定（setup.sh）から仮想 Web サイトを作成後、NW型SiteShell同梱Apache既

定値ファイルを手編集することで構築できます。 

構築手順をご紹介します。 

 

仮想Webサイト 

(SSLポート443) 

SiteShellサーバ 既存Webサーバ 

既存Webサイト 

(ポート80) 
https://WebSite1/ 

SiteShellで 

SSL通信を復号 

動作定義/ 

監査ログ 

攻撃チェックを実施 
非SSL通信のまま 

既存Webサイトへ転送 

既存Webサーバ 

既存Webサイト 

(SSLポート443) 
https://WebSite1/ 
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重要 

・ NW 型 SiteShell（Apache 2.4）で SSLを設定するためには「OpenSSL 1.1.1」をインス

トールする必要があります。 

下記の手順を参考にして、インストールした OpenSSL が Apacheの mod_sslから利用で

きるよう、必要に応じてシンボリックリンクを作成してください。 

 

1) OpenSSLをインストールしていない場合は、mod_sslが使用する共有ライブラリが

不足しており利用できません。 
# ldd /opt/SiteShell_NW/apache/modules/mod_ssl.so 

        ～(中略)～ 

        libssl.so.1.1 => not found 

        libcrypto.so.1.1 => not found 

        ～(中略)～ 

 

2) OpenSSL 1.1.1 を http://www.openssl.org/ からダウンロードします。 

ビルドして OpenSSLライブラリを生成します。 

※ファイルパス、configオプションは任意です。 
# tar zxvf openssl-1.1.1d.tar.gz 

# cd openssl-1.1.1d 

# ./config --prefix=/usr/local/openssl-1.1.1d shared zlib 

# make 

# make test 

# make install 

 

3) OpenSSLライブラリの存在を確認します。 
# ls -1 /usr/local/openssl-1.1.1d/lib/lib*.so.1.1 

/usr/local/openssl-1.1.1d/lib/libcrypto.so.1.1 

/usr/local/openssl-1.1.1d/lib/libssl.so.1.1 

 

4) Apacheの mod_sslから利用できるようシンボリックリンクを作成します。 

※シンボリックリンクはライブラリ検索のパス配下に作成してください。 

  例では、64 ビット OSにおけるパス（/usr/lib64）配下に作成しています。 
# ln -s /usr/local/openssl-1.1.1d/lib/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1 

# ln -s /usr/local/openssl-1.1.1d/lib/libcrypto.so.1.1 /usr/lib64/libcrypto.so.1.1 

 

5) mod_sslが使用する共有ライブラリの不足が解消していることを確認します。 
# ldd /opt/SiteShell_NW/apache/modules/mod_ssl.so 

        linux-vdso.so.1 =>  (0x0000...)  

        libssl.so.1.1 => /lib64/libssl.so.1.1 (0x0000...)  

        libcrypto.so.1.1 => /lib64/libcrypto.so.1.1 (0x0000...)  

        libuuid.so.1 => /lib64/libuuid.so.1 (0x0000...)  

        librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x0000...)  

        libcrypt.so.1 => /lib64/libcrypt.so.1 (0x0000...)  

        libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x0000...)  

        libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x0000...)  

        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000...)  

        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000...)  

        libfreebl3.so => /lib64/libfreebl3.so (0x0000...)  

 

 

 

http://www.openssl.org/
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1. 仮想 Web サイトの作成 

 

環境設定（setup.sh）からサービスポート 80 で待ち受けるよう仮想 Web サイトを作成します。 

詳細な手順は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」-「第 3.8.4.3 章 仮想 Web サイトの

設定ファイル適用」をご参照ください。 

 

 

2. Apache 既定値ファイル（非 SSL 通信用）の編集 

 

サービスポート 80 では待ち受けないよう手編集します。 

※この手編集は必要なければ、作業する必要はありません。 

 

編集するファイルは、httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf です。 

ファイルパスやファイル内容の全容はNW型SiteShell同梱Apache既定値ファイルをご参考ください。 

 

ここでは編集箇所を抜粋します。 

※赤字が編集（追記）部分です。 斜体文字部分は構築する環境により変わります。 

 

ファイル編集前： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:80 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:80> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName 10.1.1.101:80 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 
 

</VirtualHost> 

 

ファイル編集後： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

#Listen 10.1.1.101:80 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

#<VirtualHost _default_:80> 
# 

#    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

##   ServerName 10.1.1.101:80 
# 

#    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

#    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 
# 

#    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

#    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 
# 

#</VirtualHost> 
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3. Apache 既定値ファイル（SSL 通信用）の編集 

 

下記３点を手編集します。 

・ Apache の mod_ssl 機能をロードする。 

・ 使用する SSL 証明書の指定のみ有効にする。 

・ 既存 Web サーバへの転送指定を見直す。 

 

編集するファイルは、httpd-DefaultDefine_ForSSL.conf です。 

ファイルパスやファイル内容の全容はNW型SiteShell同梱Apache既定値ファイルをご参考ください。 

 

 

3-1. Apache の mod_ssl 機能をロードする。 

 

仮想 Web サイトとの通信の暗号化（または復号）は、Apache の mod_ssl 機能を使用します。 

そのため、仮想 Web サイトで mod_ssl 機能がロードされるように編集します。 

 

編集箇所を抜粋します。 

※赤字が編集（削除）部分です。 

 

ファイル編集前： 
# Links in the object file or library, and adds to the list of active modules. 

#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 

 

ファイル編集後： 
# Links in the object file or library, and adds to the list of active modules. 

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 
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3-2. 使用する SSL 証明書の指定のみ有効にする。 

 

仮想 Web サイトとの通信を暗号化（または復号）するには、SSL に関する鍵ファイルや証明書ファイ

ルが必要になります。 

そのため、仮想 Web サイトで該当ファイルが使用されるように編集します。 

具体的には、該当ファイル指定に対応する Apache ディレクティブのみを有効にします。 

 

ここでは、NW 型 SiteShell を導入する以前に、既存 Web サーバとの通信を暗号化するために使用

していた下記の２ファイルを、そのまま代用することを想定します。 

・鍵ファイル 

WebSite.key 

・証明書ファイル 

WebSite.crt 

 

編集箇所を抜粋します。 

※赤字が編集（削除）部分です。 斜体文字部分は構築する環境により変わります。 

 

ファイル編集前： 
# File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Client Auth. 

#SSLCACertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/ca-bundle-client.crt" 
 

# File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Client Auth. 

#SSLCARevocationFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crl/ca-bundle-client.crl" 
 

# File of PEM-encoded Server CA Certificates. 

#SSLCertificateChainFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/ca.crt" 
 

# Server PEM-encoded X.509 certificate data file. 

#SSLCertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/server.crt" 
 

# Server PEM-encoded private key file. 

#SSLCertificateKeyFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.key/server.key" 
 

# File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth. 

#SSLProxyCACertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/ca-bundle-remote-serv
er.crt" 

 

# File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth. 

#SSLProxyCARevocationFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crl/ca-bundle-remote-serve
r.crl" 

 

# File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy. 

#SSLProxyMachineCertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/proxy.pem" 

 

ファイル編集後： 
# File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Client Auth. 

#SSLCACertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/ca-bundle-client.crt" 
 

# File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Client Auth. 

#SSLCARevocationFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crl/ca-bundle-client.crl" 
 

# File of PEM-encoded Server CA Certificates. 

#SSLCertificateChainFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/ca.crt" 
 

# Server PEM-encoded X.509 certificate data file. 

SSLCertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/server.crt" 
 

# Server PEM-encoded private key file. 
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SSLCertificateKeyFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.key/server.key" 
 

# File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth. 

#SSLProxyCACertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/ca-bundle-remote-serv
er.crt" 

 

# File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth. 

#SSLProxyCARevocationFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crl/ca-bundle-remote-serve
r.crl" 

 

# File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy. 

#SSLProxyMachineCertificateFile "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/proxy.pem" 

※ファイルパスは変更不可です。 

後述 4 で紹介しますが、使用する SSL に関する鍵ファイルや証明書ファイルの名前は、 

既定のファイルパスに配置する必要があります。 
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3-3. 既存 Web サーバへの転送指定を見直す 

 

NW 型 SiteShell（仮想 Web サイト）から中継するリクエストが、既存 Web サーバへ正しく転送される

よう手編集します。 

 

編集箇所を抜粋します。 

※赤字が編集（変更）部分です。 斜体文字部分は構築する環境により変わります。 

 

ファイル編集前： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:443 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:443> 

 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

    ServerName 10.1.1.101:443 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / https://10.1.1.1:443/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / https://10.1.1.1:443/ 

 

 

ファイル編集後： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:443 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:443> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

    ServerName WebSite1:443 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 

 

※ServerName ディレクティブには、SSL 証明書の CN (Common Name) 値を指定します。 
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4. SSL に関する鍵ファイルや証明書ファイルの配置 

 

ここでは、NW 型 SiteShell を導入する以前に、既存 Web サーバとの通信を暗号化するために使用

していた下記の２ファイルを、そのまま代用することを想定します。 

・鍵ファイル 

WebSite.key 

・証明書ファイル 

WebSite.crt 

 

※パスフレーズ付きの鍵ファイルを使用する場合、運用管理コンソールからの Apache 再起動が 

行えません。 パスフレーズは、必要に応じて解除してください。 

 

 

該当ファイルの配置先は、前述 3-2 で有効とした Apache ディレクティブ指定のファイルパスです。 

下記のように配置します。 

 

・鍵ファイルは、Apache ディレクティブ SSLCertificateKeyFile の指定値である 

ファイルパス "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.key/server.key" に、 

使用する WebSite.key を格納します。 
# cp -p WebSite.key \ 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.key/server.key 

 

・証明書ファイルは、Apache ディレクティブ SSLCertificateFile の指定値である 

ファイルパス "/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/ssl.crt/server.crt" に、 

使用する WebSite.crt を格納します。 
# cp -p WebSite.crt \ 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/ssl.crt/server.crt 

 

 

また、以降の運用において、運用管理コンソールから該当ファイルを管理する場合、同じファイルを

保管場所にも配置しておきます。 

 ※本作業を行わない場合は、運用管理コンソールからの照会時に補正処理が動作して、 

  ファイル名 “Copy-Of-Applied-File_YYYYMMDDHHMMSS” で複製されます。 

 

・鍵ファイルは、Apache ディレクティブ SSLCertificateKeyFile 指定ファイルの保管場所である 

"/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/\ 

CertificateFiles/SSLCertificateKeyFiles" 配下に、 

ファイル名の前頭に “Applied-” を付与した “Applied-WebSite.key” を格納します。 
# cp -p WebSite.key \ 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/\ 

CertificateFiles/SSLCertificateKeyFiles/Applied-WebSite.key 

 

・証明書ファイルは、Apache ディレクティブ SSLCertificateFile 指定ファイルの保管場所である 

"/opt/SiteShell_NW/websites/WebSite1/apache/conf/\ 

CertificateFiles/SSLCertificateFiles" 配下に、 

ファイル名の前頭に “Applied-” を付与した “Applied-WebSite.crt” を格納します。 
# cp -p WebSite.crt \ 

/opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/\ 

CertificateFiles/SSLCertificateFiles/Applied-WebSite.crt 
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5. 編集内容の文法チェック 

 

編集内容に問題が無いかを文法チェック（httpd –t オプション）します。 
# /opt/SiteShell_NW/apache/bin/httpd -t \ 

-f /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/httpd.conf 

Syntax OK 

 

 

6. 仮想 Web サイトの再起動 

 

編集内容を反映するために仮想 Web サイトを再起動します。 

サービス再起動については「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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サーバ内部の疑似 Web サイトへの転送方法 

 

スニッフィング方式で NW 型 SiteShell を導入する場合、SiteShell の転送先はサーバ内部の疑似 Web

サイトを指定します。 

疑似 Web サイトからのレスポンスは NW 型 SiteShell で破棄されるため、導入したサーバからパケット

が流れ出ることはなく、既存のネットワークに影響を与えず運用することができます。 

 

 
 

 

このような構成は、環境設定（setup.sh）から仮想 Web サイトを作成後、NW型SiteShell同梱Apache既

定値ファイルを手編集することで構築できます。 

構築手順をご紹介します。 
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1. 仮想 Web サイトの作成 

 

環境設定（setup.sh）からサービスポート 80 で待ち受けるよう仮想 Web サイトを作成します。 

詳細な手順は、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」-「第 3.8.4.3 章 仮想 Web サイトの

設定ファイル適用」をご参照ください。 

 

 

2. Apache 既定値ファイル（非 SSL 通信用）の編集 

 

待ち受けるサービスポートは変更せず、転送先のサービスポートのみ手編集します。 

編集するファイルは、httpd-DefaultDefine_ForNonSSL.conf です。 

ファイルパスやファイル内容の全容はNW型SiteShell同梱Apache既定値ファイルをご参考ください。 

 

ここでは編集箇所を抜粋します。 

※赤字が編集（変更）部分です。 斜体文字部分は構築する環境により変わります。 

 

ファイル編集前： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:80 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:80> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName 10.1.1.101:80 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:80/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:80/ 
 

</VirtualHost> 

 

ファイル編集後： 
# IP addresses and ports that the server listens to. 

Listen 10.1.1.101:80 
 

# Contains directives that apply only to a specific hostname or IP address. 

<VirtualHost _default_:80> 
 

    # Hostname and port that the server uses to identify itself. 

#   ServerName 10.1.1.101:80 
 

    # Maps remote servers into the local server URL-space. 

    ProxyPass / http://10.1.1.1:81/ 
 

    # Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server. 

    ProxyPassReverse / http://10.1.1.1:81/ 
 

</VirtualHost> 
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3. 編集内容の文法チェック 

 

編集内容に問題が無いかを文法チェック（httpd –t オプション）します。 
# /opt/SiteShell_NW/apache/bin/httpd -t \ 

-f /opt/SiteShell_NW/websites/<仮想 Web サイト名>/apache/conf/httpd.conf 

Syntax OK 

 

 

4. 仮想 Web サイトの再起動 

 

編集内容を反映するために仮想 Web サイトを再起動します。 

サービス再起動については「付録C．NW型SiteShell運用管理コマンド」をご参考ください。 
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付録E．マシン・インスタンスの情報取得 

 

本章では、SiteShell が導入されたマシンのインスタンス情報の取得について説明します。 

インスタンス情報を含めたマシンの稼動状態を収集することで、月額変動ライセンスの実績報告が行

えます。 

正しい実績報告が行えるよう、インスタンス情報の取得の設定を行ってください。 

※本機能は「自動での登録」で自動登録した Web サーバに対してのみ利用可能です。 

 

以下にインスタンス情報の取得方式の概要を図示します。 

 
 

 

インスタンス情報はコマンドで取得します。 

SiteShell が導入されたマシンで「情報取得コマンド」が正しく機能するように、環境設定ファイルの clou

d.type プロパティにクラウド環境を指定してください。 

 

本バージョンでは、以下のクラウド環境をサポートしています。 

cloud.type プロパティの設定値 クラウド環境 

AWS Amazon EC2 

OTHER その他の環境 

※ 現状では、「AWS」以外は「その他の環境」として動作します。 

月額変動ライセンスの実績報告に十分な情報の取得をサポートするのは、「AWS」のみです。 
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インスタンスの情報を判別する要素 

 

SiteShell の利用実績を正しく集計するためには、SiteShell 稼動のインスタンスの情報を正しく判別す

る必要があります。 

取得したインスタンス情報は、次の要素で判別します。 

 

要素 説明 

クラウドタイプ SiteShell 本体が導入されているクラウド環境の種類を示します。 

不明なクラウド環境、およびクラウド環境以外は"Other"となります。 

インスタンスタイプ クラウド事業者ごとに定めているインスタンスの性能の種類を示します。 

インスタンスタイプが取得できなかった場合は"None"となります。 

 

 

インスタンス情報の種類 

 

Ver4.2 において扱うインスタンス情報（クラウドタイプ、インスタンスタイプ）の一覧を以下に示します。 

 

クラウドタイプ インスタンスタイプ 説明 

AWS 

※Amazon EC2 が定義するインスタン

スタイプ 

http://aws.amazon.com/jp/ec2/instan

ce-types/#instance-details 

クラウド環境 Amazon EC2 において、イン

スタンスタイプの取得に成功した場合。 

None 
クラウド環境 Amazon EC2 において、イン

スタンスタイプの取得に失敗した場合。 

OTHER 

V2.a 
SiteShell Ver2.x 以降の自動登録した管

理ノードの場合。 

V2.m 
SiteShell Ver2.x 以降の手動登録した管

理ノードの場合。 

V1.a 
SiteShell Ver1.x の自動登録した管理

ノードの場合。 

V1.m 
SiteShell Ver1.x の手動登録した管理

ノードの場合。 

None 
クラウド環境およびインスタンスタイプが

不明の場合。 

※ 取得したインスタンスごとの稼動状態は、運用管理コンソールの「稼動履歴画面」からデータをダ

ウンロードすることができます。 
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付録F．SiteShell のサービス起動/停止 

 

本章では SiteShell、および運用管理サービス、運用管理コンソールで使用されているサービスの起動

/停止について説明します。それぞれ、下記のサービスがあります。 

 

SiteShell のサービス一覧 

モジュール名 サービス名 

SiteShell SiteShellService 

OnlineUpdateService 

SiteShellPacketRelay (*1)  

運用管理サービス SiteShellOMService 

運用管理コンソール SiteShellConsoleService 

(*1) Linux 版のみです。 
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Windows 版 サービスの起動/停止 

 

Windows 版 SiteShell は、管理ツールからサービスの起動/停止を実施することができます。 

 

「スタート」メニューから「管理ツール」－「サービス」を選択します。 

 

 
 

サービスの一覧から SiteShell のサービスを選択し、サービスの起動/停止を実施します。 

 

SiteShell のサービス名 

SiteShell サービス 

SiteShellService For IIS 

SiteShellService For Apache 

オンライン自動更新サービス 

SiteShell Online Update Service For IIS 

SiteShell Online Update Service For Apache 

 

運用管理サービスのサービス名 

運用管理サービス 

SiteShell Operation Management Service 

 

運用管理コンソールのサービス名 

運用管理コンソールサービス 

SiteShell Console Service 
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Linux 版 サービスの起動/停止 

 

Linux 版 SiteShell は、サービスの起動/停止を実施するコマンドを提供しています。 

コマンドは root ユーザで実行します。 

 

コマンド書式 

/etc/rc.d/init.d/起動スクリプト名 [start|stop|restart] 

 

SiteShell の起動スクリプト名 

SiteShell サービス 

SiteShellServiceForApache 

SiteShellServiceForNW 

オンライン自動更新サービス 

SiteShellOnlineForApache 

SiteShellOnlineForNW 

パケットリレー機能 

SiteShellPacketRelay 

 

運用管理サービスの起動スクリプト名 

運用管理サービス 

SiteShellOMService 

 

運用管理コンソールの起動スクリプト名 

運用管理コンソールサービス 

SiteShellConsoleService 

※SiteShellConsoleService では、restart オプションを使用できません。 

 

 

パラメータ説明 

パラメータ名 説明 

start SiteShellのサービスを起動します。 

stop SiteShellのサービスを停止します。 

restart SiteShellのサービスを再起動します。 

 

コマンド入力例 

Apache 版の SiteShell サービスを再起動したい場合、以下のように入力します。 

# /etc/rc.d/init.d/SiteShellServiceForApache restart 
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付録G．パスワードリスト攻撃対策の設定方法 

 

本章ではパスワードリスト攻撃対策の設定方法について説明します。 

 

 

機能概要 

 

SiteShell では、保護対象 Web サイトに対するパスワードリスト攻撃を検知し、防御することができます。 

これにより、パスワードリスト攻撃による影響を最小限に抑えることが可能です。 

 

パスワードリスト攻撃対策の機能例： 

パスワードリスト攻撃の防御機能 

パスワードリスト攻撃検知時のメール通知機能 

パスワードリスト攻撃の防御自動解除機能 

アクセス状況の出力機能 

 

重要 

・ 本機能である攻撃の検知、防御は、アクセス元の IP アドレスを利用しています。 

個別の通信におけるＩＰアドレス情報は、通信の秘密（電気通信事業法 17 第 4 条）として保護さ

れるものであるため、本対応を行う場合には、留意する必要があります。 
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基本構成 

 

本章では、運用管理コンソールを利用した以下の構成を想定しています。 

 

保護対象 Web サイトに SiteShell が導入されている。 

運用管理コンソールに管理ノード（保護対象 Web サイト）が登録されている。 

 

また本章で説明する機能は、下記を想定しています。 

 

保護対象 Web サイトのログイン画面において、ログイン失敗時のアクセスをパスワードリスト攻

撃の兆候としてカウントし、その回数が閾値を超えた場合にパスワードリスト攻撃と判断する。 

 

パスワードリスト攻撃と判断した場合、該当の IP アドレスからのアクセスを拒否する。また、運用

管理者へパスワードリスト攻撃を検知した旨をメール通知する。 

 

運用管理者は運用管理コンソールよりアクセス状況／攻撃検知状況を確認する。 

 

パスワードリスト攻撃と判断し、アクセス拒否する IP アドレスを、一定時間後に自動解除する。こ

れにより、正規ユーザのログイン失敗によるアクセス拒否を自動的に回復させる。 

 

 
 

重要 

・ 本機能をプロキシ/ロードバランサ環境で利用する場合は、ノード設定(全般)画面より、信頼するプ

ロキシ( trusted.proxies )を設定することで、攻撃元 IP アドレスを特定する精度が向上します。 

設定値の詳細は「表 10 ノード設定のプロパティ － 基本動作」をご参照ください。 
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パスワードリスト攻撃の防御設定 

 

本章では、「基本構成」で想定する「パスワードリスト攻撃の防御」に関する設定を説明します。 

 

重要 

・ 実際にリクエストを遮断するためには、ノード設定(対策)画面より processor.ipbl プロパティを有

効(ON)にして、IP ブラックリスト機能を有効にしておく必要があります。 

IP ブラックリスト機能の詳細は、「IPブラックリスト」をご参照ください。 
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まず、パスワードリスト攻撃の兆候と判断する条件を設定します。 

 

運用管理コンソールにログインし、管理ノードを選択後、ユーザルール定義画面を開きます。 

 

 
 

ユーザルール定義画面より、「追加」ボタンを押下し、ユーザルール定義ファイル追加/編集画面を開きま

す。 

 

 
 

パスワードリスト攻撃の兆候とする条件を設定します。 

設定後はユーザルール定義画面の「適用」ボタンを押下します。これにより SiteShell フィルタに作成した

ユーザルール定義(XML ファイル)が適用されます。 

設定内容の詳細は「ユーザルール定義ファイル」をご参照ください。 
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攻撃兆候判断の条件（サンプル） 
以下にパスワードリスト攻撃兆候と判断する条件サンプルを記載します。 

 

パスワードリスト兆候とする条件 

・ ログイン失敗 

 

想定環境 

・ ログイン画面の URL は「https://www.sample.com/login」である。 

・ ログイン試行時は、リクエストパラメータにユーザ ID(userid)が含まれる。 

・ ログイン成功時のみ、HTTP レスポンスヘッダに「Location: /home」の文字列が含まれる。 

 

設定例 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<recipe 

    attacktype="PasswordList" 

    path="^/login" 

    description="PL measure - Login failure."> 

    <ruleSet 

        name="PL_RuleSet" 

        stage="both" 

        condition ="and" 

        content-type="^.*$"> 

        <action 

            name="count" 

            arg="action"/> 

        <rule 

            operator="regex" 

            arg="paramValues[userid]" 

            value="^.*$" 

            decode="" 

            charset=""/> 

        <rule 

            operator="nregex" 

            arg="respheaders[Location]" 

            value="/home" 

            decode="" 

            charset=""/> 

    </ruleSet> 

</recipe> 
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次に、パスワードリスト攻撃と判断する閾値を設定します。 

 

運用管理コンソールにログインし、管理ノードを選択後、ノード設定(対策)画面を開きます。 

 
 

ノード設定(対策)画面より、pl.frequency プロパティの「変更」ボタンを押下し、ノード設定編集画面を開き

ます。 

 
 

[説明] 欄の記載に従って、[プロパティ値] 欄に閾値を設定します。 
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パスワードリスト攻撃検知時の通知設定 

 

本章では、「基本構成」で想定する「パスワードリスト攻撃検知時のメール通知」に関する設定を説明し

ます。 

 

重要 

・ 実際に情報通知するためには、運用管理コンソールの情報通知機能を有効にしておく必要が

あります。 

情報通知機能の詳細は、「情報通知機能」をご参照ください。 

 

 

運用管理コンソールにログインし、コンソール設定画面を開きます。 
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コンソール設定画面より、report.AttackType プロパティのリンクを押下し、コンソール設定編集画面を開

きます。 

 

 
 

[説明] 欄の記載に従って、[プロパティ値] 欄に、パスワードリスト攻撃を示す "16" を設定します。 

その他、情報通知に関する設定は、「情報通知機能」を参考にしてください。 
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アクセス状況の出力設定 

 

本章では、「基本構成」で想定する「アクセス状況の出力」に関する設定を説明します。 

 

 

重要 

・ アクセスログのファイル管理に関する設定は「SiteShell動作定義ファイル」と「オンライン自動更

新定義ファイル」、「運用管理コンソール動作定義」をご参照ください。 

・ アクセスログは平文で記録されますので、記録するキーワードを設定する際には個人情報など

の扱いに十分に留意してください。 

 

 

運用管理コンソールにログインし、管理ノードを選択後、ユーザルール定義画面を開きます。 

 

 
 

ユーザルール定義画面より、「追加」ボタンを押下し、ユーザルール定義ファイル追加/編集画面を開きま

す。 

 
 

アクセスログ出力対象とする条件を設定します。 

設定後はユーザルール定義画面の「適用」ボタンを押下します。これにより SiteShell フィルタに作成した

ユーザルール定義(XML ファイル)が適用されます。 

設定内容の詳細は「ユーザ定義ファイルの記述説明」をご参照ください。 
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アクセスログの出力条件（サンプル） 
以下にアクセスログを出力する条件サンプルを記載します。 

 

アクセスログを出力する条件 

・ ログイン試行 

 

アクセスログに出力する内容 

・ ユーザ ID 

・ HTTP ステータスコード 

・ 認証結果 

 

想定環境 

・ ログイン画面の URL は「https://www.sample.com/login」である。 

・ ログイン試行時は、リクエストパラメータにユーザ ID(userid)が含まれる。 

・ ログイン成功時のみ、HTTP レスポンスヘッダに「Location」ヘッダが含まれる。 

 

設定例 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<recipe 

    attacktype="ACCESS" 

    path="^/login" 

    description="Access log - Login audit trail."> 

    <ruleSet 

        name="Access_RuleSet" 

        stage="both" 

        condition ="or" 

        content-type="^.*$"> 

        <action 

            name="access" 

            arg="&quot;[login:]&quot;,paramValues[userid],&quot;[  result:]&quot;,statusCode, 

&quot;[  respheader:]&quot;,respheaders[Location]"/> 

        <rule 

            operator="regex" 

            arg="paramValues[userid]" 

            value="^.*$" 

            decode="" 

            charset=""/> 

    </ruleSet> 

</recipe> 
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IP ブラックリストの自動解除設定 

 

本章では、「基本構成」で想定する「パスワードリスト攻撃の防御自動解除」に関する設定を説明します。 

 

 

運用管理コンソールにログインし、管理ノードを選択後、ノード設定(対策)画面を開きます。 

 

 
 

ノード設定(対策)画面より、pl.release.time プロパティの「変更」ボタンを押下し、ノード設定編集画面を開

きます。 

 

  
 

[説明] 欄の記載に従って、[プロパティ値] 欄に IP ブラックリストに自動登録されてから自動解除するま

での期間を設定します。 
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動作確認 

 

本章では、「基本構成」の各種設定が完了している想定で、動作確認の手順を説明します。 

 

 

疑似攻撃の実施 
保護対象 Web サイトに疑似的なパスワードリスト攻撃を実施します。 

具体的には、同一の IP アドレスから、パスワードリスト攻撃の兆候と判断する条件に一致するリクエスト

を、閾値に達するまで、繰り返し送信します。 

 

<設定例> 

パスワードリスト攻撃の兆候と判断する条件 ： ログイン失敗 

パスワードリスト攻撃と判断する閾値  ： 5/60 

 

<実施例> 

上記設定例であれば、”ログイン失敗” を ”60” 秒以内に ”5” 回繰り返します。 

 

 

以下の点が正しく動作していることを確認します。 

 

1. 条件に一致するリクエストが閾値に達した後、同一IPアドレスからのアクセスが拒否される

（SiteShellのエラー画面が表示される）こと。 

もし、拒否されない場合は、下記が正しく設定できていない可能性があります。 

 

➢ パスワードリスト攻撃の兆候と判断する条件 

➢ パスワードリスト攻撃と判断する閾値 

 

「パスワードリスト攻撃の防御設定」をご参照ください。 

 

重要 

・ IP ブラックリストの内容は update.observer.interval プロパティに設定されている時間（デ

フォルトで 50 秒）の経過後に有効となります。 

 

 

2. 運用管理コンソールのログ収集のタイミングで、運用管理者にメール通知がされること。 

もし、メールが届かない場合、下記が正しく設定できていない可能性があります。 

 

➢ 情報通知する対象の攻撃種別の設定 

 

「パスワードリスト攻撃検知時の通知設定」をご参照ください。 
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管理ノードの状況確認 
運用管理コンソールから下記の状況を確認します。 

 

⚫ パスワードリスト攻撃の検知状況 

⚫ IPブラックリストの登録状況 

⚫ アクセス状況 

 

 

パスワードリスト攻撃の検知状況 
運用管理コンソールの監査ログ一覧画面を開きます。 

 

 
 

パスワードリスト攻撃検知時の監査ログは、「種別」が "PasswordList" として登録されます。 

また、パスワードリスト攻撃と判断された IP アドレスからのアクセスを拒否した際の監査ログは、「種別」

が "IPFilter" として登録されます。 

 

重要 

・ 表示されない場合は、まだログ収集が行われていない可能性があります。ログサマリ画面より

「更新」ボタンを押下後に、再度確認してください。 
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IP ブラックリストの登録状況 
運用管理コンソールの IP ブラックリスト（管理ノード状態）画面を開きます。 

 

 
 

パスワードリスト攻撃対策により自動登録された IP アドレスの定義は、「追加種別」が "自動解除対象" 

と表示さます。 

 

重要 

・ 表示されない場合は、まだ定義情報を取得していない可能性があります。IP ブラックリスト(管理

ノード状態)画面より「定義情報の再取得」ボタンを押下後に、再度確認してください。 
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アクセス状況 
 

運用管理コンソールのデータ保守画面を開いて、アクセスログ（CSV ファイル）をダウンロードします。 

 

 
 

ラジオボタンで「アクセスログ」を選択し、ダウンロードしたいログデータの期間を指定します。 

「CSV 出力」ボタンを押下すると、ダウンロードできます。 

 

重要 

・ 運用管理コンソールで収集できていないアクセスログは、ダウンロードできません。 

最新のアクセスログをダウンロードする前には、ログサマリ画面より「更新」ボタンを押下し、最

新のアクセスログを収集してください。 

 

 

IP ブラックリストの自動解除 
 

パスワードリスト攻撃対策により IP ブラックリストへ自動登録された IP アドレスが、自動的に解除される

ことを確認します。 

 

重要 

・ IP アドレスが自動登録された時刻は「IPブラックリストの登録状況」で確認してください。 

 

「解除時間」経過後に、「IPブラックリストの登録状況」から、該当の IP アドレスが IP ブラックリスト一覧か

ら削除されていることを確認してください。 

 

もし、削除されない場合、下記が正しく設定できていない可能性があります。 

→「IPブラックリストの自動解除設定」をご参照ください。 
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付録H．脆弱性対策定義の世代管理 

 

本章では、脆弱性対策定義の世代管理に関する基本的な設定/運用方法について説明します。 

 

 

機能概要 

 

SiteShell では、脆弱性対策パッケージによりクロスサイトスクリプティング、SQL インジェクションを始め

主要な脆弱性攻撃に対応しています。 

またオンライン自動更新サービスを用いて脆弱性対策パッケージをダウンロード・適用することで、常

に最新の脆弱性対策が行えます。 

 

ダウンロードした脆弱性対策パッケージは、本機能により複数世代保持することが可能となります。 

それぞれの脆弱性対策パッケージにはバージョン番号が付与されており、管理者はバージョン単位で

脆弱性対策パッケージ（脆弱性対策定義）の適用を試行できます。 

管理者は試行したバージョンまでの脆弱性対策定義を本番環境に適用する（受入れる）運用を行うこと

で、本番環境における過剰検知発生のリスクを運用回避することができます。 

 

脆弱性対策定義の世代管理機能に関するイメージ図を示します。 

 

 
 

 

オンライン自動更新サービスからダウンロードした脆弱性対策パッケージは、管理者の「受入未実施」

の状態であり、試行モード（ログ出力のみで対処は実施しない）でしか動作しません。 

管理者の操作により「受入済み」とすることで、本番モード（ログ出力および対処を実施する）で動作し

ます。 
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脆弱性対策定義の世代管理機能に関係のあるファイルは下記の通りです。 

 

（ホスト型 SiteShell IIS 版におけるインストールフォルダを例に関係のあるファイルのみ抜粋） 

 
 

 

オンライン自動更新サービスによって、世代数分の脆弱性対策パッケージ（SiteShell_logic.jar）を保持

するようになります。 

また SiteShell フィルタによって、脆弱性対策パッケージを脆弱性対策定義ファイル格納フォルダ

（recipe フォルダ）に展開し、メモリにロードします。 

これにより SiteShell フィルタで脆弱性対策が行えるようになります。 
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基本構成 

 

本章では、運用管理コンソールを利用した以下の構成を想定しています。 

 

保護対象 Web サイトに SiteShell が導入されている。 

□オンライン自動更新サービスが導入されている。 

運用管理コンソールに管理ノード（保護対象 Web サイト）が登録されている。 

 

 

また本章で説明する運用は、下記を想定しています。 

 

脆弱性対策パッケージは、オンライン自動更新サービスでダウンロードし、世代管理する。 

 

脆弱性対策パッケージ（脆弱性対策定義）は、管理者が受入評価したバージョンを使用する。 

 

脆弱性対策定義の使用中に問題が生じた場合は、受入れる前のバージョンに戻す。 
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世代管理機能の利用 

 

本章では、「基本構成」で想定する運用を実現するための手順を説明します。 

 

1.  通常運用 

本機能に関する初期設定を行います。 

 

2.  受入評価および適用 

ダウンロードした脆弱性対策パッケージ（脆弱性対策定義）を評価するための設定を行います。 

また脆弱性対策定義の受入評価、および「受入済み」の設定を行います。 

 

3.  適用前の状態への戻し 

脆弱性対策定義の１つ前のバージョンを使用する設定を行います。 
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通常運用 
 

本節では、脆弱性対策定義の世代管理を利用するための初期設定を説明します。 

本手順を実施することで、次の動作を実現します。 

 

・ 脆弱性対策パッケージを自動的にダウンロードして世代管理する。 

・ ダウンロード時点の脆弱性対策パッケージ（脆弱性対策定義）は受入れない。 

また受入評価も行わない。（後で受入評価を行う） 

 

重要 

本節を始める前には、SiteShell フィルタ、およびオンライン自動更新サービス、運用管理コンソー

ルを導入してください。 

導入方法については、「InfoCage SiteShell Ver4.2 インストールガイド」の「第 3.1 章 導入の流れ」

をご参考ください。 

 

 

(1) オンライン自動更新サービスの設定 

「オンライン自動更新定義ファイル」の下記プロパティを設定します。 

 

設定内容 

logic.generation.num = N 

 

  <説明> 

logic.generation.num プロパティは、保持したい脆弱性対策パッケージの世代数を指定しま

す。 例えば２世代前まで保持したい場合は「2」を設定します。 

 

 

設定後はオンライン自動更新サービスを再起動します。 

再起動方法は「付録F．SiteShellのサービス起動/停止」をご参照ください。 

 

 

(2) 最新の脆弱性対策定義のバージョン確認 

運用管理コンソールにログインし、管理ノードを選択後、対策 ID 一覧画面を開きます。 

画面上の「最新定義バージョン」を確認します。 

 

最新状態を確認するには「定義情報の再取得」ボタンを押下します。 

画面の操作方法は「対策ID一覧画面」をご参照ください。 
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(3) 管理ノードの設定 

続いて、ノード設定(全般)画面を開きます。 

 

 
 

 

ノード設定(全般)画面より、logic.accepted_version プロパティの「変更」ボタンを押下し、ノード設

定編集画面を開きます。 

 

 
 

 

本プロパティは、「受入済み」の脆弱性対策定義のバージョンを指定します。 

手順(2)で確認したバージョンを指定することで、これ以降にダウンロードされたバージョンは「受

入未実施」の状態となります。 
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続いて、logic.unaccepted_action プロパティの「変更」ボタンを押下し、ノード設定編集画面を開き

ます。 

 

 
 

 

本プロパティは、「受入未実施」の脆弱性対策定義で追加・更新された対策 ID の動作を指定しま

す。 

「disabled」を設定することで、該当する対策 ID は使用されません。 

 

設定後は設定内容を管理ノードに適用します。 

画面の操作方法は「ノード設定画面」をご参照ください。 

 

 

(4) 受入れ済みの脆弱性対策定義のバージョン確認 

再び、対策 ID 一覧画面を開きます。 

画面上の「受入れ済みバージョン」が手順(3)で設定したバージョンであることを確認します。 

 

最新状態を確認するには「定義情報の再取得」ボタンを押下します。 

画面の操作方法は「対策ID一覧画面」をご参照ください。 
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受入評価および適用 
 

本節では、「評価未実施」の脆弱性対策定義を受入評価するための設定手順、および受入評価を終え

た脆弱性対策定義を「受入済み」とする手順を説明します。 

本手順を実施することで、次の動作を実現します。 

 

・ 「評価未実施」の脆弱性対策定義を試行モードで動作させる。 

・ 受入評価を終えた脆弱性対策定義を「受入済み」とし、本番モードで動作させる。 

 

 

(1) 「受入未実施」の脆弱性対策定義の有無確認 

運用管理コンソールにログインし、管理ノードを選択後、対策 ID 一覧画面を開きます。 

画面上の「最新定義バージョン」と「受入れ済みバージョン」の値を比べることで、「受入未実施」

の脆弱性対策定義の有無を確認します。 

 

最新状態を確認するには「定義情報の再取得」ボタンを押下します。 

画面の操作方法は「対策ID一覧画面」をご参照ください。 

 

「受入未実施」の定義が無い場合、手順(2)以降の作業は不要です。 

 

 

(2) 「受入未実施」の動作変更 

続いて、ノード設定(全般)画面を開きます。 

 

 
 

 



 

398  

ノード設定(全般)画面より、logic.unaccepted_action プロパティの「変更」ボタンを押下し、ノード設

定編集画面を開きます。 

 

 
 

 

本プロパティに「trial」を設定することで、「受入未実施」である対策 ID は試行モードで動作します。 

これにより「受入済みバージョン」の定義を本番モードで動作させつつ、受入未実施である「最新

定義バージョン」の定義を動作確認することができます。 

 

設定後は設定内容を管理ノードに適用します。 

画面の操作方法は「ノード設定画面」をご参照ください。 

 

 

(3) 試行モードで動作する対策IDの確認 

再び、対策 ID 一覧画面を開きます。 

 

画面上の「対処動作」列に「試行」と表示された対策 ID の版数があることを確認します。 

「受入済みバージョン」から追加・変更のあった対策 ID の最新版数が「試行」と表示されています。 

 

最新状態を確認するには「定義情報の再取得」ボタンを押下します。 

画面の操作方法は「対策ID一覧画面」をご参照ください。 

 

 

(4) 受入評価の実施 

保護対象 Web サイトにアクセスし、過剰検知の有無を確認します。 

 

過剰検知は、対象の対策 ID(版数含む)に関する監査ログの記録で判断します。 

監査ログは運用管理コンソールの監査ログ一覧画面で確認できます。 

画面の操作方法は「監査ログ一覧画面」をご参照ください。 
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過剰検知があれば、下記のいずれかの対処を行います。 

・ 対象の対策IDの過剰検知する版数は使用しない。 

「対策ID一覧画面」で、該当対策 ID の過剰検知しない版数を利用するよう設定します。 

※指定できる版数が存在する場合に限ります。 

・ 対象の対策IDそれ自体を使用しない。 

「対策ID一覧画面」で、該当対策 ID の対処動作を「disable（無効）」に設定します。 

・ 対象の対策IDに検査条件を追加して動作を制限する。 

「チェック対象外定義画面」で、該当対策 ID のルールをチェック対象外に設定します。 

 

 

(5) 管理ノードへの適用 

受入評価を終えた脆弱性対策定義を「受入済み」とします。 

運用管理コンソールのノード設定(全般)画面より、logic.accepted_version プロパティの「変更」ボ

タンを押下し、ノード設定編集画面を開きます。 

手順(4)で受入評価した「最新定義バージョン」を指定することで、これ以降にダウンロードされた

バージョンは「受入未実施」の状態となります。 

 

また受入評価以降にダウンロードされた脆弱性対策パッケージが使用されないようにします。 

ノード設定(全般)画面より、logic.unaccepted_action プロパティの「変更」ボタンを押下し、ノード設

定編集画面を開き、「disabled」を設定します。 

 

設定後は設定内容を管理ノードに適用します。 

画面の操作方法は「ノード設定画面」をご参照ください。 

 

 

(6) 受入れ済みの脆弱性対策定義のバージョン確認 

運用管理コンソールの対策 ID 一覧画面を開きます。 

画面上の「受入れ済みバージョン」が手順(3)で設定したバージョンであることを確認します。 

 

最新状態を確認するには「定義情報の再取得」ボタンを押下します。 

画面の操作方法は「対策ID一覧画面」をご参照ください。 
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適用前の状態への戻し 
 

本節では、受入れた脆弱性対策定義に問題が生じた際の戻し手順を説明します。 

本手順を実施することで、次の動作を実現します。 

 

・ 脆弱性対策定義の１つ前のバージョン（受入れる前の状態）に戻す。 

 

重要 

 

状態を戻すためには、下記を満たす必要があります。 

➢ 戻す対象の脆弱性対策パッケージが世代管理（保持）されていること。 

➢ 運用管理コンソールの画面から問題が生じる前の設定に戻せること。 

（またはSiteShell動作定義ファイル、脆弱性対策設定ファイルを手動でバックアップしてお

き、設定ファイルごと手動で戻すことも可能です） 

 

 

 

(1) 管理ノードへの適用 

運用管理コンソールのノード設定(全般)画面より、logic.accepted_version プロパティの「変更」ボ

タンを押下し、ノード設定編集画面を開きます。 

「受入評価および適用」の手順(5)で変更した「受入済みバージョン」を戻します。 

 

設定後は設定内容を管理ノードに適用します。 

画面の操作方法は「ノード設定画面」をご参照ください。 

 

 

また「受入評価および適用」の手順(4)で過剰検知の対処を行った場合は、その設定も戻します。 

 

 

(2) 受入れ済みの脆弱性対策定義のバージョン確認 

運用管理コンソールの対策 ID 一覧画面を開きます。 

画面上の「受入れ済みバージョン」が手順(1)で設定したバージョンであることを確認します。 

 

最新状態を確認するには「定義情報の再取得」ボタンを押下します。 

画面の操作方法は「対策ID一覧画面」をご参照ください。 
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