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第1章 イントロダクション 

この章ではWebtitanアプライアンスの概要が説明されています。 
 

1.1 WebTitanの概略 

Webtitanは、マルウエアやスパイウエア、その他フィッシング、ウイルス等のような脅威から、社内のデータ

を守る機能を装備したインターネットモニター製品です。 
また、ユーザーポリシー・ブラウジングツールによって、社内におけるインターネット閲覧ポリシーを厳守さ

せる事もできます。 
 
Webtitanの特徴： 
 
 プロキシーサーバとキャッシュを含む 
 URLフィルタリング： 事前に定義された53カテゴリー、カスタマイズ可能なカテゴリの生成可能。 
 ユーザー・グループベースの個別ポリシーエンジン 
 コンテントコントロール 
 アプリケーションコントロール 
 アンチウイルス防御 
 簡単なダウンロード、インストレーション 
 プラグアンドプレイ・ソリューション 
 高度な効果的ウエッブフィルターリング能力 
 ISOとVMwareオプション 
 セットアップに30分以内 
 ウエッブベース管理画面 
 ユーザーアクティビティーに関した複数の自動レポート機能 
 URLフィルター、アンチウイルス定義ファイルの自動アップデート、OSの自動ダウンロード、および

システム自動バックアップ 
 LDAPインテグレーション 
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第2章 アプライアンスのセットアップ 

この章では、Webtitanアプライアンスのセットアップ方法、GUIインターフェイスを使った設定変更方法が説

明されています。 
 

2.1 ライセンスのインポート方法 

 
 

図-2.1 
 
Webtitanのライセンス（正規ライセンス、評価ライセンス）をロードするまでは次には進めません。 
 
「インポートするライセンスファイルを選択」オプションリンクをクリックしてWebtatanライセンスを選択し、

右側の「インポート」ボタンをクリックします。 
ライセンスファイルは、事前に電子メールによって配布された.keyfファイルです。 
 
ライセンスをインポート後、システム設定＞ライセンスタブ上の情報には現在ロードされたライセンスキーの

情報が表示されています。 
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2.2 システム設定>ネットワークの設定 

2.2.1 システム詳細 

 
図2-2-1 

 
ホスト名はWebTitanアプライアンスのショート名（FQDN名ではない）。変更後は保存ボタンをクリックして

おいてください。 
 
 

2.2.2 ネットワーク構成 

 
図2.2.2 

 
ネットワーク構成セクションには以下の項目があります。 
 

項目 説明 
IPアドレス WebtitanアプライアンスのIPアドレス 
サブネットマスク ネットワークセグメントのサブネットマスク 
デフォルトルート デフォルトルートのIPアドレス 

 
 
 

2.2.3 DNS設定 

 
図2.2.3 

 
ドメインネームシステム（DNS）はホスト名を確認するインターネット上の分散型データベースシステムです。

DNSはIPアドレスをFQDNと呼ばれるアルファベット文字列のホスト名に変換します。 
DNS設定には次の項目を設定します。 
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エントリー 説明 
ドメイン名 WebtitanアプライアンスのIドメイン名 
DNSサーバー プライマリDNSサーバーとセカンダリDNSサーバーのIPアドレス。 

プライマリDNSサーバーはWebTitanアプライアンスがアクセスできる最速

のDNSサーバーを定義すべきです。追加ボタンをクリックして登録してくだ

さい。 
 
変更後の登録は「保存」ボタンをクリックします。 
 
 
 

2.2.4 Emailサーバー設定 

 
図2.2.4 

 
WebTitanからの通知メールは、定義されたSMTPサーバーを使用して定期的に送信されます。 
 

エントリー 説明 
SMTPサーバー Webtitanが送信する通知メールで使うSMTPサーバー 

 
WebTitanは、ユーザーが閲覧したときアクセスの拒否があった場合や、シス

テムのアップデートがあり、インストレーション可能であった場合を知らせ

る場合に通知メールを送信します。送信先のEメールアドレスはポリシーセク

ション＞フィルターポリシー内のポリシー編集＞通知で定義された宛先とな

ります。- 
通知間隔 定義されたメールアドレスに送信される周期。このオプションは15分、30分、

１時間、２時間毎に設定できます。デフォルトは15分毎。 
 
変更後の登録は「保存」ボタンをクリックします。 
 
 

2.2.5 スタティックルート  

 
図2.2.5 

 
もし複雑なルーティングが必要な場合、ルーティングテーブルに経路情報の追加ができます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：スタティックルートは通常では必要ありません。。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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スタティックルートセクションでは、既に定義されている経路情報が表示されています。これに追加したい経

路情報があれば、経路情報を入力後「追加」ボタンをクリックします。 
 
スタティックルートに必要な情報としては、 

項目 説明 
宛先タイプ このドロップダウンリストで、スタティックルートがネットワークサブネッ

トか、またはホストアドレスかを決めます。 
宛先 ルーティングが必要な宛先ホスト、あるいはネットワークのIPアドレス 
マスク 宛先ホストあるいはネットワークのサブネットマスク 
ゲートウエイ ゲートウエイのIPアドレス 
アクティブ 有効にするかしないかのチェックボックス 

 

現在のスタティックルート情報を編集したい場合、 アイコンをクリックして下さい。 

スタティックルート情報を削除したい場合、 アイコンをクリックします。 
 
 
 
 

2.3 認証方法の定義 

 
図2.3 

 
外部からWebTitanにアクセスする前に、ユーザーの認証するための定義をこのセクションで行います。 
 
デフォルトでは、認証は無効となっており全てのユーザーは認証無しでWebTitanにアクセスできます。認証が

無効の場合、フィルタリングは「デフォルトフィルタリングポリシー」によって決まります。 
 
認証方法の選択と有効にするには、「有効」ボタンをクリックします。この場合、ポリシータイプドロップダ

ウンメニューのリストが↓矢印クリックで表示されます。このリストによって、ご希望の認証方法を選択する

ことができます。 
WebTitanにおける現在可能な認証方法は； 
 
 IPベース認証： この方法はユーザーはIPアドレスにマップされます。この方法を用いる事によって、

WebTitanのプロキシー要求としては、ユーザーポリシーに定義されているIPアドレスからのプロキシ

ー接続要求のみに答えます。この認証方法はエンドユーザに透過的です。「ユーザー＆グループ」の

ユーザーセクション内のIpアドレスとユーザーのマッピング方法をご参照下さい。 
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 LDAPベース認証： LDAPデータベースに対してのLDAPユーザー認証。「ユーザー＆グループ」のユ

ーザーセクションにおけるLDAPデータベースからのユーザーのインポート方法をご参照下さい。

WebTitanが未認証クライアントからの要求を受け付けた場合、LDAPユーザー名とパスワードを問い合

わせ、LDAPサーバーはユーザーが正当なユーザーであるかを確かめます。ユーザーが不当な場合には

インターネットにブラウジングできません。 
 
 IPとLDAPベース認証: この認証方式はIpベース認証とLDAPベース認証の両方を使用するものです。

もしユーザーポリシーに接続元のIPアドレスが登録されていた場合、このプロキシー要求に答え、そう

でなければLDAP認証が使用されます。 
 
 NTLMベース認証： NT LANマネージャー（NTLM）方式は別のWebフィルター認証によるものです。

この場合は、エンドユーザには透過的となります。もしWebTitan内のユーザーがNTLM認証に会わな

いユーザーであれば「Default」ポリシーが適用されレポートには「GDefault」と表示されます。 
 
 IPとNTLMベース認証： この認証方式はIPベース認証とLTML認証の両方を使用するものです。もしユ

ーザーポリシー内に接続されるIPアドレスを含んでいた場合には、プロキシー要求は自動的に応じられ

ますが、さもなければWebTitanはNTLM認証が使用されます。 
 

IPとLDAPベース認証方法における選択項目； 
項目 適用場所 説明 
IPセッション有効 IPとLDAPベース認証 LDAPベース認証またはIPとLDAPベース認証を選択

した場合、このオプションでは「IPセッション有効」

が使えます。有効または無効にするには有効/無効ボタ

ンをクリックします。 
IPセッションTTL(分) IPとLDAPベース認証 このテキストボックスは、認証に必要な残存時間

（Time to Live(生存時間)）を定義します。TTL時間を

過ぎると認証のセッションは時間切れとなります。 
 
IPベースの認証においては、TTLはデフォルトで30分
固定です。LDAPベース認証では、ユーザーは最初に

LDAPで一度認証されれば、TTLまで接続元のIPアドレ

スからの認証が持続されます。 
 

ベーシック認証数 IPとLDAPベース認証 LDAPベース認証か、またはIPとLDAPベース認証を選

択された場合、認証プロセスのリクエスト数を指定で

きます。多くのユーザーが存在する場合、この値まで

の全てのリクエスト数の認証ができます。デフォルト

は10。 
 
貴社のネットワークがNTLM認証サーバーを使用している場合、NTLMユーザーはWebTitanのWebフィルター

に対しての認証は透過的であり、マイクロソフト・Windowsの認証が使われます。NTLM認証を有効にするに

は、NTLMサーバーに対する次の項目を定義しなければなりません； 
 

項目 説明 
NYTドメイン名 Windows NTサーバーのドメイン名 
プライマリドメインコント

ローラ名 
プライマリードメインコントローラー名。これはLDAP/Active Directoryサ
ーバーのセットアップ時に定義されています。 

プライマリドメインコント

ローラIPアドレス 
LDAP/Active DirectoryサーバーのIPアドレス。 

バックアップドメインコン

トローラ名 
バックアップドメインコントローラー名。このドメインコントローラーは

プライマリーコントローラーが障害発生時に使用されます。 
バックアップドメインコン

トローラIPアドレス 
バックアップドメインコントローラーのIPアドレス。 

ユーザー名 LDAP/Active Directoryサーバーで定義された正しいユーザ名。￡はユーザ

名として許可されていません。 
パスワード LDAP/Active Directoryサーバーに登録されているユーザーのパスワード。

￡は使用できません。 
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NTLM認証数 NTLM認証プロセスの同時使用許可数。多くのユーザーが存在する場合、

この値までの全てのリクエスト数の認証ができます。デフォルトは10。 
 
 
 

2.4 プロキシー設定 

2.4.1 アプライアンスプロキシー 

 
図2-4-1 

 
WebTitanアプライアンスのプロキシーの設定は以下の通りです； 
 

項目 説明 
プロキシーポート番号 WebTitanプロキシーで使うポート番号。未使用のポート番号を指定してくだ

さい。デフォルトは8881です。 
X-Forwarded-Forヘッダー

有効 
X-Forwarded-ForヘッダーはHTTPプリキシー経由してWebサーバにアクセ

スする発行元クライアントIPを定義する標準的なヘッダーです。このオプシ

ョンが有効の場合、多段のProxy経由のアクセスであっても、Webサーバに

対してクライアンPCのソースIPアドレスを伝達できます。このオプションが

無効な場合、HTTPパケットログには最終段のプロキシーサーバのアドレス

しか記録されませんので、本当のソースIPアドレスがわかりません。デフォ

ルトではこのオプションは無効です。 
Viaヘッダー有効 このオプションが有効な場合、リクエストによるパストークンは記録されま

す。デフォルトは無効です。 
 
アプライアンスプロキシー設定の変更後は「保存」ボタンをクリックして下さい。 
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2.4.2 上位プロキシー 

 
図2.4.2 

 
WebTitanアプライアンスの上位プロキシーがある場合の設定ができます。セカンドプロキシーとして使用する

場合、「上位プロキシー有効」の有効ボタンをクリックして下さい。デフォルトでは上位プロキシーは無効と

なっています。 
上位プロキシーを有効とした場合、次の項目を定義する必要があります。 
 

エントリー 説明 
上位プロキシIPアドレス 上位プロキシーサーバのIPアドレス 
上位プロキシポート番号 上位プロキシーサーバののポート番号 
上位プロキシへのリクエス

ト転送 
上位プロキシーへ転送するトラフィックはドロップダウンリストによって

定義します。このオプションは、１－全てのトラフィック、２－選択したド

メイン、３－選択したドメイン以外の全ての中から選択します。デフォルト

では「全てのトラフィック」です。２と３に関しては「選択したドメイン」

名を下段のテキストボックスに入力しておきます。 
選択したドメイン ここで定義されているドメイン名、およびこのドメイン名以外を上段の転送

するトラフィックの種類選択（２と３）で使用します。ドメイン名を入力後、

「追加」ボタンをクリックして登録します。登録済みのドメイン名を削除し

たい場合には、該当ドメイン名の右側のXをクリックしてリストから削除し

ます。 
 
上位プロキシーを無効にしたい場合には、「無効」ボタンをクリックします。 
上位プリキシーセクションでの変更があれば、「保存」ボタンをクリックしておきます。 
 
 
 

2.4.3 Transparent Proxy / WCCP 

WebTitanはシステム設定＞プロキシタブから「WCCP/Transparent Proxy」を有効にする事によって、プロキ

シーを透過的に扱うことができます。Transparent ProxyにおいてはルーターのIPアドレスは必要ありません。 
 

 
図2.4.3 
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外部からWebTitanへのネットワークトラフィックは、ネットワーク装置か、またはクライアントブラウザーに

よるWebTitanをデフォルトゲートウエイとして設定するかの何れかによって方向を決めかねればなりません。 
 
WebTitanを、WCCPバージョン2を使ったシスコルーターのWCCPに連結させるには、システム設定＞プロキ

シタブにおいて「Enable WCCP/Transparent Proxy」を有効（オン）にします。WCCPが有効になった後、

WCCPが使用できるシスコルーターのIPアドレスを入力します。 
 

 
図2.4.3.1 

 
 
 
 
有効ボタンクリック後、次の項目を入力します。 

項目 説明 
IP Address of Router (for 
WCCP only) 

使用したいシスコルーターのIpアドレス 

 
Transparent Proxy/WCCPを無効にしたい場合、無効ボタンをクリックします。 
Transparent Proxy/WCCPセクションでの変更があれば、「保存」ボタンをクリックしておきます。 
 
 
 

2.5 キャッシュ設定 

 
図2.5 

 
WebTitanアプライアンスのキャッシュ設定はこのセッションで行います。パフォーマンス向上のために

WebTitanのキャッシュを有効にするには、「有効」ボタンをクリックします。デフォルトでは、有効となって

います。無効にするには「無効」ボタンをクリックして下さい。 
 
キャッシュ用のディスク容量は、WebTitanが搭載しているハードディスクによって決まります。次の表はキャ

ッシュ容量がどのように配置されるかを示したものです 
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WebTitanディスク容量 キャッシュ用に配置される容量 
＞10GB 75% 

1GB～10GB 50% 

＜1GB 100MB 
 
ャッシュのクリアーとディスク容量の開放は、「クリア」ボタンをクリックして下さい。 

ャッシュを有効にした場合、特定のドメイン名に対してはキャッシュを回避できます。例えば、コンテンツ

ャッシュプロキシーセッションでの変更があれば、「保存」ボタンをクリックします。 

キ
 
キ

の変更が早いウエッブサイト等ではキャッシュを無効としたいところです。このようなウエッブサイトではキ

ャッシュを回避する為に、「キャッシュを行わないドメイン」ボックスに該当ドメインを登録してください。 
 
キ
 
 

2.6 ウエッブブラウザーでWebTitanにアクセスする（自動設定） 

 
図2.6 

 
ステム設定＞自動設定セクションによってウエッブブラウザーによってWebTitanのアクセスに誘導できま

つの方法で可能です； 
行う。 

キシーサーバーを自動検出する。 
しておく。 

の２つの方法では、wpad.datファイルを使います。導きたいURLを含むwpad.datを生成できます。Wpad.dat

度wpadファイルをWebTitanに保存すると、ブラウザのプロキシー設定で 

エッブブラウザのプロキシー設定を「プロキシー自動検出」とした場合、DNSサーバの設定変更が必要であ

0.0.0.131 WPAD 

シ

す。 
次の１

 プロキシー設定を手動で

 ネットワーク（ＬＡＮ）上でプロ

 ネットワークプロキシー設定を含むwpad.dat ファイルにURLを準備
 
後

ファイルを作成するには、「編集」ボタンをクリックし内容を編集します。ここでコピー・ペーストが使用で

きるので、他のPCで編集後、コピーペーストでこちらに貼り付け後「保存」ボタンをクリックします。 
 
一

http://webtaitanのIPアドレス/wpad.datと指定してください。 
 
ウ

り、WPADエントリーのエリアスを設定します。例えば、DNSに次のエリアスを加えます。 
 
1
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2.7 時刻の設定 

 

 
図2.7 

 
 

日時・時刻セクションにおいてWebTitanアプライアンスの日時を設定します。 
項目 説明 
タイムゾーン WebTitanアプライアンスが設定される場所のタイムゾーンをドロップダウンリス

トから選択します。 
NTP ドロップダウンリスト内の「NTPサーバーを使用する。。」、または「使用しない」

を選択します。デフォルトではNTPサーバを使用しない（手動時刻設定）。 
日付 NTPサーバを使用しない場合、現在の日を設定。 
時刻 NTPサーバを使用しない場合、現在の時間を設定。 

 
NTPサーバーの時間とすぐに同期を取りたい場合、「NTP同期」ボタンをクリックして下さい。 
このセクションの設定変更後は、「保存」ボタンをクリックします。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：VMWare版のWebTitanの場合には、NTP同期は正しく動作しません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

2.8 管理者のパスワード設定 

 
図2.8 
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設定＞パスワード変更セクションでは、WebTitanにログインする管理者のパスワードを、次の手順で変更でき

 
２、変更したい新しいパスワードを「新しいパスワード」テキストボックスに入力する。 
３、新しいパスワードを再度「新しいパスワード再入力」テキストボックスに入力する。 

 ４、最後に「保存」ボタンで完了です。 
 

2.9 インターフェイス設定 

2.9.1 WebTitanインターフェイス設定 

ます。 
 
 １、現行のパスワードを「現在のパスワード」テキストボックスに入力する。

 

 

 
図2.9.1 

 
ンターフェイス設定セクションによって、WebTitanのユーザーインターフェイスを決める事ができます。 

項目 説明 

イ

次の項目を編集できます。 
   

ロゴ 管理画面の左上側に常時表示されるロゴ画像 
新しいロゴの読み込み ロゴ画像の変更。「参照」をクリックして変更したい画像を選択後、「保存」

ボタンクリックでロゴ画像が変更されます。 
GUIタイムアウト（分） WebTitanの管理者でログインした時にログオフされるタイムアウト時間。デ

フォルトでは30分です。 
デフォルトにリセット インターフェイス設定を初期状態にリセットします。 
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2.9.2 アクセス拒否ページ 

 
図2.9.2 

 
ユーザーがWebTitnaをプロキシーとして使用した場合、アクセス拒否された時に表示されるHTMLコードです。 

HTMLコードを編集してください。 
編集後のアクセス拒否ページは下側のプレビューボックスで確認できます。
 
 
 
 

2 ） 

ebTitanではSSL認証を使ってGUIのHTTP通信を暗号化できます。次のどちらかのSSL認証ができます。 
 SSL認証局が発行する認証キーを使用する。 
 自己認証を使用する。 

 
自己認証も、認証局から正規に認証キーを購入した場合でもセキュリティー上同等ですが、ユーザーがブラウ

ザでHTTPSを使う時に、「未証明の認証（認証局より正規に購入したものではない）」といったワーニングメ

ッセージが表示されます。 
 
このような自己認証が故に表示されるワーニングメッセージを回避する為に、認証局より信用された認証キー

を購入する事ができます。信用された認証キーは、サイトの身元の証明ができているためにワーニングメッセ

ージが表示される事はありません。 
 

「編集」ボタンをクリックして

 

.10 SSL（認証

 
W
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自己認証を含め、全ての認証証明書を読み込むと、「インストール済み署名証明書」セクションのリストに表

示されますので、右側のオプション欄の アイコンをクリックして内容を確認できます。この証明書を削除

したい場合、 アイコンをクリックして下さい。 
 
次のアクセスタブに移動してHTTPSを使用した閲覧ができるようになります。 
 

2.10.1 CSRの生成 

 
図2.10.1 

 
証明書サインのリクエスト（CSR）、または自己認証を生成するには、CSR生成セクション内の次の情報を入

力しなければなりません。 
 

項目 説明 
コモンネーム WebTitanｗ-GUIにURLアクセスするFQNドメイン名、WebTitanサーバ名に正確に

.exsam一致しなければ、アクセス時にワーニングが出ます。例：webtitan ple.com 
組織名 貴社の会社名または組織名 
部門名 貴社、または組織の部門名 
市区町村名 貴社、または組織の存在する市、町名 
都道府県名 貴社、または組織の存在する都道府県名 
国名 貴社、または組織の存在する国名。２文字で表示。例えばUSやJA等 

 
上記項目を入力後、証明書認証局へ送るための認証証明書を生成する為には、CSR生成セクションのCSR作成

「実行」ボタンをクリックしますと、CSRがテキストボックスに生成されます。作成された文字列を正確にコ

ーし、証明書認証局（CA）に送ってください。その後、CA局より認証キーが送られてきますので、証明書

済み署名証明書」セクションに登録されています。 

ピ

のインポートセクションにおいて、「証明書をPEMからインポート」を「インポート」してください。自己認

証キーを含め、全てが読み終わると、「インストール
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2.10.2 証明書のインポート 

設定＞SSLセクションにおいて 

 
図2.10.2 

 
CA局から認証された証明書が帰ってくると、WebTitanの証明書のインポートセクションにおいて「証明書を

PEMからインポート」でインポートできます。「参照」ボタンで選択して「インポート」ボタンで読み込ませ

ます。 
 
自己認証キーを含め、全てインポートが完了するとインストール済み署名証明書セクションにリストされてい

るのが確認できます。 

 
図2.10.2.1 

 
 

2.11 WebTitanアクセス設定 

 
図2.11 

 
アクセスセクションでは、WebTitanアプライアンスへのアクセス設定を行います。次の項目の設定ができます。 
エントリー 説明 
ポート WebTitanへのHTTPアクセスのポート番号。デフォルト80番 
HTTPS HTTPSを許可する。「有効」ボタンクリックでONとなるので「保存」をクリック。ポート

番号と、証明書のインポートはドロップダウンより事前に登録された認証（自己認証、CA
局）を選択してください。デフォルトではHTTPSはオフです。 

ポート HTTPSがオンの場合、ポート番号。デフォルトでは443番。 
証明書 HTTPSがオンの場合、認証方法（自己認証あるいはCA局の認証）をドロップダウンリスト

から選択します。 
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2.12 WebTitanの設定のバックアップ 

 
図2.12 

 
バックアップセクションでは、次の作業が行われます。 
 
 現在のWebTitanの設定をバックアップファイルに書き出し。 
 事前にバックアップされたバックアップファイルをWebTitanに読み込み。 
 WebTitanの設定を定義されたスケジュールでバックアップ。 

在の設定を書き出しするには、「バックアップをエキスポート」:の「開始」ボタンをクリックします。 
内に表示されます。このバックアップファイルは圧縮Tar
リックして下さい。 

 
バックアップファイルの読み込みは、「インポートするバックアップファイルの選択」リンクをクリックして、

事前にバックアップされたxxxxx.tar.bz2ファイルを選択し、「インポート」ボタンで読み込ませます。 
 
スケジュールバックアップを定義するには、スケジュールバックアップセクションで「有効」ボタンをクリッ

クします。 
デフォルトでは、スケジュールバックアップはオフです。スケジュールバックアップに必要な項目としては； 

項目 説明 

 
現

バックアップファイルの名前がダイアログボックス

ファイルです。「OK」ボタンが出てきますのでク

頻度 バックアップする周期をドロップダウンメニューから選択します。毎日/週/月から選

択できます。 
時 ドロップダウンメニューから0～23時を選択できます。 
分 ドロップダウンメニューから0～59分を選択できます。 
曜日 頻度で毎週が選択された場合、ドロップダウンメニューからMonday～Sundayを選択

できます。 
日付け 頻度で毎月が選択された場合、1～31日を選択できます。 
FTPサーバー FTPサーバーのホスト名（ アドレス）を入力します。 またはIP
FTP  FTPログイン  ログイン名 のユーザー名

FTPパスワード FTPログインのユーザー名に対するパスワード 
FTPロケーション   ログインユーザーのホームディレクトリ内のバックアップ用ディレクトリ名

 
ス ルバッ
 
 

ケジュー クアップ設定が終わると「保存」ボタンをクリックして下さい。 
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2.13 シスログメッセージ 

 
図2.13 

全てのシステムログはWebTitanのsyslogを使用してローカルログファイルとして書き込まれています。シスロ

 

リモートシスログア

イスログサーバー、アク

のシスログデーモンへ送信するメカニ

す。 

、リモートシスログセクション上のス

クセスログは、WebTitan リクエスト等でアクセス出来た、出来なかった等のIリクエスト元のP

ー経由で外部に吐き出されます。アクセスログサーバー上のリモートシスログサーバを有効にす

 
 

2.14 シャットダ スタート 

 

グは、IPネットワークにおいてはログメッセージを転送する標準的なものです。
 
リモートSyslogセクションでは、リモートシスログサーバーインターフェイスを使って、

クセスサーバーへログメッセージを送信します。リモートシスログは、インターフェ

セスログサーバーからのログファイルを、リモートシスログサーバー上

ムです。これはログ情報の監視や解析に非常に有効なツールとなりまズ
 
インターフェイスログは、ポリシー変更、ログイン時間、ユーザー追加等でWebTitanのGUIアクセス監視など

の痕跡を残します。インターフェイスログは「インターフェイス」セクションで見ることができます。 
ンターフェイスログサーバー上のリモートシスログを有効にするにはイ

テータスフィールドの有効ボタンをクリックします。 
 

の全てのURLア

アドレスを含む軌跡を残しています。アクセスログファイルは、WebTitan内には保存されず、唯一リモートシ

スログサーバ

るには、リモートシスログセクションのステータスをオン（有効ボタンクリック）とします。 

ウン/ リ

 
図2.14 

 
ebTitanアプライアンスの停止/再起動は、シャットダウン/リスタートセクションでできます、稼働時間フィ

ールドにはアプライアンスが稼働した日数・時間を表示しています。このセクションではまた平均負荷（１分、

５分、１５分間における）を表示させています。この値が５より大きい場合、システムは過負荷状態となって

います。 
 
WebTitanを再起動、または停止させたい場合、セクション選択ドロップダウンメニューからログアウト、シャ

ットダウン、リスタートの何れかを選択してください。 

W
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第3章  ユーザーとグループの設定 

この章ではWebTitanアプライアンスのユーザーとグループの設定について説明されています。 

3.1 LDAPサーバーへの追加、編集 

 

 
図 3.1 

 

LDAP サーバーセクションでは、システムに追加する LDAP サーバーが表示されています。 

LDAP サーバーを追加した時、その LDAP サーバーに関連したユーザーとグループをインポートできます。 

 

既に登録済みの LDAP サーバーの設定を編集するには、オプションカラムの アイコンをクリックしますと、

LDAP サーバーの編集ダイアログが表示されますので、設定内容を編集してください。LDAP サーバーの登録を

削除したい場合、オプションカラムの アイコンをクリックします。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 ご注意：LDAPサーバーを削除する時、関連するユーザーとグループもまた削除されます。  
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

て下さい。「LDAP サーバーの追加」ダイアログが表示さ

 

 

 

LDAP サーバーを追加する時、追加ボタンをクリックし

れます。 
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図 3.1.1 

項目 説明 

 

LDAP サーバーの各設定項目と編集については以下の内容になっています； 

LDAP サーバー LD サーバー名 AP

ベースエントリー(DN) LDAP サーバーを識別する名前。ベースエントリーは LDAP ディレクトリ検

索の開始点となります。例えば、dc=rainbowx, dc=net 

サーバーログインユーザー LDAP サーバーにアクセスするユーザー名。￡文字は使用できません。 

サーバーログインパスワード LDAP サーバーにアクセスするユーザ名のパスワード。￡文字は使用でき

ません。 

Enable-multi-domain 

support

貴社のネットワーク内の複数のマイクロソフトドメインからのユーザー

 を認証することが出きるかどうか。チェックボックスをクリックして可

否を選択します。 

LDAP サーバータイプ このドロップダウンメニュー内で、OpenLDAP、アクティブディレクトリ

サーバー、あるいはノベルディレクトリーの何れかを選択します。 

グループインポート無効 このチェックボックスで、LDAP サーバーからユーザーを含むグループの

読み込みを無効にできます。 

周期的インポート有効 LDAP サーバーからの周期的な読み込みを有効にする事ができます。有効

にした場合、WebTitan は LDAP サーバー上のユーザー、グループの追加、

削除などの更新ができます。 

インポート頻度 このチェックボックスは、「周期的インポート」が有効な場合の頻度を、

ドロップダウンメニューから選択できます。 

 

LDAP サーバーの編集が終了すると「保存」ボタンをクリックして下さい。編集を取り消したい場合は「キャン

セル」ボタンをクリックします。 
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3.2 LDAPサーバーからユーザーの読み込み 

LDAPサーバーを定義すると、ユーザーを読み込む事ができます。LDApサーバーからユーザーをインポートす

るには、LDAPサーバーを選択（チェックボックス）し、インポートしたいユーザーを選んで「インポート」

ボタンをクリックします。インポートが終わると、ユーザーセクション内に新たにユーザーが追加されていま

す。 

 

3.3 ユーザの追加 

ユーザー＆グループ＞ユーザーより 
 

 
図3-3 

 
ユーザーセクションでは、アプライア

あたりの項目数」ドロップダウンリストにおいて１ページに表示されるユーザー数を決める事ができます。 

あ 場合

ンスに現状で登録されているユーザーが表示されています。「ユーザー

るユーザーの情報を編集したい 、オプションカラムの アイコンをクリックして下さい。「ユーザー

編集」ダイアログが表示されます。ユーザーを削除したい場合には、オプションカラムの アイコンをクリ

ッ ユーザー

加」ダイアログが表示されます。 
 

クします。リストに新しい を追加したい場合には、「追加」ボタンをクリックすると「ユーザの追
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図3.3.1 

 
「ユーザーの追加」と「ユーザーの編集」における入力項目は次の通りです； 
 

項目 説明 
ユーザー名 ユーザー名 
氏名（フルネーム） ユーザーのフルネーム 
説明 ユーザーの簡単な説明。例えば、役職など 
LDAPによる管理 ユーザーがLDAPサーバーから読み込まれたかどうかを確認する、読み込み専用の

表示項目 
IPアドレス ユーザーのIPアドレス。IPアドレスを追加するには、IPアドレス入力後、「追加」

ボタンをクリックします。追加されたIPアドレスは下のリストボックスに登録さ

れます。削除したい場合には、該当のIPアドレスの アイコンをクリックして

下さい。 
グループ 事前に定義されたグループにユーザーを追加する場合、「ユーザーの追加」ダイ

アログのグループ項目の「利用可能」リスト内の、該当グループを選択し、右側

の「選択済み」ボックスにドラッグしてください。ユーザーが希望するグループ

に属する事になります。グループからユーザーを削除するには、「選択済みリス

ト」の アイコンをクリックします。グループはユーザー＆グループセクショ

ンのグループタブに定義されています。 
 
編集が終わると、保存したい場合には「保存」ボタン、取り消したい場合には「キャンセル」ボタンをクリッ

クして下さい。 
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3.4 グループの追加、編集 

 

 
図3.4 

 
グループセクションでは、現在定義されているグループが表示されています。１ページあたりの項目数ドロッ

プダウンメニューでは１ページに表示されるグループの数が設定できます。 
 
グループを追加するには、「追加」ボタンをクリックして下さい。グループプロパティーの設定ダイアログが

表示されます。 
 

 
図3.4.1 

 
各項目は以下の通りです； 
 

項目 説明 
名前 グループの名前。 
説明 グループの簡単な説明、例えば、管理者。 
無効グループ このチェックボックスが選択されていると、このグループは無効となる。 
LDAPで作成 LDAPサーバーから読み込まれたものかどうかを示す。 
フィルターポリシー このグループに適応されるポリシー。既に定義済みのポリシーをドロップダウン

メニューから選択します。 
 
「グループプロパティーの設定」の各項目の設定/編集が終了すると、「保存」ボタンをクリックしておきます。

取り消したい場合には」「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。 
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既に存在しているグループの編集は、右側のオプションカラムの アイコンをクリックします。また、グル

プのメンバーを見たい場合には、オプションカラムのー アイコンをクリックして下さい。 
グループメンバーダイアログには、グループに所属するユーザーがリストされています。例えば、Sin bin グ
ループには既に登録済みのユーザーがリストアップされています。１ページあたりの項目数ドロップダウンメ

ニューは１ページに表示されるユーザー数の指定ができます。このダイアログを閉じたい場合は、「キャンセ

ル」ボタンをクリックして下さい。 

グループの削除は、 アイコンをクリックします。 
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第4章  ポリシーとフィルターの定義 

シーの追加、編集 

この章ではどのようにしてインターネットアクセスのポリシー、コンテンツフィルターを定義するかや、Web
カテゴリーをどのように働かせるかを説明しています。 

4.1 フィルタリングポリ

 
図4.1 

 
フィルタポリシーページでは、既に定義されているフィルタポリシーのリストが表示されています。説明欄に

は、ポリシーの簡単な内容が表示されています。１ページあたりの項目数ドロップダウンメニューにおいて、

１ページに表示されるポリシーの数を決める事ができます。 
 

ポリシーを編集するには、オプションカラムの アイコンをクリックします。ポリシーを削除したい場合は、

アイコンをクリックして下さい。追加したい場合には、「ポリシー追加」ボタンをクリックします。 
 
既に存在するポリシー(ダブルクリック)、あるいは新規に作成する場合（Create New Policy）、次の項目を入

力しなければなりません。 
 

4.1.1 名前 

 
図4.1.1 

 
項目 説明 
名前 ポリシーの名前 
説明 ポリシーの簡単な説明 
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4.1.2 業務外時間

 

 
図4.1.2 

 
業務時間外タブは、業務時間外（XX時～ZZ時までと設定）においてWebTitanポリシーを適用させる事によっ

て通常時間のポリシー適用と時間外のポリシー適用を区別するために設定します。例えば、業務時間外では適

用させるとか、させないとか。業務時間外 以外は通常の業務時間とします。 
 
業務時間外におけるポリシーを設定するには、「追加」ボタンをクリックします。デフォルトの設定は以下の

とうりです。 

 
図4.1.2.1 

 
このダイアログの各項目は； 

項目 説明 
名前 業務時間外の任意の名前 
曜日 業務時間外として定義する１週内の曜日。「全て」は全ての曜日 
開始時間 業務時間外として開始時間。ドロップダウンメニューから時間と分を選択します。

終了時間 業務時間外として終了時間。ドロップダウンメニューから時間と分を選択します。

 
設定がおわると「保存」ボタン、取り消したい場合は「キャンセル」をクリックします。 
 

既存の業務時間外のポリシーを編集するには、オプションカラムの アイコンをクリックします。削除した

い場合は アイコンをクリックして下さい。 
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4.1.3 カテゴリー 

 
図4.1.3 

ポリシー＞フィルターポリシー＞で「ポリシー追加 は既存のポリシー（例えばDeny everything）のオ

ションカラムのXアイコンクリックで編集時、カテゴリータブ選択した時の表示では、各カテゴリー項目に

たい場合、次のように設定し

す。 

 
」あるい

プ

おける挙動が業務時間内、外の有効（緑○）、無効（赤○）で表示されています。 
カテゴリを許可したい場合―緑、許可したくない場合赤○に変更してください。URLは１つ以上のカテゴリー

に属しています。 例えば、カテゴリ「ギャンブル」を業務時間内には拒否させ

ま
 

 
図4.1.3.1 

 
ポリシーのカテゴリーを編集した場合には、「保存」ボタンをクリックしておきます。 
 
 

4.1.4 Webフィルター 

 
図4.1.4 
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に編集されたポリシーのフィルター機能を有効・無効にできます。Webフィルター

を有効にした場合、次のポリシーでWebTitanを通過するwebトラフィックをコントロールできます。 
 

項目 説明 

Webフィルタータブは、既

フィルター 有効ボタンをオンとすると、このポリシーに関連するインターネットアクセスが

フィルターされます。オフの場合全てのアクセスが可能です。 
全URLをブロック オンの場合、全てのURL閲覧は拒否されます。デフォルトはオフ。 
IPアドレスURLを 
ブロック 

有効ボタンをクリックした場合、IPアドレスによるURL参照は拒否されます。 
デフォルトはオフ。 

全HTTPSトラフィック

を許可 
業務時間内外におけるHTTPSトラフィックを許可します。緑○選択で許可、赤

○では拒否となります。 
未分類HTTPSトラフィ

ックを許可 
業務時間内外における未分類ウエッブサイトへのHTTPSトラフィックを許可し

ます。緑○選択で許可、赤○では拒否となります。未分類ウエッブサイトとは、

新しかったり、カテゴリデータベースにまだ未登録のサイトのことです。 
未分類トラフィックを

許可 
業務時間内外における未分類ウエッブサイトへのHTTPトラフィックを許可し

ます。緑○選択で許可、赤○では拒否となります。未分類ウエッブサイトとは、

新しかったり、カテゴリデータベースにまだ未登録のサイトのことです。 
URLコンテンツフィル

タ有効 
このオプションは、URLにフィルターセクション（フィルター＞コンテンツ）で

定義された特定のコンテンツ（ワード）が含まれているかどうかを調べます。も

し特定のコンテンツ（ワード）閾値を越えると、そのURLの閲覧は拒否されます。
 
URLコンテンツフィルターを有効にするには、「有効」ボタンをクリックして下

さい。無効にしたければ、「無効」ボタンをクリックします。 
 
このオプションが有効の場合、URLコンテンツ閾値テキストボックスが表示さ

ンテンツ＞コンテン

ツスコアで点数付けられています。 
URLにこれらの言葉が含まれている事を検出するたび、スコアはカウントアップ

ます。多くの時間で同じ言葉（定義されている）が使用されている場合、こ

 
閾値テキストボックスは、コンテンツフィルターで検知し、処置するためのスコ

ア合計の閾値を定義します。 

れています。各々の言葉あるいは言葉使いはフィルター＞コ

され

の言葉のスコアとしては、検知される度にカウントされます。

ページコンテンツフィ

ルタ有効 
このオプションは、フィルターセクションで定義された特定のコンテンツを

Webページ内で存在するかどうかを監視するものです。もし特定のコンテンツ

内に閾値を越える内容がけんちされると、このページは閲覧拒否されます。 
 
ページコンテンツフィルターを有効にするには、「有効」ボタンをクリックしま

す。無効にしたい場合は「無効」ボタンをクリックして下さい。デフォルトでは

このオプションはオフです。 
 
このオプションが有効の場合、「ページコンテンツ閾値」テキストボックスが表

示されます。各々の言葉、言葉使いはフィルター＞コンテンツ＞コンテンツスコ

アで点数付けられています。 
Webページにこれらの言葉が含まれている事を検出するたび、スコアはカウン

トアップされます。多くの時間で同じ言葉（定義されている）が使用されている

場合、この言葉のスコアとしては、検知される度にカウントされます。 
閾値テキストボックスは、コンテンツフィルターで検知し、処置するためのスコ

ア合計の閾値を定義します 
ページダウンロードサ

イズ制限有効 
このオプションが有効な場合、Webページのダウンロードサイズの制限を行い

ます。無効にしたい場合は「無効」ボタンをクリックして下さい。デフォルトで

はオフです。 
 
このオプションが有効の場合、最大ダウンロードサイズ（KB）テキストボック

スが表示されます。このボックスにダウンロードサイズの制限をキロバイトで書

き込んでください。ユーザーはこのサイズ以上のWebアクセスはできなくなり

ます。 
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ブロックせずログに Sin bin ユーザーには例外となるWebフィルタータブで定義された何らかの拒

をログ

ファイルに記録します。ユーザーにはワーニングメッセージは出ません。デフォ

ルトではこのオプションはオフです。

追加 否項目を検知しても、無効とする。オンにしたい場合「有効」ボタンをクリック

します。これはブロックすべきページを却下（許可）し、この状況の詳細

 
グループ名のみログに

追加 されません。 
このオプションは上記のオプションに似ていてます。 
ログファイルに記録されるのはグループのみでユーザー名は記録

 
デフ フィル

設定変更後は「保存」ボタンをクリックして、ポリシーのWebフィルター設定をぞ保存しておきます。 
 
 
 

4.1.5 ルタイプ

ォルトでは、Web ターは有効です。無効にしたい場合、「無効」ボタンをクリックして下さい。 

ファイ  

 
図4.1.5 

クセス可能なファイルタイプの選択ができます。この機能を有効
 
ファイルタイプタブでは、ア にするには、各

ファイルタイプをグリーンボ

選択してください。各種ファイルタイプの説明が表示されています。 
 
設定が終わると「保存」ボタンをクリックします。
 
 

4.1.6 セーフサーチ

タンで選択します。特定のファイルタイプを見させないようにするには、赤○を

 

 

 
図4.1.6 

 
サーチエンジンの優れたセーフサーチ機能が使用できます。

去するものです。  
また、 を選択すると、

トではオフとなっています。

変更があれば、「保存」ボタ
 
 

この機能は、検索結果からの不適切なサイトを除

セーフサーチドロップダウンメニューから「強」を選択します。

様々のサーチエンジンの個別指定（強、中、無効）ができます。デフォル

この機能を有効にするには、

「カスタム」

 
ンをクリックして下さい。 
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4.1.7 通知 

 
図4.1.7 

 
通知タブでは、事前に定義された内容（ワーニング）を特定のメールアドレスに送信します。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：この機能のためには、通知メールを送信 SMTPサーバーの設定を、システム設定＞ネット

ワークページで設定しておかなければなりませ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

する

ん。 
 
 
通知タブの内容としては； 

項目 説明

メール送信先 通知メッセージを送信する宛先メールアドレス。 
通知するブロック理由 何故通知メッセージを送ったかの理由。通知のイベントを各リストのチェック

ボックスによって選択しておきます。 
通知するブロックされた

カテゴリーアクセス 
どのWebアクセスカテゴリーで拒否されたか、各カテゴリー選択ボックスで選

択し、該当するカテゴリーを拒否した場合に通知メッセージが送信される。 
 
 
 
 

4.2 カテゴリー 

4.2.1 URLカテゴリー確認 

ポリシー＞カテゴリー＞URLカテゴリー確認 
 

 
図4.2.1 
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URLが属するカテゴリーを見つけるには、URLテクストボックスにURLを入力し、「確認」ボタンをクリック

すると、そのURLはどのカテゴリーに属するかを表示してくれます。 
 

4.2.2 URLカテゴリーフィードバック 

ポリシー＞カテゴリー＞URLカテゴリーフィードバック 

 
図4.2.2 

 
URLカテゴリーフィードバックセクションでは、該当URLのカテゴリーを定義できます。URLテキストボック

スにURLを入力し、所属させたいカテゴリーを3つのカテゴリ選択ドロップダウンリストから選択しておきま

す。（1,2,3は優先度順）「送信」ボタンをクリックしてWebTitanサポートチームにフィードバックしてくだ

さい。 
 
 

4.2.3 カスタムカテゴリーの追加と編集 

ポリシー＞カテゴリー＞カスタムカテゴリー 

 
図4.2.3 

カス i
を追加できます。カスタムカテ いるカスタムカテゴリーがリストされ

てい ゴリー

 
タムカテゴリーは、WebT tanの装備している基本的なカテゴリーに加え、ユーザーが定義するカテゴリー

ゴリーセクションでは、既に定義されて

ます。これらのカテ を編集したい場合、オプションカラムの アイコンをクリックすると、「カ

スタムカテゴリの追加/編集」ダイアログが表示されます。削除したい場合は、 アイコンをクリックします。 

しいカスタムカテゴリーを追加したい場合、「追加」ボタンをクリックして下さい。 
 
新
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図4.2.3.1 

 
カスタムカテゴリの追加/編集の項目としては； 

項目 説明 
カテゴリー名 カスタムカテゴリーの名前 
説明 簡単な説明 
URL カスタムカテゴリに含めたいURL。URL入力後「追加」ボタンをクリックしま

す。複数のURL入力ができます。 
 
編集が終了すると、「保存」ボタン、取り消したい場合は「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。 

 

4.2.4 システム定義カテゴリー 

ポリシー＞カテゴリー 
システム定義カテゴリーセクションでは、定義済みの基本カテゴリーがリストされています。これらのカテゴ

リーは、更新タブ＞カテゴリー定義のカテゴリー定義の更新スケジュールに従って、セントラルWebカテゴリ

 

ーデーターベースからアップデートされます。 
 
 

4.2.5 ポリシーディレクション（傾向）の変更 

 
ポリシー＞グローバル設定 

 
図4.2.5 

 
WebTitanのユーザーは１つ、もしくは１つ以上のグループに所属でき、各々のグループは１つのポリシーのみ

所属しています。従ってユーザーは１度に１つ以上のポリシーを持っていることになります。 
 
デフォルトでは、WebTitanは最も制限の少ないポリシーをユーザーに適用します（Most restrictive policy 
application はオフ）。もし、逆の状況を望むのであれば、「有効」ボタンをオンにする事によって、最も制

限されたポリシーをユーザーに適用します。 
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4.3 フィルターの働き 

4.3.1 マイクロソフトアップデート 

 
図4.3.1 

 
WebTitanではマイクロソフトアップデート機能を監視しています。 このMicrosoft アップデート有効がオン

ウン ）ができます。無効にしたい場合は、「無効」

 

4.3.2 ホワイトリスト登録ドメイン 

ター＞ドメイン

の場合、PC上でマイクロソフトアップデート（ダ

ボタンをクリックしてオフとして下さい。 
ロード

 フィル

 
図4.3.2 

 
あるURLが拒否されるコンテンツを含み拒否されてしまった場合（それでも閲覧できるようにしたい場合）、

RLドメインホワイトリストに登録する事によって拒否解除できます。 

リックしてホワイトリストドメイン・ダイア

 

U
 
ホワイトリストドメインへ追加したい場合、「追加」ボタンをク

ログが表示されます。 

 
図4.3.2.1 
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ホワイトリストドメインダイアログに含まれる内容は； 

説明 
 

項目 
Webサイトドメイン 追加したいWebサイトドメイン。次のフォーマットが使えます。 

.abc.co.jp 
.jp 
.jp 

ワイルドカードは使えません。 

www.labc.co
.www.abc.co

ホワイトリストオプション このドロップダウンメニューでは、ホワイトリストドメインのアクセスオ

プションが選択できます。認証バイパス、フィルタバイパス、認証および

フィルタバイパスの３つから選択できます。 
 

既存のホワイトリストドメインを編集する場合は、オプションカラムの アイコンをクリック、削除したい

場合は アイコンをクリックします。 
 
 

4.3.3 ブラックリスト登録ドメイン 

 
フィルタ＞ドメイン 

 
図4.3.3 

 
あるURLが拒否カテゴリではないので許可されてしまった場合（それでも閲覧できないようにしたい場合）、

RLドメインブラックリストに登録する事によって許可解除できます。 U
 
ブラックリスト登録ドメインに追加したい場合、「追加」ボタンをクリックするとブラックリストドメインダ

アログボックスが表示されます。 イ
 

 
図4.3.3.1 

 
ブラックリストドメインダイアログに含まれる内容は； 
 

項目 説明 
Webサイトドメイン 追加したいWeb  

.abc.co.jp 
www.labc.co.jp 
.www.abc.co.jp 
ワイルドカードは使えません。 

サイトドメイン。次のフォーマットが使えます。
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既存 ラックリストドメインを編集する場合は、オプションカラムのブ の アイコンをクリック、削除したい

場合は アイコンをクリックしま
 
 
 
 
 
 

.3.4 ストリーミングメディ

す。 

4 アタイプを有効・無効 

フィルター＞コンテンツ＞ストリーミングメディア 

 
図4.3.4 

 
ストリーミングメディアセクションでは、ストリーミングメディアのタイプによって許可、あるいは拒否する

設定ができます。メディアタイプによって許可したい場合、緑○をクリック、拒否したい場合は赤○をクリッ

 

 

クして下さい。デフォルトではリストされている全てのタイプが許可されます。
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 備考：これらの設定はHTTP経由のストリーミングメディアのみコントロールできます。 

定が完了すると「保存」ボタンをクリックしておきます。 
 

4.3.5 コンテンツスコア 

フィルター＞コンテンツ＞コンテンツスコア 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
設
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図4.3.5 

 
コンテンツスコア・セクションでは、どのようにしてURLおよび、コンテンツフィルター機能が成し遂げられ

かを決めます。このセクションでは、熟考された不適切な言葉や、言葉使いのリストが含まれています。各々る

の言葉や言葉使には、不快な言葉の強さによって定められた点

RLコンテンツフィルター、あるいはページコンテンツフィルターが有効な場合、

数が割り振られています。 
閲覧を拒否する最大の点数

 

このセクションで記録されている言葉、言葉

やページ内に多くの不適切な言葉や、言葉使いが存在する場合

”adault movie”という言葉が４回検知されると、この言葉

の点数が25であれば4x24=100という点数になります。この値が閾値に達する場合、このページは閲覧できま

せん。 
 
コンテンツスコアリストに言葉や言葉使いを追加したい場合、「追加」ボタンをクリックして下さい。「新し

い単語、フレーズ」ダイアログが表示されます。 

U
である閾値が設定されています。
 
URLやWebページに不適切な言葉や言葉使いが含まれている度、

使いの点数が割り当てられます。もし同じURL
には、その都度加算されます。例えば、ページ内に
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図4.3.5.1 

 
「新しい単語、フレーズ」ダイアログの内容は； 

項目 説明 
単語/フレーズ 不適切と考えられる言葉、言葉使い。 
スコア 言葉、言葉使いの点数範囲 -50～50。-50はすこし不適切。50は極めて不適切。 
ブロック このボックスを選択すると、該当する言葉、言葉使いが含まれていると点数は自動的

に1000になり、従って本ページの参照は拒否されます。 
 
「新しい単語、フレーズ」ダイアログでの編集が終わると「保存」ボタン、取り消したい場合は「キャンセル」

ボタンをクリックして下さい。 
 

リストから言葉、言葉使いを削除したい場合は、該当するオプションカラムの アイコンをクリックします。 
 
コンテンツスコアリストを初期化して、WebTitanのリストを初期状態にしたい場合は、「リセット」ボタンを

クリックします。 
 

4.3.6 アンチウイルススキャンを有効・無効にする 

 
図4.3.6 

イアンスを通過するトラフィック上のウイルス検査をする

設定を有効にでします。WebTitanアプライアンスは、デフォルトでClam AVアンチウイルスエンジンを搭載し

ています。デフォルトではアンチウイルスは無効となっていますが、有効にしたい場合には「有効」ボタンを

クリックして下さい。 
アンチウイルスが有効の場合、最大スキャンサイズ・テキストボックスが表示されています。全てのページ参

照時にはウイルス検査が行われ、ページでウイルス検査が行われる時、スキャンサイズの制限が指定できます。

最大スキャンサイズはキロバイトが単位で、このサイズ以上のスキャンは行われません。デフォルトでは

150KBとなっています。 
設定の編集が終わると「保存」ボタンをクリックしておきます。 

 
アンチウイルスセクションでは、WebtTitanアプラ
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4.3.7 ファイルタイプグループの拡張子の定義 

フィルター＞拡張子 
 

 
図4.3.7 

 
張子セクションでは、ファイルタイプグループの属性によるファイル拡張子を定義します。ファイルタイプ

トボックスに拡張子を入力後、「追加」ボタンをクリックします。定義済み

拡張子の削除は

拡

グループは、ポリシー定義の一部分として許可、あるいは拒否できます。あるファイルタイプの１つとして、

拡張子の追加を行うには、テキス

アイコンをクリックして下さい。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

の
 
 

  備考：グループ内に拡張子が登録されていない場合、その拡張子を持つファイルへのWebトラフィッ

クは、所属するグループが許可であっても拒否されます。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

4.3.8 リダイレクト 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 

 
図4.3.8 

 
リダイレクトセクションでは、あるURLを別のURLへ宛先を変えます。リダイレクションを使うには、「追加」

ボタンをクリックすると、次のリダイレクト情報の入力が求められます。 
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図4.3.8.1 

 
URLリダイレクション情報入力ダイアログの内容は； 

項目 説明 
オリジナルURL リダイレクトしたいURL 
リダイレクト リダイレクト先URL 

 
設定の変更があれば、「保存」、変更を取り消したい場合「キャンセル」ボタンをクリックします。 
 

存のリダイレクトを編集したい場合、 アイコン、削除したい場合は既 アイコンをクリックして下さい。 
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第5章 WebTitanの更新 

この章では、WebTitanソフトウエア、Webカテゴリーやウイルス定義ファイルををどのように更新するかが

説明されています。 
 

5.1 WebTitanソフトウエアの更新 

 
図5.1 

 
システム更新セクションでは、WebTitanアプライアンスの最新のソフトウエアバージョンや、機能追加などの

最新版を使えるような更新を行います。 
 
システムのアップデートがあるかどうかを調べるには、「更新の有無を確認」フィールドで「開始」ボタンを

クリックして下さい。「Checking for system updates」ダイアログが表示され、更新ファイルがあるかどうか

を調べます。 
 
システム更新を実施する別の方法では、「システム更新の自動プリフェッチ」オプションが使用できます。こ

の方法では、定期的に更新ファイルがダウンロードされて適用されます。自動プリフェッチを無効にするには、

「無効」ボタンをクリックします。自動更新が行われる周期を決めるには、頻度ドロップダウンメニューから、

１時間ごと、毎日、毎週の３つから選択してください。デフォルトでは毎日となっています。システム更新が

自動で読み込まれてもすぐにはインストールされず、「有効な更新」にリストされています。更新したければ

手動でインストールを行います。 
 
更新が読み込まれたときには、「通知Eメールアドレス」の宛先に「インストール可能」といった内容のメッ

セージを受け取れます。宛先のEメールアドレスはテキストボックスに入力後、「保存」ボタンをクリックし

ておきます。 
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  ＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：この電子メールを送信させるためには、システム設定＞ネットワークページのSMTPサーバー

を定義しておかなければなりません。

インストールした更新」表は、既にインストール済みの情報が記録されています。この情報にはリリースノ

新パッケージを選択し、オプションカラムの

 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「

ートが含まれていますので読みたい場合には、システム更 ア

さい。 
 
「有効な更新」表では、今までに自動で読み込まれた更新（しかしインストールされていない）のリストが古

い順に表示されています。自動で読み込まれたシステム更新パッケージは、必ず古い順にインストールしてく

ださい。 
 

このリストの更新パッケージをインストールしたい場合、該当パッケージの

イコンをクリックして下

アイコンをクリックします。

リリースノートの表示は アイコンをクリックして下さい。更新の内容を知ることができます。インストー

ルを行うと、システムは自動でアップデートされます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：システム更新プロセスはFTPが使われています。WebTitanアプライアンスがF/Wの背後に設置

されている場合、FTPアクセス（内部から外へ）ができるようにしておく必要があります。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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5.2 Webカテゴリーの更新 

 
図5-2 

 

び自

項目 説明 

カテゴリー定義更新セクションでは、現在システムに読み込まれているカテゴリー定義ファイルと、手動およ

動にて新たなカテゴリーの更新があるかないを調べる事ができます。 
 

現在のリビジョン 現在使用しているカテゴリー定義ファイルのリビジョン。 
最終更新 最後に更新された日時 
更新の有無を確認 WebTitanのセントラルデータベースに対して、最新の更新ファイルがあるか

どうかを調べます。「開始」ボタンをクリックします。 
更新の自動プリフェッチ 周期的にセントラルデータベースに自動接続して、更新ファイルの有無を確か

めます。この機能を有効にしたい場合は「有効」ボタンをクリックしていきま

す。有効（オン）の場合、次の頻度ドロップダウンリストにおいて周期を決め

てください。 
頻度 更新の自動プリフェッチ機能の周期を、１時間、毎日、毎週から選択します。

デフォルトでは毎日となっています。例えば、１時間の場合は毎時、毎日の場

合は03:01AM、毎週の場合は、03:01AM/毎土曜日となります。 
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5.3 ウイルス定義ファイルの更新 

 
図5-3 

 
イルス定義更新セクションでは、現状のアンチウイルスソフトウエアと、ウイルス定義ファイルのリビジョ

 

ウ

ン情報が表示されています。また現時点で、さらに新しい更新ファイルがあるかどうか手動、および一定周期

で自動更新機能のオン・オフができます。 
 
ウイルス定義ファイルセクションの項目としては；

項目 説明 
現在のリビジョン ウイルス定義ファイルの減殺のリビジョン。 
最終更新 最後に更新された日時 
更新の有無を確認 「開始」ボタンをクリックし、更新があるかどうかを調べます。 
更新の自動プリフェッチ 「有効」ボタンをクリックすると自動更新を周期的に実施します。デフォルト

ではこの機能は有効です。この場合頻度ドロップダウンメニューが表示されま

す。無効としたい場合「無効」ボタンをクリックして下さい。 
頻度 ウンリストで更新チェックの頻度を決めます。１時間、毎日、このドロップダ

毎週から選択できます。デフォルトでは毎日となっています。例えば、１時間

の場合は毎時、毎日の場合は03:01AM、毎週の場合は、03:01AM/毎土曜日と

なります。 
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第6章 レポートとログ 

この章では、どのようにしてレポートを生成するか、あるいはインターフェスログを見るかが説明されていま

す。 

6.1 ヒストリー 

 
図6.1 

 
ebTitanアプライアンスにおけるフィルターリング活動を見ることができます。

な閲覧状況の確認ができます。 
ヒストリーセクションでは、W
ここでは各々のユーザーの様々

閲覧状況の内容としては； 
 

項目 説明 
時刻 ユーザーがページを閲覧した時刻。 
ユーザー 閲覧したユーザー名。 
ソースIP 閲覧の要求のあったユーザーのIPアドレス。 
アクション この閲覧の要求に対しての処置。（拒否か許可となります） 
カテゴリー 処置されたページのカテゴリー情報。 
サイズ 閲覧ページのサイズをKBで表示。 
グループ ユーザーのい属するグループ。 
キャッシュ・ヒット 閲覧されたURLはwebTitanのキャッシュにあったものかどうか？ 

 
ヒストリーセクションの上側のFilterフィールドは、ヒストリー内の情報の検索に使用します。次の項目で検索

ができます； 
 

項目 説明 
日付 ヒストリーの日付けで検索します。日付けはテキストで年-月-日フォーマットで入

力するか、カレンダーボタンXをクリックして希望日を選択します。カレンダーを

使用する場合、矢印ボタンで先月（あるいは別の月）も選択できます。カレンダー

を使っての選択を取り消したい場合は、「Close」ボタンをクリックします。 
ユーザー 閲覧したユーザーを探したい場合、ユーザー名を入力します。このボックスが空白

の場合は全てのユーザーの履歴が表示されます。 
ソースIP 閲覧の要求のあったソースIPアドレスを探します。空白の場合、全てのソースIPア

ドレスが表示されます。 

 - 43 - 



 

WebTitan管理者ガイド 

アクション WebTitanによって処置された状況（全て、拒否、許可）を検索します。ドロップダ

選択してください。 ウンメニューから

カテゴリー 検知さえたカテゴリーで検索します。各カテゴリーはドロップダウンメニューから

選択してください。 
サイズ 閲覧ページのサイズをKBで検索。例、222であればページサイズ222Kbyteを検索し

ます。 
グループ 閲覧したグループ名で検索します。既存のグループ名をドロップダウンメニューか

ら選択します。 
キャッシュ・ヒット WebTitanのキャッシュに存在した/しない、または全てを検索します。 

 
これらの検索オプションを初期状態に戻したい場合、「Rest Filter」ボタンをクリックします。ページのリフ

レッシュは「Refresh」ボタンをクリックして下さい。１ページで表示されるエントリー数は「1ページあたり

の項目数」ドロップダウンリストから選択してください。デフォルトは50です。 

6.2 Reports 

6.2.1 Genarate Reports(レポート生成) 

１、レポート期間の設定： 
本日、昨日、今週、先週、今月、先月、カスタム（リンクとなっているので、クリックするとカレンダーが表

示されます。 
 

 
図6.2.1 

 - 44 - 



 

WebTitan管理者ガイド 

 
カレンダーからは開始日と最終日の指定（クリック）を選択して期間の設定ができます。 
 
２、レポートタイプの設定
 

： 

 
図6.2.2 

としては、 
. 閲覧の挙動に関するレポート 

使用率レポート 
3. 傾向に関するレポート 
4. セキュリティレポート 
5. その他（キャッシュパフォーマンス） 
 
項目１から５に関しての詳細は図6.2.2をご参照下さい。デフォルトでは「Requests by Users」となっていま

す。 
 
３、レポートフィルターの選択： 
 

 
レポートタイプ

1
2. 

 
図6.2.3 

 
図6.2.3の左上「No Filter」上矢印アイコンをクリックし、「Create Filter」ボタンをクリックするとフィルタ

ーを生成できます。 
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図6.2.4 

 
左矢印ボタンをクリックする事によって、ユーザー、グループ、カテゴリー、タイムレンジ、IPソース、URL、
その他 によるフィルター設定ができます。 
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6.3 スケジュールレポートの定義 

 
図6-3 

最下の「スケジュールレポート」リンクをクリックすると、 
 
レポート＞Reports＞Generate Reportsタグの
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図6.3.1 

スケジュールレポートダイアログが表示されます。

信先メールアドレス、From、Subject、説明等の情報入力後、「Schedule」ボタンをクリックします。 

次に、レポート＞スケジュールレ タグに、設定されたスケジュールレポートのリストが表示されていま

す。この内容の編集は

 
送
 

ポート

、削除は 、実行するには アイコンをクリックして下さい。 
 

 
図6.3.2 
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スケジュールレポートの生成を無効にするには「無効」ボタンをクリックします。 
 

6.4 設定 

データーベース情報の保存期間 
 

 
図6-4 

 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ご注意：レポートの生成で扱う情報が肥大すると、レポートの生成に多くの負荷がかかります。 

    ハードウエア性能にも関係していますが、WebTitan ではログを保持する周期を定めて（極力小さく） 

    レポート生成の負荷とならないように、ログを保持する期間を定める事を推奨します。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

6.5 インターフェイスログを見る  

ログ＞インターフェイス 

 
図6-5 

 
インターフェイスログセクションでは、最近７日間以上のログを見ることができます。このインターフェイス

ログは、WebTitan上の全てのイベントを記録しています。 
 

ログを見たい場合、リストの該当ログ（日）の右側のオプションカラムの アイコンをクリックして下さい。 

該当ログをダウンロードしたい場合は、 アイコンをクリックし表示されるダイアログ内の「ファイルを保

存する」を選択してください。削除したい場合は アイコンをクリックします。 
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WebTitanサポートチームからサポートを受けるのか。またトラブルシューティン

グで使うツールの使い方を説明しています。 

7.1 WebTitan サポートへセキュア接続を確立 

第7章 サポート 

この章では、どのようにして

 
 

 
図 7-1 

ください。 

 Documentation 、Helpdesk helpdesk@webtitan.com 

 

7.2 診断ツールの使用方法 

 

WebTitan パーソナル（サポートチーム）からの診断を依頼するには、「Connect」ボタンをクリックします。 

ポート番号が表示されますので、その番号を記録し、WebTitan パーソナル（サポート）へ連絡して

このセキュアコネクションを閉じるには、「Disconnect」ボタンをクリックします。このDisconnectボタンはセ

Disconnectと表示されます。 キュアコネクションがオープンされている時のみに
 
このページでは、WebTitan Knowledge Base 、WebTitan
へのリンクが表示されています。 

 
図7.2 

 
診断ツールセクションでは、次の３つのツールが使用できます。 
 Ping   ホスト名あるいはIPアドレスを指定してPing（到達性）の調査。 

査。 

 

 Traceroute  ホスト名あるいはIPアドレスを指定してTraceroute（経路情報）の調査。 
 DNS Lookup ホスト名からIPアドレス参照を調
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7 3 アドバンス .

 
図7.3 

 
アドバンスセクションでは、WebTitanの状況（プロセスやネットワークなど）を確認し、障害発生時における

対処（内部プロセスなどの再起動など）を行うことができます。 
 
次の状況の確認と対処ができます； 
 
 プロセスリスト  現在システムで動いているプロセスのリスト。 
 ネットワークコネクション 全てのインターネット接続状況。 
 ルーティングテーブル システムのネットワークルーティングテーブルを表示 
 プロセス管理  システムのWebProxy、ICAPサーバー、URLdbサーバーの再起動。 
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付録Ａ WebTitan ISOインストール 

事前準備 

1. WebTitanフィルタリングゲートウエイとして使用するサーバーを選択します。 
   推奨ハードウエアは； 

 CPU Dual Core 
 1GB メモリー 
 80GBハードディスク装置 
 NIC（イーサーネットポート） １つ 
 CDドライブ装置 
 

2. サーバーのBIOS設定でブート順序をCDROM、ハードディスク装置の順にする。 
WebTitanの評価ライセンス（評価版でご使用の場合 ://www.WebTitan.com/downloads）をhttp より入手します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

インストレーション 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  ご注意：WebTitanのブートCDROMによってインストールすると、今までのデータが全て削除され、    

 

ebTitan ISO CDROMをCDドライブ装置に挿入し、電源投入または再起動しますと最初にサーバー上のイー

ーネットインターフェイスの選択画面が表示されます。 
使用されるサーバーのハードウエアによってイーサーネットインターフェイスをxl0,ed0,fxp0 あるいはem0
表示されます。最初のインターフェイスを選択してください。（複数NICを搭載しているサーバ上では複数

のNICが表示されますので、適便ご選択下さいー上下矢印キーで選択） 
「OK」で次に進みます。 
 

    WebTitanのソフトウエアに置き換わります。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 
W
サ

ご

と
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次にネットワーク設定を行います。 

 

IPv6とDHCPは「NO」としておいてください。 
次の画面が表示されます。 

 
 

 
各項目の中で「TAB」キーを押すと下記の表の内容（ヘルプ）が表示されますので、入力の参考としてくださ

い。情報の入力が終了するとOKボタンを押します。 
 

 
 
次はWebTitanをインストールするハードディスクの選択画面が表示されます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ご注意(再)：WebTitanのブートCDROMによってインストールすると、今までのデータが全て削除さ

れWebTitanのソフトウエアに置き換わります。中断したい場合は「Cancel」、「Exit」でインストールを

中止します。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ご使用されるサーバーのハードディスク装置がIDEドライブ装置であれば、disk 1としてad0、disk 2としてad1
等という名称となります。SCSIシステムの場合にはda0等の名称となります。 
サーバーがIDEディスクを２台搭載しており（ad0とad2）、最初のad0にWebTitanをインストールする場合、

d0のみをスペースキーで選択し(Xが表示される)、OKボタンをクリックします。 a
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次にハードディスク装置のパーティション設定画面となります。 
「a」キーを使用してディスク装置全体を使用する設定とします。「ｑ」キーで終了。 
 

 
 

キーでパーティションを設定開始します。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「c」
   

  ご注意：「A」キーは自動デフォルトパーティション作成となりますが、今回は選択しません。手動

設定で行います。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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次のダイアログボックスが表示されます。既に表示されている数値（この場合16514001）はバックスペース

キーで削除し、サーバーの実メモリーサイズ（メモリが1GByteであれば1Gと入力）を入力しOKを選択。 
 

 
 

にこのパーティションのタイプ（スワップあるいはファイルシステム）を選択します。前図のように最初の

パーティションはスワップとしますので「SWAP」を選択し、OKを押します。 
 

このサイズはSwapサイズとします。 
次
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再度「c」キーを選択し、次にファイルシステムを残り全ての容量（表示されている数値が残り全てとなって

います）とします。 
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OKを選択し、次にタイプをFS(ファイルシステム)とし、OKをクリックします。 
 

 
 
次にファイルシステムのマウントポイントを設定します。「/」をrootパーティションとして使用します。 
 

 
以上が終了すると次のパーティションとなっています。 
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デバイス マウント サイズ          
ad0s1b  swap  メモリサイズの２倍 
ad0s1a  /  ディスクの残りサイズ全て 
 
最後に「q」キーで終了させます。 
 
その後インストールは自動で行われます。約20分で完了しますが、その間画面上にはインストール経過のメッ

セージが表示されます。 
 
インストールが完了するとサーバーは自動で再起動されます。CDROMは再起動の前に取り外しておいてくだ

さい。 
 
WebTitanと同じセグメントにあるPCより： 
 http://<WebTitanアドレス>  でWebTitanにログインできます。 
 
Administrator admin パスワードは hiadmin でWebTitanの管理画面にログインして下さい。 
 
管理画面にログイン後、ライセンスのインストールをしなければなりません。 
これはSystem Setup>Licensingタブから行います。 
ライセンスのインストールが完了すると、WebTitanは自動的にURLデータベースのダウンロードが開始され、

約30分完了します。（インターネット速度によってダウンロード時間は異なります） 
 
ダウンロードされた状況（URLデータベース）は、ダッシュボード上の「System Overview」セクションに表

示されています。（ダッシュボードの左上側にバージョウン情報が記述されている） 
このページはブラウザのリフレッシュによって最新情報を表示させてください。 

新URLデータベースのダウンロードが完了後は、WebTitanのプロキシー設定ができます。 
 
最
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付録B wa e のインストール VM 版WebTitan  

ーチャルマシン用に適 なサーバを選択します。 

切なサーバーの詳細はhttp://webtitan.com/products/webtitan-iso/technical-specification をご参照下

VMwa  ESXとESXi（フリー)、VMware Player(フリー)を含むWindowsやLinuxの

ださい。 

す。 
  サーバー上でファイルを解凍します。 

 
 VMware Server V2.* ,ESXあるいはESXiを使用する場合 
 http://webtitan.com/download よりWebtitan VMware ESX版をダウンロードします。 
  サーバー上でファイルを解凍します。 
 VMware applicationで「.ocf」ファイルをインポートまたは配備させます。 
 

バーチャルマシンを走らせるとWebTitanアプリケーションのブートが始まります。ブートが完了すると、

VMwareコンソール上で次の画面となります。 
 

r

事前準備 

 
切バ

 2Gバイトのメインメモリー、60GBハードディスク装置、ネットワークインターフェイス 
 
適

さい。 
 

ebTitan VMware版は reW
VMware製品上で動作可能です。 
 
WebTitanの評価版ライセンスはhttp://webtitan.com/download から入手してく
 
 

ンストレーション イ

 VMware Player、Workstation あるいはVMware Server V1*を使用する場合 
   http://webtitan.com/download よりWebtitan VMware版をダウンロードしま

 VMware applicationで「.vmx」ファイルを開きます。 

 
 
 
「Y」キーをタイプしENTERキーでセットアッププログラムに入れます。（Yはアッパーケース文字） 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：IPアドレスを割り振った時、VMマシンは自動的に再起動されます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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次の画面が表示されますので、サーバー上のイーサーネットインターフェイスを選択します。ネットワークイ

うに表示されます。 
目を選択しますが、複数

のネットワークインターフェイスを搭載している場合には適便選択します。（矢印キーで選択して） 
適切なネットワークインターフェイスを選択（ハイライトされる）してOKを押して次に進みます。 

ンターフェイスは、サーバーハードウエアによってXl0,ed0,fxp0,あるいはem０のよ

通常、複数のネットワークインターフェイスがない場合、下図のリスト内の最初の項

 

 
 
次 ッ ）の設定を行います。 
IP
 

にネ トワーク情報（ホスト名、IPアドレス等

v6とDHCP使用オプションは「NO」として下さい。 

次の画面が表示されます。 
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各項目の移動はTABキーを使用します。情報の入植は下図の表のように入力します。設定が完了するとOkボタ

ンをクリックして下さい。 
 

 
 
 
次の画面が表示されますので、「YES」を選択してください。 

 
 

WebTitaｎにIPアドレスが割り振られました。VMwareマシンは再起動します。 
 
次のメッセージが表示されます。 
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http://<設定したIPアドレス. でWebTitanの管理画面に入れます。 

ebTitanにログインできれば次にライセンスのインストールを行います。 
これはシステム設定 ＞ライセンスタブ より実施します。ライセンスのインストールが完了すると、WebTitan
はURLデータベースのダウンロードを開始します。これには約30分必要とします。 
 
データベースのダウンロード状況を調べるには、ダッシュボード上の「System Overview」セクションを見て

ください。（右上） 
これはスタティックページですのでブラウザをリフレッシュしてデータベースの状況を確認します。 
ダウンロードが完了するとWebTitanをProxyとして活用すべき設定に進みます。 
 
 

W
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付録C W AD  P ファイルの設定

はじめに 

Webブラウザーの設定をすることによって、インターネットブラウザーは自動的にWebTitan Proxyの使用を導

 Prox設定を手動で行う 
 ネットワーク上のプロキシーサーバを自動検出させる方法 
 ネットワークプロキシー設定を含んだwpad.datファイルのURLによる方法 

 
Mozilla FirefoxブラウザーのProxy設定画面 

く事が出来ます。これは次の操作によって行います。 
 

 
 
自動検出と自動Proxy設定の両方は、wpad.datファイルを使用します。 
 
 
 

WPAD セットアップ 

 
Wpad.datファイルは次の例のようになります。 
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これは、内部ネットワーク 10.0.0.0/24へのURLアクセス要求があった場合、WebTitan Proxyはバイパスされ、

もし、内部ネットワーク10.0.0.0/24からのURLアクセス要求であって、その他のネットワークへのアクセスの

場合にはWebTitan Proxyが使用されます。 

wpad.datファイルをWebTitanへ読み込ませる 

システム設定＞自動設定 タブより、WPAD.datファイルを自動設定入力ボックスにコピーペーストできます。 
 

 
 
編集後保存ボタンをクリックしておきます。 
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自動Proxy設定URL 

WebTitanにWpad.datファイルを読み込ませると、wpad.datのURLを次のように入力します。 

 
 

 

Proxy設定の自動検出 

Proxy設定の自動検出機能を使用する場合、貴社のDNS設定を少し修正（WPADエントリーのエリアス追加）

する必要があります。 
 
次のエリアスを追加してください。 
 

10.0.131 WPAD 
 
 
次のURLをご参考下さい：http://ttechnet.microsoft.com/en-us/library/cc995062.aspx 
 
自動検出プロトコルに関しての詳細は； 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wpad  をご参照下さい。 
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付録D ユーザー、グループ、ポリシーおよびフルタリング 

はじめに 

WebTitan はフィルタリングとポリシーを基本として動作します。フィルタリングは Webtitan 管理者が全ての

ユーザとグループで包括的な扱いを行います。 

 

WebTitanは次のポリシーを基本としています。 
 ユーザーは１つ、あるいは１つ以上のグループに属す。 
 グループは唯一１つのポリシーがある。 
 組み合わさったポリシーを自由にユーザに設定できる。 

 

 
 
この章では、どのようにユーザ、グループをを作成しポリシーとリンクさせるかの概要、また、WebTitanのど

こでフィルタリング設定を行うかや、ブラウザでWebTitanを使用する方法などが説明されています。 
 

ユーザー 

ebTitanでは、ユーザーは手動で作成するか、またはLDAPサーバーからインポートします。 

ザーは次の２つの方法でWebTitanを使用してブラウジングできるようにし

ます。 

いる 
 

2. LDAPベース認証 

4. IPとLDAPベース認証 

法 

IPアドレス、あるいはIPアドレス範囲を

定できます。次の画面をご参照下さい。 
 

W
 
ユーザーが作成されると、そのユー

 手動で設定したIPアドレスか、またはIPアドレス範囲をWebtitanユーザーとする。 
 次の認証方式を用

1. IPベース認証 

3. NTLMベース認証 

5. IPとNTLMベース認証 

手動でIPアドレスを割り振る方

新しいユーザーを追加する場合や、既存のユーザーを編集する場合、

設
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インターネットブラウザーの認証による方法 

Webtitanへの認証設定は、システム設定＞認証 タブより行います。前説明のように、５つの認証方法があり

ます。次の画面ではNTLMベースによる認証方法の例です。 
 

 
 
IP,NTLM,IP+NTLMベース認証方式は、LDAP認証方式に比べてエンドユーザにわかり易く、最初のブラウジン

グ時に、エンドユーザはユーザ名/パスワードを入力するのみです。その後は入力の必要はありません。 
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グループ 

ユーザーが生成されると、所属するグループ設定が必要です。ユーザー/グループをLDAPサーバーよりインポ

ートする場合には必要ありませんが、ユーザーを手動で作成する場合や、LDAPのグループに属さないユーザ

ーを選出する場合はグループ設定が必要です。 
 
グループは、Users and Groups> Groupタブで作成できます。グループが作成されると、ポリシーを指定しな

ければなりません。もし特定のポリシーが必要でなければ、新しいグループには「WebTitanのDefault」、

「Administrator」、「Deny Everything」ポリシーの指定ができます。 
LDAPサーバーからインポートするグループは「Default」ポリシーが自動で指定されます。 
次の画面は、新しいグループとして「Demo Group」というグループで、「Default」ポリシを指定した状況で

す。 

 
 

グループが作成されると、ユーザーはそれらのグループに属する事が出来ます。既存のユーザーも編集する事

によってポリシーの追加（グループ追加）や、また新しいユーザーの作成もできます。 
次の画面では「guest」、「sales」グループに属したユーザー「Demo Test」が作成されています。 
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作成完了すると、「Save」ボタンによって設定を保存しておきます。 
 

 
 

ポリシー 

グループは１つのポリシーのみ指定できます。グループに適応されるポリシーの挙動（新しいフィルタリング）

はポリシー生成、 ポリシー＞フィルターポリシータブの「ポリシー追加」ボタンをクリックします。下図参

照。 
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「ポリシー追加」ボタンがクリックされると、「業務外時間」「カテゴリー」「Webフィルタ」「ファイルタ

イプ」「セーフサーチ」「通知」のようなタブが表示されます。 
 

 
 
新しいポリシーが保存されると、そのポリシーを使用するグループ、グループに属するユーザーのフィルタリ

ングに直接影響します。最もいい方法としては、ポリシーを最初に、グループ、ユーザー順に作成する事です。 
しかし、これはユーザー自身の判断によります。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ユーザー、グループとポリシーに関してのルール 
 ユーザーは１つ以上のグループに属する事 
 グループは１つのみポリシーが指定されている。 
 ユーザーは自由に複数のポリシーを持てる（複数のグループに所属できる）。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

始めに述べられているように、WebTitanはポリシーベースでフィルタリングされます。フィルタリング

Webtitan管理者が全てのユーザとグループで包括的な扱いを行います。 
 
管理者ができる事は； 
 ホワイトリスト、ブラックリストのようなドメインプロパティーの設定 
 マイクロソフト・アップデートプロパティー 
 特定のキーワードによる配点と拒否 
 ウイルススキャン・プロパティー 
 ファイル拡張子の検索 
 URLリダイレクション 
 

 

 
  ＝＝＝＝＝
 

フィルタリング 

本章の

は
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これらの操作はフィルタータブより設定可能です。下図を参照下さい。 
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付録E LDAPからユーザー、グループをインポートする 

WebTitanでは、ユーザーとグループは手動、あるいはLDAPサーバーの何れかから取り込みます。 

LDAPサーバの追加 

WenTitanにLDAPサーバーの追加を行う。 
 
ユーザー＆グループ＞ユーザー＞LDAPサーバーより 
「追加」ボタンをクリックしますと、LDAPサーバーへの入力項目が表示されます。次の図は入力例です。 
 

 
 
LDAPサーバー設定では次の３つのオプションに注意しておいてください。 
 
 アクティブディレクトリーサーバーかどうか？ 
 グループは読み込まない（ユーザーのみ読み込み） 
 定期的な読み込みを行う（LDAPサーバー情報の定期的な読み込みでWebTitanjのLDAP情報を更新） 
 

サーバー設定が保存されると、ユーザー認証は自動化されます。認証が完了すると、LDAPサーバからのユー

ザー・グループの読み込みができるようになります。LDAPサーバーからユーザー/グループを読み込むには、

LDAPサーバーを選択し（チェックボックス）「インポート」ボタンをクリックします。これが成功するとユ

ーザータブにユーザー/グループ情報が表示されます。 
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LDAPユーザー/グループおよびその関連性は、LDAPサーバー側で管理されています。従って、LDAPサーバー

よりの読み込み時、全てのユーザーは正しいグループに所属していなければなりません。（ユーザーとグルー

プの関連性はLDAPサーバー側で管理される） 
 
ユーザータブのユーザーを選択し（該当ユーザーの右側編集ボタンクリック）、次の画面でユーザーが手動で

作成されたかLDAPサーバーより読み込まれたかがわかります。画面でわかるようにユーザー「devel2」はLDAP
サーバーより読み込まれた事が「Managaed via LDAP:」フィールド：Yesとなっていることで判断できます。 
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同様に、グループのプロパティーを探すとそのグループがLDAPサーバーより読み込まれたかを、次の画面の

ように「Created by LDAP?」フィールドが「TRUE」となっている事でわかります。 
 

 
 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

  備考：LDAPからユーザー、グループを読み込む事に関してのルール 
 LDAPより読み込まれたユーザー/グループ名は変更できない。 
 LDAPサーバーより手動あるいは周期的読み込むの場合のLDAPサーバーは、同一サーバであるjこ

と。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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LDAPサーバ設定例 

＜例１＞ 

 
 

＜例２＞ 
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LDAPサーバーの設定時、次のオプションが使用できます。 
用できる。 
、グループのインポートを無効にできる。 

LDAPサーバ側の変更があれば定期的に更新できます） 

インポート時、更に特定なベースエントリ（DN）が使える。 
 全てインポート：dc=DANIELX, dc=net 
 特定ユーザーだけインポート：cn=joe smith, cn=users, dc=DANIELX, dc=net 
 オーガニゼーションユニットのインポート：ou=test_org_unit, dc=DANIELX, dc=net 

 
サーバー設定が保存されると、認証は自動的に行われます。認証に成功した時点で、サーバーはユーザーとグ

ループのインポートができるようになります。LDAPサーバよりユーザー・グループのインポートを行うには、

該当するLDAPサーバを選択（チェック）して「インポート」ボタンをクリックして下さい。インポートが完

了すると、ユーザーセクションのリストボックスにユーザーが表示されています。 
 
LDAPサーバーからのユーザーのインポートは定期的に行う事もできます。また、いくらかのインポートされ

たグループは自動で「デフォルトポリシー」が割り当てられます。 
 

 Active Directoryサーバーが使

 ユーザーのインポートのみで

 定期的なインポートができる。（
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付録F 透過プロキシーの設  定

indowsコントロールパネルのネットワーク接続 

透過プロキシー 

WebTitanは透過型プロキシーとして機能させることができます。（第2章2.4.3ご参照） 
 
WebTitanの外側へのネットワークトラフィックは、ネットワーク装置によるか、あるいはクライアントブラウ

ザの設定をWebtitanをデフォルトゲートウエイに向けるかの何れかによって、アプライアンスに向けなければ

なならい。下図をご残照下さい。 
 
W

 
 

 
 ネットワークを右クリックしてプロパティーを選択 
 インターネットプロトコルV4を選択 
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 プロパティーボタンをクリックし、中の「デフォルトゲートウエイ」フィールドにWebTitanのIPアド

レスを書き込みます。この例では、デフォルトゲートウエアは10.0.0.196です。 
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付録G 認証ガイド（補足） 

概要 

WebTitanの認証についての概要は、「第2章2.3認証方法の定義」をご参照下さい。 
IPベース認証とNTLMベース認証は、LDAP認証がWebサイトの閲覧を始めるのに、LDAPユーザー/パスワード

の証明を入力するのに対し、ユーザーには透過的となります。 
 

IPベース認証 

IPベース認証は、ユーザーPCがスタティックIPアドレスを持っている場合に相応しい認証方法です。また、

WebTitanのユーザー、グループのメンテナンスを行うのに、LDAPサーバが使われている場合は、LDAP認証

またはNTLM認証が推奨されます。 WebTitanのIPベース認証を容易にさせるためには次の事が成し遂げられ

ていなければなりません。 
 
 IPベース認証では、システム設定＞認証タブが有効となっている。 
 ユーザーは ユーザー＆グループ＞ユーザータブ内でIPアドレスが割り振られている事。IPアドレスは、

ユーザーを生成時か、既存ユーザーの編集時に割り振ります。下の画面ではユーザーに単一IPアドレス

と、IPアドレス範囲が割り振られた状態です。 
 

 
 
IP認証のポイント 
 
 IPベース認証はエンドユーザに透過的である。 
 IPベース認証はユーザPCがスタティックIPの運用時のみに設定する。 
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LDAPベース認証 

LDAP認証はユーザーとグループがLDAPサーバーで管理されている場合で、ユーザーがWebサイトの閲覧を始

サーバでユーザ名とパスワードによる資格証明が行われます。 

WebTitanのLDAP認証を容易にするには、次の事が成し遂げられなければなりません。 

LDAPサーバの指定があること。 
 認証LDAPサーバに関連したユーザーはWebTitanに読み込まれている事。 

ス認証を稼働させる画面であり、LDAPユーザーはLDAP証明（ユーザ名、パスワード）

を促すプロンプトを見ることになります。このプロンプトは１度のみです。 

める前にLDAP
 

 
 LDAPベース認証はシステム設定＞認証タブでLDAP認証が有効となっている。 
 ユーザー＆グループ＞ユーザータブでは少なくとも１つの

 
下図では、LDAPベー

 

 
 

 
 

 - 80 - 



 

WebTitan管理者ガイド 

 
Webユーザーが間違ったユーザー名、またはパスワードを入力した場合、次の
 

Webページが表示されます。 

 
 
 
LDAP認証のポイント 
 
 LDAPベース認証はエンドユーザーに対してLDAP証明書（ユーザー名とパスワー）を要求します。 

 
 

NTLMベース認証 

貴社のネットワークでNTLM認証が使われている場合、NTLMユーザーはWebTitanはマイクロソフトの認証が

使われるのでWebTitanへは透過的となります。 
 
WebTitanでNTLMベース認証を行うには、次の項目が達成されている必要があります。 
 
 WebTitanのシステム設定＞認証タブのNTLM認証が有効となっている。 
 ユーザーはIEかMozilla Firefoxをブラウザとして使用する。 

 
次の画面はNTLMサーバー設定例です。設定の認証は「保存」ボタン１回のクリックで自動で行われます。 
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貴社のNTLMサーバーが認証に成功しなかった場合、次のエラーコードをWebTitanより返されます。 

 
 

エラーコード 意味

-1 NTLM認証が無効 
-2 ユーザー名かパスワードが間違っている 
-3 ドメインコントローラに接続できません 
-4 別の理由で/usr/local/bin/net join コマンドで失敗 
-5 Winbindd が動かない（wbinfo –p） 
-6 Winbindd が正しく動かない（wbinfo –t） 

 
 

TN
 

LM認証のポイント 

 NTLMベース認証はエンドユーザに透過的。 
 NTLMベース認証はIEかMozilla Firefoxのみで動作する。 
 NTLMユーザアカウントが一致しなかった場合、自動的にデフォルトポリシーでコントロールされ、レ

ポート上では「GDefault」ユーザとして表示される。 
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