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1 前書き 

本書では UNIX/Linux サーバー、Windows ターミナルサービスのリモートアクセスの制御に 

BalaBit Shell Control Box（SCB)を利用した場合の利点を議論します。SCB はサーバーのリモート

アクセスや管理に一般的に利用されるプロトコルを透過的に制御、監査、再生できます。これらは

SSH, RDP, Citrix ICA, VMware View, VNC プロトコルを含みます。本書は熟練技術者やポリシーコ

ンプライアンス（たとえば PCI や ISO27001)のサーバー管理者プロセスの監査における決定権者、

あるいはセキュリティインシデント発生時のフォレンジックに関する情報収集者にお奨めします。し

かし基本的なネットワーク知識を有する方であればその内容を完全に理解できます。ここで説明

するプロシージャやコンセプトは最新の SCB v3.1 に関するものです。 

 

本書は下記のセクションで構成されます： 

 

 “セクション 2 紹介”では、どのように BalaBit SCB がサーバー管理者や他のユーザーによる

作業の制御や監査について役立つかを説明します 

 “セクション 3 フォレンジックに SCB を使用”では、監査トレイルの検索と再生で管理者がサ

ーバーに行ったことを検査します 

 “セクション 4 PCI コンプライアンスに SCB を使用”は、PCI-DSS 要件の詳細リストに BalaBit 

SCB で対応できることを説明します 

 “セクション 5 ISO27001 コンプライアンスに SCB を使用”は、ISO/IEC27001 標準(ISO27001)

要件の詳細リストに BalaBit SCB で対応できることを説明します 

 “セクション 6 その他の重要な機能”は、IT インフラの設計と実装に役立つ SCB の機能を議

論します 

 “セクション 7 要約”では、主要な論点を簡単に振り返ります。 

 

2 紹介 

BalaBit Shell Control Box (SCB)はリモートサーバー、バーチャルデスクトップ、ネットワークデバイ

スへのアクセスを制御し、これらのシステムへのアクセスを記録するアクティビティ監視アプライア

ンスです。たとえば、システム管理者による SSH 経由のデータベースサーバー設定、あるいは従

業員による VMware View でシンクライアントアプリケーションを使用したトランザクションを記録しま

す。記録した監査トレイルは映画のように再生でき、発生したイベントを検査できます。監査トレイ

ルの内容にはインデックスを付けイベントの検索や自動レポートが可能です。SCB は特に

PCI-DSS や ISO27001 のような多くのコンプライアンスの要件が必要とする特権ユーザーアクセス

の監視に適しています。それは、外部設置の透過デバイスであり、完全にクライアントとサーバー
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から独立しています。SCB を使うためにサーバーやクライアントのアプリケーション変更はまったく

必要なく、既存インフラにスムースに統合できます。 

 

2.1 SCBとは何か 

サーバー管理の主要な問題は次の点に有ります。システム管理者は通常は会社組織の最

下部に属し、責任はありません。たとえばデータベースのような会社で、実際には最高レベル

にある、他のシステムにアクセスする権限もありません。その責任が限定的であるだけでなく、

説明責任も同様です。その理由はその行動を隠蔽する無限の可能性を秘めているからです。

全てのサーバーは発生したイベントのログを記録しますが、ログ記録システムそのものがシ

ステム管理者の管理下にあります。システム管理者はいつでもログシステムをストップでき、

集中システムが用意されていなければ、操作記録の削除でさえも可能です。他の問題はサー

バー管理の外部委託の傾向が増加していることです。会社がサーバー管理を外部委託する

ことは、完全な部外者、さらに悲劇的な場合はその下請けに、その会社の全ビジネスデータ

にあらゆるアクセス権を与えることと同じです。 

 

BalaBit SCB はリモートサーバー管理者によるサーバーやネットワークスイッチに対するリモ

ートアクセスを制御、監視、そして監査するデバイスです。サーバー管理者が使用する暗号

化接続の制御によりサーバー管理者とサーバー管理プロセスを見つめるツールです。外部

の、完全に透過的な、そして全くクライアントとサーバーに依存しないシステムです。SCB を使

用するためにサーバーとクライアントアプリケーションを変更する必要はなく、既存インフラに

スムースに統合できます。 
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BalaBit SCB はゲートウェイアプライアンスです。制御する管理用プロトコル以外の全てのネットワ

ークトラフィックには影響は有りません。制御対象トラフィックは SCB に設定したルールでフィルタ

ーされ、解析のために監査トレイルに記録されます。管理者がサーバーに行った全てのアクション、

設定変更は監査トレイルに記録されます。何らかの問題（サーバーの誤設定、侵入、予期しない

シャットダウン）に関するイベントはすぐに入手でき、インシデント原因を容易に特定できます。言

い換えれば、SCB はシステム管理者の業務を見張り、システム管理者に対する真のパワーを備

えた新たな管理レベルを生み出します。 

 

SCB は監査トレイルに全ての管理トラフィック（設定変更や外部コマンドなど）を記録します。全デ

ータは暗号化、タイムスタンプ付、デジタルサイン付で保存されるため、変更や操作は不可能です。

何らかの問題（サーバー誤設定、データベース操作、予期しないシャットダウン）に関するイベント

はすぐに入手でき、インシデント原因を容易に特定できます。記録した監査トレイルは映画のよう

に表示でき、管理者の全アクションが再現できます。再生早送り、イベント（たとえば、マウスクリッ

ク、Enter キーを押す）や管理者画面に表示された文字の検索もサポートしています。レポートや

自動検索も設定できます。通信に含まれる機密情報を保護するため、2 方向のトラフィック（クライ

アントからサーバー、サーバーからクライアント）を区別し、それぞれ別の鍵で暗号化できます。そ

のためパスワードのような機密情報は必要な場合だけ表示できます。 
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SCBのプロトコルのいくつか、Citrix ICA、VNCやWindowsターミナルサーバーをアクセスする特定

の RDP、はシンクライアント環境でも使用できます。そのようなアプリケーションで SCB はアプリケ

ーションンに依存しない方法でクライアントのアクティビティを記録します。 

 

2.2 ゲートウェイ認証と 4-eyes承認 

ユーザーID 確認のため、SCB はゲートウェイでの認証が可能です。接続でゲートウェイ認証が要

求されるとユーザーは SCB で認証されなければなりません。この追加認証は SCB Web インターフ

ェイスで、プロトコル独立の優れた認証方法で実行されます。プロトコルが認証データベースをサ

ポートしていなくても、接続は集中認証データベース（たとえば LADP や RADIUS）に対して認証で

きます。一般的なユーザー名（たとえば root や administrator など）を使った接続は実際のユーザ

ーアカウントに接続できます。SCB である認証方法（たとえば X.509 証明書）を使い、リモートサー

バーで異なるものを使用すると 2 要素認証になります。 

 

SCB はユーザーが監査者や承認者に見張られ、承認されることも可能にします。接続で 4-eyes

承認が要求されると、ユーザー（承認者）は SCB で接続を承認しなければなりません。この認証は

ユーザーがリモートサーバーアクセスに必要な認証やグループメンバーシップへの追加です。承

認者は接続をいつでも修了でき、承認した接続のイベントをリアルタイムに監視できます。SCB は

トラフィックを監査プレイヤーに送信でき、そこでは承認者（あるいは別の監査者）はユーザーのサ

ーバー操作を、あたかも映画を見るように、正確に見ることができます。 

 

SCB はトラフィックの暗号を解読し、復号したトラフィックを侵入防御システム（IDS）に転送できます

ので暗号トラフィックの内容を解析できます。IDS 解析でアクセスできなかったトラフィックをリアル

タイムで検査できます。SSHにトンネルされた他のプロトコルも同様に検査できます。さらに暗号化

プロトコル中で転送やアクセスされたファイルリストもデータ漏洩防御（DLP）システムに送信でき

ます。 

 

2.3 サポートされるプロトコル 

最新バージョンの SCB は以下のプロトコルをサポートします。 

 

 Unix ベースサーバーやネットワークデバイスアクセスのための SSH v2 

 Microsoft Windowsプラットホームアクセスに使用されるRDP v4-7。2008 ServerやWindows 7

も含みます 

 SSH 中でフォワードされる X11。Unix 系システムの GUI リモートアクセスで使用される 
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 ネットワークデバイス(スイッチ、ルータ)アクセスに使用される Telnet と旧式の Unix デバイス

やメインフレームアクセスのための TN3270 プロトコル 

 マルチプラットホーム環境のリモートグラフィカルアクセスで一般的に使用される VNC グラフィ

カルデスクトップ共有システム 

 VMware View クライアントがリモートサーバーアクセスのリモートデスクトップ表示プロトコル

で使用する VMware View 

 

2.4 公開レファレンス 

以下の企業が金融分野で SCB を実環境で利用しています 

 

 Dubai Islamic Bank PJS 

 Raiffeisen Sud Tirol 

 Svenska Handelsbanken AB 

 

3 フォレンジックにSCBを使用 

大企業のコンピュータフォレンジックは各地の CERT や CIRT の仕事です。企業のサーバーに対す

る管理者アクセスの信頼できる記録が可能なため、SCBはサーバーに関するインシデント、たとえ

ば予期しないシャットダウンやサーバー侵害、調査の理想的なツールです。管理者が何を、いつ

変更または設定したかを正確に調査できます。これは特にビジネスの重要サーバー、または企業

がサーバー管理を社外、海外のこともありますが、に委託する場合、決定的に重要です。 

以下のセクションでは記録した監査トレイルをどのように検索・再生し管理者がサーバーに行った

操作を調査するかについて説明します。 

 

3.1 監査トレイルからの発見と再生 

SCB は記録したすべての接続から特定の接続を容易に発見できます。保存したメタデータは接続

開始と終了日時、クライアントとサーバーIP アドレス、サーバーアクセスユーザー名と認証方法な

どを含みます。サーバー接続後の管理者の正確な操作を再生するために、Audit Player という

Media-Palyer に似たアプリケーションを使用します。Audit Player と SCB Web インターフェイスの検

索ページは、保存した全接続のメタデータベースの特定の監査トレイルを発見できます。Web イン

ターフェイスの検索は監査トレイルの前段フィルターとして推奨でき、一方 Audit Player は監査トレ

イルのはっきりした検索や再構成に有効です。 
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フィルターにより下記の項目で特別に興味を引く監査トレイルの発見が容易になります： 

 日時 

 接続プロトコル 

 クライアントとサーバーの IP アドレスとポート番号 

 サーバーログオンの認証方法とユーザー名など 

 

SCB と Audit Player は監査トレイルのテキスト（入力コマンドやファイル名などを含む）の総合的な

インデックスを生成できるため、SCB Web インターフェイスから監査トレイル内容を検索できます。

特定キーワードのカスタムレポートも作成できます。 

 

 

関心のある監査トレイルをデスクトップコンピュータにダウンロード後、Audit Player は管理者画面

の内容を映画のように正確に表示します。SSH や Telnet ターミナルウィンドウ、あるいは Windows

サーバーのコンピュータグラフィカルデスクトップです。すべてが含まれます。管理者の入力、管理

者が画面で見たことなどです。基本的な再生機能に加え、再生早送りで管理者画面に表示された
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全テキストを検索できるため、コマンド検索、ディレクトリ名検索などが可能です。マイクロソフト

Windows サーバーの監査トレイル検索も同様に可能です。Audit Player は監査トレイルの文字認

識（OCR）も実行します。 

 

 

3.2 自動インデックス付けとレポート 

SCB は Audit Player に処理のための監査トレイルを送信できます。Audit Player は監査トレイルか

らテキストを抽出しトークンにセグメント化します。トークンは空白を含まないテキストセグメントで

す。たとえば、語句、日時（2009-03-14）、MAC や IP アドレスなどです。次に Audit Player は抽出し

たトークンを SCB に返信します。SCB は処理済監査トレイルのトークンから総合的なインデックス

を生成します。このようにして処理済監査トレイル（たとえば入力コマンドやユーザーが見たテキス

ト）を Web インターフェイスから検索できます。 

 

レポートはインデックス付けの結果から自動的に生成されます。レポートは特定検索キーワードの
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発生回数、検索語句が使用された監査トレイルの画面、一般統計情報が含まれます。これらは

SSH セッションで使用されたコマンド統計も含みます。 

 

 

3.3 強固な認証と承認 

監査接続を開始した実際のユーザーにトレースバックできるように、SCB はゲートウェイの様に動

作しユーザーからの認証を要求します。ゲートウェイ認証は： 

 

 

 

 全サポートプロトコルで使用可能 

 SCB Web インターフェイスの外側で実行され、監査接続の通信チャンネルから独立している 

 強力な認証方法（たとえば、X.509 証明書） 

 集中データベース（たとえば LDAP/マイクロソフト AD サーバーまたは RADIUS サーバー）統

合 

 アクセスしたサーバー認証に追加して独立に行われのため、2 要素認証を実行するために使

用 

 

認証の次のレイヤーに追加し、全接続に 4-eyes 接続を要求できます（別のユーザーが本来のユ

ーザーの接続要求を受付け有効化する）。承認者あるいは他の監査者はユーザー操作をリアル

タイムに見張ることが出来ます。 

 

4 PCIコンプライアンスにSCBを使用 

コンプライアンスはいくつもの分野でその重要性を増しています。法律、規制、工業基準などがセ

キュリティの考慮や顧客データ保護の強化を求めています。結果として、コンプライアンスはビジ

ネスプロセスの制御と監査能力を強化させ、たとえば、本当に必要な従業員にのみ特定データの

アクセスを許可、さらにこれらのデータすべてのアクセスを注意深く監査することになります。 

 

BalaBit SCB は重要なデータを管理するサーバーへのデータアクセスを制御するデバイスです。
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管理するサーバーからは完全に独立していますが、ユーザーセッションの完全なインデックス付け

した再生可能な監査トレイルの生成機能はサーバーが生成するシステムやアプリケーションログ

を補完します。監査のための独立デバイスの使用は以下の点で有利です： 

 

 SCB は監査データを監査トレイルに編成し、個々のユーザーによる操作の検査を容易にしま

す 

 SCB は、サーバーが生成するログの操作さえ可能なシステム管理者アカウントの監査データ

さえ、信頼と信用できる監査データとして提供します 

 SCB は、システム管理者アクティビティの制御・監査・検査が可能な独立した監査レイヤーを、

彼らから独立して生成できます 

 

下記のテーブルは監査に必要と思われる PCI-DSS v2 の詳細な要件を説明しています。他の

SOX, Basel II, HIPPA なども同様です。 

PCI 要件 SCB によるサポート 

1.3.8 非認定組織にプライベート IP アドレス

やルーティング情報を公開しないこと。 

注：IP アドレスをあいまいにする方法には下

記を含むが、これに限定されない： 

 NAT 

 カード所有者データを含むサーバーをプロ

キシサーバー/ファイアーウォールの背後

に設置またはコンテンツをキャッシュ 

 登録アドレスを持つプライベートネットワー

クに対するルート情報を削除またはフィル

ターする 

 登録アドレスの代わりに RFC1918 アドレス

空間を内部で使用 

 

SCB はネットワークとポートアドレス変換をサ

ポートします。制限するプロトコル（たとえば

SSH）からあて先アドレス自信を除去すること

も可能です。 

 



 
 
 

 

PCI 要件 SCB によるサポート 

2.2.1 1 台のサーバーにはひとつの主要な機

能のみを実装し、異なるセキュリティレベルを

必要とする機能を同一サーバーに共存させ

ない（たとえば、Web サーバー、DB サーバ

ー、DNS は個別のサーバーに実装しなけれ

ばならない）こと。 

注：仮想化技術を使用した場合、仮想システ

ムごとに一つの主要機能とすること。 

 

SCB はリモートアクセス接続を見張るという

目的の専用アプライアンスです。他のアプリ

ケーションを同居させることは出来ません。  

 

2.3 コンソール以外のすべての管理者アクセ

スは強固な暗号技術を使用すること。Web ベ

ースおよび他の非コンソール管理者アクセス

は SSH, VPN, SSL/TLS のような技術を使用

すること。 

 

SCB は管理者のサーバーアクセスに暗号化

を強制することが出来ます。いくつかのプロト

コル、たとえば SSH、RDP、VMware View、

VNC、に関する管理者アクセスは完全な監査

と再現が可能です。 

 

7.1 システムコンポーネントとカード所有者デ

ータへのアクセスはそのアクセスが業務上必

要な個人に限定すること。アクセス制限は以

下を含むこと。 

7.1.2 権限付与は個人の仕事と機能を基本

とすること。 

 

SCB は役割ベースアクセス制限(RBAC)モデ

ルを使用してリモートアクセス接続を制限で

きるツールです。LDAP データベースからユ

ーザーの所属グループを取得でき、これらの

役割をベースに接続や特定のプロトコルチャ

ンネル（たとえば、SCP、SSH でフォワードす

る X11、あるいは RDP における共有ドライブ

やデバイス）にアクセス権を付与ことが出来

ます。 

SCB の設定と管理そのものは ACL とグルー

プメンバー制に完全に基づいているために大

幅なカスタマイズが可能です。 
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7.1.4 自動化したアクセス制御システムを実

装すること 

 

認証、承認、さらに 4-eyes 認証可能な監査

機能と、リアルタイム監視と監査機能により、

SCB はリモートアクセス制御、たとえばリモー

トサーバー監視の制御、における主要な役

割を提供します。 

 

7.2 “ユーザーが知る必要があること”を基

本にアクセス制限した複数ユーザーのシステ

ムコンポーネントに対するアクセス制御を確

立し、特別に許可の無い場合はすべて拒否

に設定。 

 

SCB はサーバーへのアクセスを選択した

LDAP ユーザーグループメンバーだけ、ある

いは特別にリストしたユーザーだけに限定で

きます。クライアント IP アドレスベースのアク

セスに限定することも出来ます。SCB は管理

者プロトコルのチャンネルに対しアクセスを制

限できます。たとえば、Windows Terminal 

Server アクセスで共有ドライブアクセスを無

効化、あるいは選択したユーザーだけに SSH

接続のポートフォワーディングを有効化しま

す。SCB コンフィグレーションとアクセス、さら

にデータ保存に関して、役割ベース ACL シス

テムでユーザー権限を詳細に指定できます。
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8.3. 従業員、管理者、第三者によるネットワ

ークに対するリモートアクセス（ネットワーク

外からのネットワークレベルアクセス）には 2

要素認証を採用すること。たとえば、トークン

付 RADIUS、トークン付 TACACS、または 2 要

素認証が可能な他の技術など。 

注：2 要素認証は認証に必要な3 種類の認証

方法のうちの 2 つを必要とする（認証方法は

要件 8..2 を参照）。ひとつの方法を 2 回使用

することは（たとえば、2個の別のパスワード）

2 要素認証とはみなさない。 

 

SCB はリモートアクセス接続の制限と監査の

ために設計されました。SCB はアクセスする

サーバーに依存せずにユーザーを認証で

き、公開鍵認証、X.509 証明書、RADIUS や

LDAP ベータベース認証などの強力な認証を

サポートします。別々の認証を要求でき集中

2 要素認証シナリオの実装に効果的なツー

ルです。SCB は接続アクセスのため SCB 

Web インターフェイスでユーザー認証を要求

できますので、プロトコルに依存しない、すぐ

れた認証方法を提供します。  

 

8.5.6 ベンダーから使用するリモートアクセス

は必要な時間だけ許可すること。使用中はベ

ンダーによるリモートアクセスを監視するこ

と。 

 

計画した保守時間内だけ保護サーバーへの

アクセスを有効化する時間ポリシーを生成で

きます。また、必要時間以外のクライアントか

らのアクセスを無効化することも出来ます。

ベンダーがシステムに行う操作を見張り、制

限するために、4-eyes 認証も可能です。ベン

ダーは接続を承認された場合だけシステム

にアクセスでき、承認者はベンダー操作を

Audit Player で、リアルタイムで見張ることが

出来ます。またユーザーの不適切あるいは

有害な操作をいつでも終了させることが出来

ます。 
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8.5.16 カード所有者データを含むデータベー

スへの全アクセスは認証を必要とする。この

アクセスはアプリケーション、管理者、その他

の全ユーザーによるものを含む。データベー

スに対する直接アクセスまたは問い合わせ

はデータベース管理者にリダイレクトするこ

と。 

 

SCB は保護サーバーへの管理者リモートア

クセスの制限と監査のために開発されまし

た。SCB はリモートサーバー管理で使用され

る最も一般的なアプリケーションとプロトコル

を制御できます。これらは SSH、VNC、

Windows Terminal Service を含みます。SCB

は通常のユーザーが Terminal Service を

Windows Terminal Server でこれらのデータに

アクセスするような通常のアクセスも制御で

きます。 

リモートサーバーで実行される認証に加え、

LDAP や RADIUS データベースへの認証を使

用する強力な認証も可能であり、2 要素認証

を可能にします。さらに4-eyes原則は他のユ

ーザーによる全接続の強制的に要求するこ

とも出来ます。 

 

10.1 システムコンポーネントへの全アクセス

（特に root のような管理者権限のアクセス）

は個人にリンクさせること。 

 

SCB は保護サーバーへのあるユーザー（た

とえば root）からのアクセスを自動的に拒否

できます。メインLDAPデータベースサーバー

へのアクセスユーザー認証も可能です。 

SCB は通常のユーザー名で認証させること

もでき、その結果一般ユーザー名（たとえば

Administrator）を使った接続を実アカウントに

対応させることが出来ます。SCB はサーバー

の特定ユーザー名を使用する場合も制御で

きます。 
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10.2 下記のイベントを再構築するために全

システムコンポーネントに対する自動監査ト

レイル機能を実装すること。 

10.2.2 Root や管理者権限を持つ個人による

全アクション。 

 

SCB 保護サーバーに対するリモートアクセス

の制御と監査という目的のために開発されて

います。管理者によるすべての操作は監査ト

レイルで再現できます。監査トレイルの内容

を自動処理でインデックス付け出来、結果の

レポートを作成し、選択したキーワードや他

の条件によるカスタムレポート生成も行いま

す。 

 

10.2.3 全監査トレイルへのアクセスが可能

なこと。 

 

SCB に保存した監査トレイルは、その実行権

限のあるユーザーだけがアクセスできます。

監査トレイルのダウンロードはシステムログ

で見ることができます。監査トレイルは暗号

化できるだけでなく、複数の暗号鍵による暗

号化も可能です。複数鍵による暗号化監査ト

レイルはすべての必要な復号鍵所有者だけ

が閲覧できます。 

 

 

10.2.4 不正な論理アクセス試行を記録する

こと。 

 

SCB はリモートサーバーへのアクセス試行を

自動記録します。あるいは理由によって拒否

した特定のプロトコルチャンネルを記録しま

す。 

 

10.2.5 身元確認と認証メカニズムを使用す

ること。 

 

SCB は使用した認証タイプと成功および不成

功認証試行を記録します。 
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10.2.7 システムレベルのオブジェクト作成と

削除が出来ること。 

 

一般的には管理者だけがそのような操作が

可能であるため、SCB は管理者の操作を監

査します。 

SCB のコンフィグレーション変更に対しては、

SCB は詳細な変更ログを保持し、管理者に

変更理由を説明するよう要求できます。 

 

10.3 各イベントのシステムコンポーネントに

対し、少なくとも以下の監査トレイルを記録す

ること。 

10.3.1 ユーザーID 

10.3.2 イベントタイプ 

10.3.3 日時 

10.3.4 成功もしくは不成功 

10.3.5 イベント発生元 

10.3.6 影響するデータ、システムコンポーネ

ント、リソースの ID または名前 

 

SCB はこれらすべてのデータと他のメタデー

タ（たとえば、認証タイプなど）を記録します。

同様にサポートプロトコルを使用した保護サ

ーバーアクセスを記録します。 

SCB はユーザーに普通のユーザー名で認証

を要求できます。一般的（たとえば

Administrators）ユーザー名を実アカウントに

対応付けることが出来ます。 

 

10.4 時刻同期技術により、全重要システム

クロックと時刻を同期し、取得、配布、保存に

おいて下記の実装を確実にすること。 

注：時刻同期の一例は NTP である。 

 

SCB は自動的にシステククロックをリモート

タイムサーバーに同期できます。そのため監

査トレイルは正確な時刻情報を持ちます。サ

ーバーログが、サーバーの不正確なクロック

や非同期処理による不正確な時間であって

も問題ありません。 
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10.5 監査トレイルは変更されないように安

全に保管すること。 

 

すべての監査トレイルはデジタルサイン付

で、公開鍵で暗号化されます。暗号化には複

数鍵を使用することも出来ます。監査トレイ

ルはローカルまたはタイムスタンプ承認局を

使ってタイムスタンプをつけられます。 

 

10.5.1 仕事の必要性を持つ人にだけ監査ト

レイルの閲覧を制限すること。 

 

監査トレイルのダウンロードは権限を持つユ

ーザーに限定されます。ダウンロードした監

査トレイルは要求される暗号化鍵の所有者

のみが閲覧できます。通信のアップストリー

ムトラフィック（パスワードやその他の機密情

報を含む可能性がある）をダウンストリームと

は別に暗号化でき、追加暗号化鍵を持つ場

合だけ表示されます。 

 

10.5.2 未承認の変更から監査トレイルファイ

ルを保護すること。 

 

SCB に保存された監査トレイルは、監査サー

バーから物理的に独立しています。リモート

サーバーユーザーは SCB にアカウントを持

つ必要はありません。監査トレイルは暗号化

され、タイムスタンプ付であり、さらにデジタ

ルサイン付のため変更することは出来ませ

ん。それらはアクセス権のあるユーザーだけ

が直接アクセスできます。 

 

10.5.4 ログは LAN 上のログサーバーに外部

に公開された技術で書き込むこと。 

 

SCBは旧式のBSD-syslogと最新のIETFsyslog

プロトコルをサポートし、ログメッセージを相互

認証した TLS 暗号化接続でログサーバーに送

信できます。 
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10.6 最低でも 1 日に 1 回は全システムコン

ポーネントのログを閲覧すること。ログ閲覧

にはセキュリティ機能、IDS や AAA など、を実

行するサーバー(たとえば RADIUS)を含むこ

と。 

注：ログの収集、解析、アラートツールは 10.6

を満たさなければならない。 

 

SCB は監査対象接続レポートを毎日自動生

成します。記録した監査トレイル内容に自動

インデックス付けを行い、さらにカスタムレポ

ートを生成することも可能です。監査トラフィ

ックを外部 IDS/DLP システムに転送できるた

め、これらのシステムがアクセス不能な管理

トラフィックにも管理を拡張します。SCB は自

身のログをリモートログサーバーに信頼でき

る、暗号化接続で送信できます。 

 

10.7 監査トレイルは最低でも 1 年以上保存

し、最低でも 3 ヶ月以上のものはすぐに解析

できなければならない（たとえば、オンライ

ン、アーカイブ、リストア可能なバックアッ

プ）。 

 

SCB は大量の監査トレイルをオンライン保存

できます。監査トレイルのメタデータを保存す

るデータベースは実際の監査トレイルをアー

カイブした後でも使用可能です。 

 

11.4 IDS および/または IPS システムでカー

ド所有者データ環境の入り口の全トラフィック

を、同様にカード所有者データ環境内部での

重要なポイント、を監視し侵害の可能性を担

当者にアラート通知すること。全 IDS、 IPS エ

ンジン、ベースラインおよびシグネチャを最新

状態に保つこと。 

 

監査トラフィックを外部 IDS/DLP システムに

転送できるため、これらのシステムがアクセ

ス不能な管理トラフィックにも管理を拡張しま

す。 
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12.3.9 ベンダーやビジネスパートナーが必

要なときだけリモートアクセス機能を有効化

し、使用後はすぐに無効化すること。 

 

SCB 接続ポリシーは必要により容易に有効

化、無効化できます。4-eyes 認証原則を使

用すると、接続ポリシーのすべてのセッション

は個別の認証が必要であり、ユーザー作業

の監視がリアルタイムに見張ることが可能で

あり、ベンダーアクセスの制御を完全に行え

ます。 

また指定の時間における接続アクセスを制

限できます。 

 

12.3.10 リモートアクセス経由でカード所有者

データにアクセスする個人には、コピー、移

動、ローカルハードドライブ、リムーバブルメ

ディアに定義済みのビジネスの必要性で明

示的に承認した場合を除き、禁止する。 

 

SCBはリモートアクセス接続をチャンネルレベ

ルで制限できます。たとえば、SSH 接続の

SCP チャンネルを無効化し、あるいは RDP 接

続のクリップボードとデバイス共有チャンネル

を無効化し、リモート保存データのローカルメ

ディアへのコピーを防止します。接続監査の

内容は外部 IDS/DLP にも転送でき、これら

のシステムがアクセスできなかった管理用ト

ラフィックにも保護を拡大します。  

 

12.5.5 データへの全アクセスを監視し制御

すること。 

 

SCB はユーザーやサーバー管理者から独立

してリモートサーバーへのアクセス制御や監

査 機能を提供します。その結果システム管

理者より上位の独立した監査レイヤーを生成

することが出来ます。 
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5 ISO27001 コンプライアンスにSCBを使用 

下記のテーブルは ISO/IEC 27001 標準が監査に要求する要件の詳細です。SOX, Basel II, HIPAA

などの他のコンプライアンスも同様です。 

ISO 要件 SCB によるサポート 

A.10.1 オプションの手続きと責任 

目的：情報処理設備の操作が正しく安全である

ことを確実にする 

A.10.1.2 管理の変更 

管理：情報処理設備とシステムへの変更が管

理されていること。 

 

SCB がサポートするリモートアクセスプロトコ

ル、たとえば SSH や RDP、で情報処理設備をリ

モート管理する場合、SCB は変更管理ポリシー

と管理を補います。その変更は SCB で監査で

き、変更文書の一部になります。たとえば、監

査トレイルはフォレンジックや一般的なレビュー

で使用でき特定の設定変更が正しく実行され

たことも確認できます。 

A.10.1.3 義務の分離 

義務と責任範囲は分離し、組織資産の非承認

あるいは意図しない変更や，誤用される機会を

減少させる。 

 

SCB はユーザーとサーバー管理者から独立し

てリモートサーバーへのアクセスの制御や監査

手段を提供します。システム管理者の上に別

の監査レイヤーを生成します。これにより IT メ

ンテナンスと IT セキュリティ分野を切り離しシス

テム管理者の業務の監査や管理を提供しま

す。人的ミスや内部の誤用の機会を大幅に減

らすことになります。 

 

A.10.2 第３者サービス提供管理 

目的：第３者サービス提供契約と共に情報セキ

ュリティとサービス提供レベルを適切に取り入

れ保持する。 

A.10.2.2 第３者サービスの監視と閲覧 

管理：第３者によるサービス、レポート、記録は

定期的に監視・閲覧し、規則的な監査がなされ

ること。 

 

SCBは第３者が管理する IT サービス、たとえば

リモートサポートやリモートサービス管理を見る

ためには理想的です。SCB は第３者アクション

を閲覧する詳細で再生可能な監査トレイルを提

供します。強力なアクセス管理で第３者による

アクセスを絶対に必要なものだけに制限できま

す。たとえば、アクセスを特定のメンテナンスウ

ィンドウにだけ与え、SCB ゲートウェイの外向け

認証を要求し、リモート接続の可能チャンネル

を制限することなどです。SCBは4-eyes原則を

使って第３者を見張り、誰かが接続を承認した

場合に限り第３者接続を許可し、イベントをアク

ティブに監視できます。 
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A.10.6 ネットワークセキュリティ管理 

目的：ネットワークの情報保護とサポート基盤

保護を確実にする 

A.10.6.1 ネットワーク制御 

管理：ネットワークは適切に管理・制御され、脅

威から保護され、情報転送を含むネットワーク

利用システムやアプリケーションのセキュリティ

を保持すること 

 

 

SCB はリモートサービスアクセスで使用される

暗号化チャンネルの管理・監視・監査が可能で

あり、ゲートウェイ認証、２要素認証、4-eyes 認

証を含む強力な認証・認定を強制できます。 

 

A.10.10 監視 

目的：非承認情報処理アクティビティの検出 

A.10.10.1 監査ログ 

管理：ユーザーアクティビティ、例外、情報セキ

ュリティイベントを記録する監査ログを生成し、

将来の調査とアクセス制御のために定められ

た期間保持しなければならない 

 

SCB はシステム管理者とその他の特権ユーザ

ーによるシステムとサービスの SSH、RDP、

VNC、Citrix ICA、Telnet プロトコルなどによるリ

モートアクセスアクションを記録し監査できま

す。記録したイベントは映画のように再生可能

であり、操作や誤用を防止するために暗号化、

タイムスタンプ付フォーマットで保存されます。 

 

A.10.10.2 監視システムの利用 

管理：情報処理設備監視手順を確立し監視ア

クティビティ結果を規則的に閲覧しなければな

らない 

 

SCB は監視接続パラメータだけでなく、セッショ

ン内容までの詳細なアクセスレポートやカスタ

ムレポートを生成できます。SCB はユーザーア

クションにおけるグラフィカルプロトコル（たとえ

ば RDP）でユーザーが見るテキストを検索、イ

ンデックス付け、レポート処理できます。 

 

 

A.10.10.3 ログ情報の保護 

管理：ログ機能とログ情報は盗聴や非承認アク

セスから保護されること 

 

 

 

 

SCB は透過動作する独立したアプライアンスで

あり、監査対象接続ユーザーはアプライアンス

にアクセスすることはありません。SCB では監

査トレイルは操作や誤用を防止するため暗号

化、タイムスタンプ付フォーマットで保存されま

す。 
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ISO 要件 SCB によるサポート 

A.10.10.4 管理者とオペレータログ 

管理：システム管理者とシステムオペレータの

アクティビティを記録すること 

 

SCB はこの目的のために開発されています：リ

モートアクセスアクティビティを管理・監視・監査

します。SCB はリモートシステム管理者アクティ

ビティの信頼できる監査トレイルとレポートを提

供します。すべてのイベントは正しく記録され、

それが発生した時と同様に正確に閲覧できま

す。 

 

 

A.10.10.5 障害ログ 

管理：障害は記録、解析され適切なアクション

をとること 

 

 

SCB はフォレンジックのために障害の確認と発

見、さらにアクションを実行するための優れたツ

ールです。 

 

A.11.2 ユーザーアクセス管理 

目的：情報システムへの承認ユーザーアクセス

を確実にし、非承認ユーザーのアクセスを防止

すること 

 

A.11.2.2 特権管理 

管理：特権付与と利用は制限され、管理される

こと 

 

SCB は一箇所からリモートアクセスを管理でき

ます。強力な認証と承認方法で監査システム

に対するカスタムアクセス管理が可能です。 

 

A.12.5 開発とサポートプロセスを安全にする 

目的：アプリケーションシステムソフトウェアと情

報セキュリティを保持すること 

 

A.12.5.4 情報漏洩 

管理：情報漏洩の機会を防ぐこと 

 

 

 

 

 

 

SCB は監査トラフィック内容を外部 IDL/DLP シ

ステムに転送でき、それらのシステムによりア

クセス不可能なトラフィックの保護まで拡張でき

ます。それ自身のログのように、SCB はそれら

を信頼できる暗号化接続で外部ログサーバー

に送信できます。 
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ISO 要件 SCB によるサポート 

A.13.2 情報セキュリティインシデントと改善管

理 

目的：情報セキュリティインシデントに適用でき

る効果的な取り組みを常に確実に行うこと 

A.13.2.3 証拠の収集 

目的：セキュリティインシデントが個人的あるい

は組織として法的アクション（普通のあるいは

犯罪的な）に反する時は、証拠の収集・保持・

提出を行う。関連する司法権のルールに基づ

き証拠となるように提出できること 

 

SCB はクライアントとサーバーから独立して情

報を収集するため、取得情報は操作できませ

ん。監査トレイルは暗号化、タイムス堪能付フ

ォーマットで保存され操作や誤用を防ぎます。

SCB はリモートシステムアクティビティの信頼で

きる監査トレイルとレポートで、すべてのイベン

トが正しく記録され正確に発生した状況を再現

できます。これは多くのアプリケーションが十分

な情報を持たずユーザーアクションを正確に再

現できないので、特に有効です。SCB はこれら

のログを補完します。 

 

 

6  その他の重要な機能 

このセクションでは詳細に説明していない BalaBit SCB の機能のうちで、特に役立つものに焦点を

あてます。 

プロトコル検査 

SCB はアプリケーションレベルプロキシゲートウェイです。接続と転送トラフィックはアプリケーショ

ンレベル（OSI モデルレイヤー７）で検査され、プロトコル違反の全トラフィックを拒否します。これは

攻撃に対する効果的な防御です。このようなトラフィックの高レベルでの認識機能はプロトコルの

各種機能、たとえば SSH 接続の認証や暗号化方法や RDP トラフィックにおける許可チャンネル、

を制御できます。 

 

詳細なアクセス制御 

SCB で接続を定義できます。サーバーへのアクセスはリストにあるクライアント IP からのみ可能で

す。これは接続の各種パラメータでもっと制限できます。たとえばサーバーへの接続を許可する時

間、SSH におけるユーザー名と認証方法、SSH や RDP 接続での許可チャンネルタイプ（たとえば、

SCB は特定ユーザーだけに SSH ポートフォワーディングを許可、RDP で共有ドライブのアクセスを

無効化）です。認証制御は SCB が強力な認証方法（公開鍵）利用を強制し、ユーザーの公開鍵を

検証できることをあらわします。 

 

高可用構成（HA）サポート 

すべての監査トラフィックは SCB を通過しなければなりません。これは単一障害点の問題になりま

す。SCB に障害が発生すると管理者はメンテナンスのために保護されたサーバーに接続できませ
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ん。重要なサーバーやサービスにおいては受け入れられないことであるため、SCB は HA をサポ

ートします。この場合、同一構成の 2 台の SCB(マスターとスレーブ)は同時に稼動します。マスター

ノードはスレーブノードと全データを共有します。マスターノードが停止するとスレーブノードがすぐ

にアクティブになりますので、サーバーに継続してアクセスできます。 

 

シームレス統合 

システムは完全に透過であり、クライアントやサーバーの変更は不要です。その結果既存インフラ

への簡単で低費用の統合化が可能です。 

 

自動的なデータと構成のバックアップ 

記録した監査トレイルと SCB コンフィグレーションは周期的にリモートサーバーに転送されます。

最新のバックアップ、データバックアップを含む、は SCB Web コンソールで簡単にリストアできま

す。 

SCB の管理 

SCB はきれいで直感的な Web インターフェイスで設定できます。各 SCB 管理者役割は権限セット

で明確に定義できます。ホストとしての SCB 管理、サーバーへの接続管理、監査トレイル閲覧な

どです。Web インターフェイスは管理トラフィック専用のネットワークインターフェイスからアクセスで

きます。この管理インターフェイスはバックアップ、リモートサーバーへのログ記録、その他の管理

トラフィックでも利用できます。 

 

7 まとめ 

この文書は BalaBit SCB アプライアンスでリモートシステムへの特権アクセスの制御、アクティビテ

ィを、検索と再生可能な映画のような監査トレイルへ、の記録、フォレンジックにおける監査トレイ

ルの使用について説明しました。SCB は企業が PCI-DSS のような外部規制にＩＴインフラを合致さ

せるための理想的な選択です。 

 

7.1 BalaBit社について 

BalaBit IT セキュリティ社は高基準を満たすネットワークセキュリティソリューションの開発を行って

います。BalaBit の設立と現在の所有者はハンガリー人です。主要製品は Syslog-ng システムであ

り、Syslog 製品の代わりに世界で最も多く採用されています。Zorp 製品は 20 以上のプロトコルを

検査できます。これらは SSL や SSH のような暗号化プロトコルを含みます。Shell Control Box 

(SCB)は SSH, RDP, VNC, Citrix ICA そして Telnet などのトラフィックを制御、監査、再生するアプラ

イアンスです。 
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1 前書き


本書ではUNIX/Linuxサーバー、Windowsターミナルサービスのリモートアクセスの制御に BalaBit Shell Control Box（SCB)を利用した場合の利点を議論します。SCBはサーバーのリモートアクセスや管理に一般的に利用されるプロトコルを透過的に制御、監査、再生できます。これらはSSH, RDP, Citrix ICA, VMware View, VNCプロトコルを含みます。本書は熟練技術者やポリシーコンプライアンス（たとえばPCIやISO27001)のサーバー管理者プロセスの監査における決定権者、あるいはセキュリティインシデント発生時のフォレンジックに関する情報収集者にお奨めします。しかし基本的なネットワーク知識を有する方であればその内容を完全に理解できます。ここで説明するプロシージャやコンセプトは最新のSCB v3.1に関するものです。

本書は下記のセクションで構成されます：

· “セクション2　紹介”では、どのようにBalaBit SCBがサーバー管理者や他のユーザーによる作業の制御や監査について役立つかを説明します

· “セクション3　フォレンジックにSCBを使用”では、監査トレイルの検索と再生で管理者がサーバーに行ったことを検査します

· “セクション4　PCIコンプライアンスにSCBを使用”は、PCI-DSS要件の詳細リストにBalaBit SCBで対応できることを説明します


· “セクション5　ISO27001コンプライアンスにSCBを使用”は、ISO/IEC27001標準(ISO27001)要件の詳細リストにBalaBit SCBで対応できることを説明します

· “セクション6　その他の重要な機能”は、ITインフラの設計と実装に役立つSCBの機能を議論します

· “セクション7　要約”では、主要な論点を簡単に振り返ります。

2 紹介


BalaBit Shell Control Box (SCB)はリモートサーバー、バーチャルデスクトップ、ネットワークデバイスへのアクセスを制御し、これらのシステムへのアクセスを記録するアクティビティ監視アプライアンスです。たとえば、システム管理者によるSSH経由のデータベースサーバー設定、あるいは従業員によるVMware Viewでシンクライアントアプリケーションを使用したトランザクションを記録します。記録した監査トレイルは映画のように再生でき、発生したイベントを検査できます。監査トレイルの内容にはインデックスを付けイベントの検索や自動レポートが可能です。SCBは特にPCI-DSSやISO27001のような多くのコンプライアンスの要件が必要とする特権ユーザーアクセスの監視に適しています。それは、外部設置の透過デバイスであり、完全にクライアントとサーバーから独立しています。SCBを使うためにサーバーやクライアントのアプリケーション変更はまったく必要なく、既存インフラにスムースに統合できます。


2.1 SCBとは何か

サーバー管理の主要な問題は次の点に有ります。システム管理者は通常は会社組織の最下部に属し、責任はありません。たとえばデータベースのような会社で、実際には最高レベルにある、他のシステムにアクセスする権限もありません。その責任が限定的であるだけでなく、説明責任も同様です。その理由はその行動を隠蔽する無限の可能性を秘めているからです。全てのサーバーは発生したイベントのログを記録しますが、ログ記録システムそのものがシステム管理者の管理下にあります。システム管理者はいつでもログシステムをストップでき、集中システムが用意されていなければ、操作記録の削除でさえも可能です。他の問題はサーバー管理の外部委託の傾向が増加していることです。会社がサーバー管理を外部委託することは、完全な部外者、さらに悲劇的な場合はその下請けに、その会社の全ビジネスデータにあらゆるアクセス権を与えることと同じです。


BalaBit SCBはリモートサーバー管理者によるサーバーやネットワークスイッチに対するリモートアクセスを制御、監視、そして監査するデバイスです。サーバー管理者が使用する暗号化接続の制御によりサーバー管理者とサーバー管理プロセスを見つめるツールです。外部の、完全に透過的な、そして全くクライアントとサーバーに依存しないシステムです。SCBを使用するためにサーバーとクライアントアプリケーションを変更する必要はなく、既存インフラにスムースに統合できます。



BalaBit SCBはゲートウェイアプライアンスです。制御する管理用プロトコル以外の全てのネットワークトラフィックには影響は有りません。制御対象トラフィックはSCBに設定したルールでフィルターされ、解析のために監査トレイルに記録されます。管理者がサーバーに行った全てのアクション、設定変更は監査トレイルに記録されます。何らかの問題（サーバーの誤設定、侵入、予期しないシャットダウン）に関するイベントはすぐに入手でき、インシデント原因を容易に特定できます。言い換えれば、SCBはシステム管理者の業務を見張り、システム管理者に対する真のパワーを備えた新たな管理レベルを生み出します。


SCBは監査トレイルに全ての管理トラフィック（設定変更や外部コマンドなど）を記録します。全データは暗号化、タイムスタンプ付、デジタルサイン付で保存されるため、変更や操作は不可能です。何らかの問題（サーバー誤設定、データベース操作、予期しないシャットダウン）に関するイベントはすぐに入手でき、インシデント原因を容易に特定できます。記録した監査トレイルは映画のように表示でき、管理者の全アクションが再現できます。再生早送り、イベント（たとえば、マウスクリック、Enterキーを押す）や管理者画面に表示された文字の検索もサポートしています。レポートや自動検索も設定できます。通信に含まれる機密情報を保護するため、2方向のトラフィック（クライアントからサーバー、サーバーからクライアント）を区別し、それぞれ別の鍵で暗号化できます。そのためパスワードのような機密情報は必要な場合だけ表示できます。

SCBのプロトコルのいくつか、Citrix ICA、VNCやWindowsターミナルサーバーをアクセスする特定のRDP、はシンクライアント環境でも使用できます。そのようなアプリケーションでSCBはアプリケーションンに依存しない方法でクライアントのアクティビティを記録します。


2.2 ゲートウェイ認証と4-eyes承認

ユーザーID確認のため、SCBはゲートウェイでの認証が可能です。接続でゲートウェイ認証が要求されるとユーザーはSCBで認証されなければなりません。この追加認証はSCB Webインターフェイスで、プロトコル独立の優れた認証方法で実行されます。プロトコルが認証データベースをサポートしていなくても、接続は集中認証データベース（たとえばLADPやRADIUS）に対して認証できます。一般的なユーザー名（たとえばrootやadministratorなど）を使った接続は実際のユーザーアカウントに接続できます。SCBである認証方法（たとえばX.509証明書）を使い、リモートサーバーで異なるものを使用すると2要素認証になります。


SCBはユーザーが監査者や承認者に見張られ、承認されることも可能にします。接続で4-eyes承認が要求されると、ユーザー（承認者）はSCBで接続を承認しなければなりません。この認証はユーザーがリモートサーバーアクセスに必要な認証やグループメンバーシップへの追加です。承認者は接続をいつでも修了でき、承認した接続のイベントをリアルタイムに監視できます。SCBはトラフィックを監査プレイヤーに送信でき、そこでは承認者（あるいは別の監査者）はユーザーのサーバー操作を、あたかも映画を見るように、正確に見ることができます。


SCBはトラフィックの暗号を解読し、復号したトラフィックを侵入防御システム（IDS）に転送できますので暗号トラフィックの内容を解析できます。IDS解析でアクセスできなかったトラフィックをリアルタイムで検査できます。SSHにトンネルされた他のプロトコルも同様に検査できます。さらに暗号化プロトコル中で転送やアクセスされたファイルリストもデータ漏洩防御（DLP）システムに送信できます。


2.3 サポートされるプロトコル

最新バージョンのSCBは以下のプロトコルをサポートします。

· UnixベースサーバーやネットワークデバイスアクセスのためのSSH v2

· Microsoft Windowsプラットホームアクセスに使用されるRDP v4-7。2008 ServerやWindows 7も含みます


· SSH中でフォワードされるX11。Unix系システムのGUIリモートアクセスで使用される


· ネットワークデバイス(スイッチ、ルータ)アクセスに使用されるTelnetと旧式のUnixデバイスやメインフレームアクセスのためのTN3270プロトコル


· マルチプラットホーム環境のリモートグラフィカルアクセスで一般的に使用されるVNCグラフィカルデスクトップ共有システム

· VMware Viewクライアントがリモートサーバーアクセスのリモートデスクトップ表示プロトコルで使用するVMware View

2.4 公開レファレンス

以下の企業が金融分野でSCBを実環境で利用しています

· Dubai Islamic Bank PJS


· Raiffeisen Sud Tirol


· Svenska Handelsbanken AB


3 フォレンジックにSCBを使用

大企業のコンピュータフォレンジックは各地のCERTやCIRTの仕事です。企業のサーバーに対する管理者アクセスの信頼できる記録が可能なため、SCBはサーバーに関するインシデント、たとえば予期しないシャットダウンやサーバー侵害、調査の理想的なツールです。管理者が何を、いつ変更または設定したかを正確に調査できます。これは特にビジネスの重要サーバー、または企業がサーバー管理を社外、海外のこともありますが、に委託する場合、決定的に重要です。

以下のセクションでは記録した監査トレイルをどのように検索・再生し管理者がサーバーに行った操作を調査するかについて説明します。

3.1 監査トレイルからの発見と再生

SCBは記録したすべての接続から特定の接続を容易に発見できます。保存したメタデータは接続開始と終了日時、クライアントとサーバーIPアドレス、サーバーアクセスユーザー名と認証方法などを含みます。サーバー接続後の管理者の正確な操作を再生するために、Audit PlayerというMedia-Palyerに似たアプリケーションを使用します。Audit PlayerとSCB Webインターフェイスの検索ページは、保存した全接続のメタデータベースの特定の監査トレイルを発見できます。Webインターフェイスの検索は監査トレイルの前段フィルターとして推奨でき、一方Audit Playerは監査トレイルのはっきりした検索や再構成に有効です。



フィルターにより下記の項目で特別に興味を引く監査トレイルの発見が容易になります：

· 日時

· 接続プロトコル

· クライアントとサーバーのIPアドレスとポート番号

· サーバーログオンの認証方法とユーザー名など

SCBとAudit Playerは監査トレイルのテキスト（入力コマンドやファイル名などを含む）の総合的なインデックスを生成できるため、SCB Webインターフェイスから監査トレイル内容を検索できます。特定キーワードのカスタムレポートも作成できます。



関心のある監査トレイルをデスクトップコンピュータにダウンロード後、Audit Playerは管理者画面の内容を映画のように正確に表示します。SSHやTelnetターミナルウィンドウ、あるいはWindowsサーバーのコンピュータグラフィカルデスクトップです。すべてが含まれます。管理者の入力、管理者が画面で見たことなどです。基本的な再生機能に加え、再生早送りで管理者画面に表示された全テキストを検索できるため、コマンド検索、ディレクトリ名検索などが可能です。マイクロソフトWindowsサーバーの監査トレイル検索も同様に可能です。Audit Playerは監査トレイルの文字認識（OCR）も実行します。



3.2 自動インデックス付けとレポート

SCBはAudit Playerに処理のための監査トレイルを送信できます。Audit Playerは監査トレイルからテキストを抽出しトークンにセグメント化します。トークンは空白を含まないテキストセグメントです。たとえば、語句、日時（2009-03-14）、MACやIPアドレスなどです。次にAudit Playerは抽出したトークンをSCBに返信します。SCBは処理済監査トレイルのトークンから総合的なインデックスを生成します。このようにして処理済監査トレイル（たとえば入力コマンドやユーザーが見たテキスト）をWebインターフェイスから検索できます。



レポートはインデックス付けの結果から自動的に生成されます。レポートは特定検索キーワードの発生回数、検索語句が使用された監査トレイルの画面、一般統計情報が含まれます。これらはSSHセッションで使用されたコマンド統計も含みます。

3.3 強固な認証と承認

監査接続を開始した実際のユーザーにトレースバックできるように、SCBはゲートウェイの様に動作しユーザーからの認証を要求します。ゲートウェイ認証は：



· 全サポートプロトコルで使用可能

· SCB Webインターフェイスの外側で実行され、監査接続の通信チャンネルから独立している

· 強力な認証方法（たとえば、X.509証明書）

· 集中データベース（たとえばLDAP/マイクロソフトADサーバーまたはRADIUSサーバー）統合

· アクセスしたサーバー認証に追加して独立に行われのため、2要素認証を実行するために使用

認証の次のレイヤーに追加し、全接続に4-eyes接続を要求できます（別のユーザーが本来のユーザーの接続要求を受付け有効化する）。承認者あるいは他の監査者はユーザー操作をリアルタイムに見張ることが出来ます。

4 PCIコンプライアンスにSCBを使用


コンプライアンスはいくつもの分野でその重要性を増しています。法律、規制、工業基準などがセキュリティの考慮や顧客データ保護の強化を求めています。結果として、コンプライアンスはビジネスプロセスの制御と監査能力を強化させ、たとえば、本当に必要な従業員にのみ特定データのアクセスを許可、さらにこれらのデータすべてのアクセスを注意深く監査することになります。


BalaBit SCBは重要なデータを管理するサーバーへのデータアクセスを制御するデバイスです。管理するサーバーからは完全に独立していますが、ユーザーセッションの完全なインデックス付けした再生可能な監査トレイルの生成機能はサーバーが生成するシステムやアプリケーションログを補完します。監査のための独立デバイスの使用は以下の点で有利です：


· SCBは監査データを監査トレイルに編成し、個々のユーザーによる操作の検査を容易にします

· SCBは、サーバーが生成するログの操作さえ可能なシステム管理者アカウントの監査データさえ、信頼と信用できる監査データとして提供します

· SCBは、システム管理者アクティビティの制御・監査・検査が可能な独立した監査レイヤーを、彼らから独立して生成できます

下記のテーブルは監査に必要と思われるPCI-DSS v2の詳細な要件を説明しています。他のSOX, Basel II, HIPPAなども同様です。


		PCI要件

		SCBによるサポート



		1.3.8　非認定組織にプライベートIPアドレスやルーティング情報を公開しないこと。

注：IPアドレスをあいまいにする方法には下記を含むが、これに限定されない：

· NAT


· カード所有者データを含むサーバーをプロキシサーバー/ファイアーウォールの背後に設置またはコンテンツをキャッシュ

· 登録アドレスを持つプライベートネットワークに対するルート情報を削除またはフィルターする

· 登録アドレスの代わりにRFC1918アドレス空間を内部で使用



		SCBはネットワークとポートアドレス変換をサポートします。制限するプロトコル（たとえばSSH）からあて先アドレス自信を除去することも可能です。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		2.2.1　1台のサーバーにはひとつの主要な機能のみを実装し、異なるセキュリティレベルを必要とする機能を同一サーバーに共存させない（たとえば、Webサーバー、DBサーバー、DNSは個別のサーバーに実装しなければならない）こと。

注：仮想化技術を使用した場合、仮想システムごとに一つの主要機能とすること。



		SCBはリモートアクセス接続を見張るという目的の専用アプライアンスです。他のアプリケーションを同居させることは出来ません。 






		2.3　コンソール以外のすべての管理者アクセスは強固な暗号技術を使用すること。Webベースおよび他の非コンソール管理者アクセスはSSH, VPN, SSL/TLSのような技術を使用すること。



		SCBは管理者のサーバーアクセスに暗号化を強制することが出来ます。いくつかのプロトコル、たとえばSSH、RDP、VMware View、VNC、に関する管理者アクセスは完全な監査と再現が可能です。





		7.1　システムコンポーネントとカード所有者データへのアクセスはそのアクセスが業務上必要な個人に限定すること。アクセス制限は以下を含むこと。

7.1.2　権限付与は個人の仕事と機能を基本とすること。



		SCBは役割ベースアクセス制限(RBAC)モデルを使用してリモートアクセス接続を制限できるツールです。LDAPデータベースからユーザーの所属グループを取得でき、これらの役割をベースに接続や特定のプロトコルチャンネル（たとえば、SCP、SSHでフォワードするX11、あるいはRDPにおける共有ドライブやデバイス）にアクセス権を付与ことが出来ます。


SCBの設定と管理そのものはACLとグループメンバー制に完全に基づいているために大幅なカスタマイズが可能です。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		7.1.4　自動化したアクセス制御システムを実装すること



		認証、承認、さらに4-eyes認証可能な監査機能と、リアルタイム監視と監査機能により、SCBはリモートアクセス制御、たとえばリモートサーバー監視の制御、における主要な役割を提供します。





		7.2　“ユーザーが知る必要があること”を基本にアクセス制限した複数ユーザーのシステムコンポーネントに対するアクセス制御を確立し、特別に許可の無い場合はすべて拒否に設定。



		SCBはサーバーへのアクセスを選択したLDAPユーザーグループメンバーだけ、あるいは特別にリストしたユーザーだけに限定できます。クライアントIPアドレスベースのアクセスに限定することも出来ます。SCBは管理者プロトコルのチャンネルに対しアクセスを制限できます。たとえば、Windows Terminal Serverアクセスで共有ドライブアクセスを無効化、あるいは選択したユーザーだけにSSH接続のポートフォワーディングを有効化します。SCBコンフィグレーションとアクセス、さらにデータ保存に関して、役割ベースACLシステムでユーザー権限を詳細に指定できます。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		8.3.　従業員、管理者、第三者によるネットワークに対するリモートアクセス（ネットワーク外からのネットワークレベルアクセス）には2要素認証を採用すること。たとえば、トークン付RADIUS、トークン付TACACS、または2要素認証が可能な他の技術など。

注：2要素認証は認証に必要な3種類の認証方法のうちの2つを必要とする（認証方法は要件8..2を参照）。ひとつの方法を2回使用することは（たとえば、2個の別のパスワード）2要素認証とはみなさない。



		SCBはリモートアクセス接続の制限と監査のために設計されました。SCBはアクセスするサーバーに依存せずにユーザーを認証でき、公開鍵認証、X.509証明書、RADIUSやLDAPベータベース認証などの強力な認証をサポートします。別々の認証を要求でき集中2要素認証シナリオの実装に効果的なツールです。SCBは接続アクセスのためSCB Webインターフェイスでユーザー認証を要求できますので、プロトコルに依存しない、すぐれた認証方法を提供します。 






		8.5.6　ベンダーから使用するリモートアクセスは必要な時間だけ許可すること。使用中はベンダーによるリモートアクセスを監視すること。



		計画した保守時間内だけ保護サーバーへのアクセスを有効化する時間ポリシーを生成できます。また、必要時間以外のクライアントからのアクセスを無効化することも出来ます。ベンダーがシステムに行う操作を見張り、制限するために、4-eyes認証も可能です。ベンダーは接続を承認された場合だけシステムにアクセスでき、承認者はベンダー操作をAudit Playerで、リアルタイムで見張ることが出来ます。またユーザーの不適切あるいは有害な操作をいつでも終了させることが出来ます。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		8.5.16　カード所有者データを含むデータベースへの全アクセスは認証を必要とする。このアクセスはアプリケーション、管理者、その他の全ユーザーによるものを含む。データベースに対する直接アクセスまたは問い合わせはデータベース管理者にリダイレクトすること。



		SCBは保護サーバーへの管理者リモートアクセスの制限と監査のために開発されました。SCBはリモートサーバー管理で使用される最も一般的なアプリケーションとプロトコルを制御できます。これらはSSH、VNC、Windows Terminal Serviceを含みます。SCBは通常のユーザーがTerminal ServiceをWindows Terminal Serverでこれらのデータにアクセスするような通常のアクセスも制御できます。

リモートサーバーで実行される認証に加え、LDAPやRADIUSデータベースへの認証を使用する強力な認証も可能であり、2要素認証を可能にします。さらに4-eyes原則は他のユーザーによる全接続の強制的に要求することも出来ます。





		10.1　システムコンポーネントへの全アクセス（特にrootのような管理者権限のアクセス）は個人にリンクさせること。



		SCBは保護サーバーへのあるユーザー（たとえばroot）からのアクセスを自動的に拒否できます。メインLDAPデータベースサーバーへのアクセスユーザー認証も可能です。

SCB は通常のユーザー名で認証させることもでき、その結果一般ユーザー名（たとえばAdministrator）を使った接続を実アカウントに対応させることが出来ます。SCBはサーバーの特定ユーザー名を使用する場合も制御できます。







		PCI要件

		SCBによるサポートト



		10.2　下記のイベントを再構築するために全システムコンポーネントに対する自動監査トレイル機能を実装すること。

10.2.2　Rootや管理者権限を持つ個人による全アクション。



		SCB保護サーバーに対するリモートアクセスの制御と監査という目的のために開発されています。管理者によるすべての操作は監査トレイルで再現できます。監査トレイルの内容を自動処理でインデックス付け出来、結果のレポートを作成し、選択したキーワードや他の条件によるカスタムレポート生成も行います。





		10.2.3　全監査トレイルへのアクセスが可能なこと。



		SCBに保存した監査トレイルは、その実行権限のあるユーザーだけがアクセスできます。監査トレイルのダウンロードはシステムログで見ることができます。監査トレイルは暗号化できるだけでなく、複数の暗号鍵による暗号化も可能です。複数鍵による暗号化監査トレイルはすべての必要な復号鍵所有者だけが閲覧できます。





		10.2.4　不正な論理アクセス試行を記録すること。



		SCBはリモートサーバーへのアクセス試行を自動記録します。あるいは理由によって拒否した特定のプロトコルチャンネルを記録します。





		10.2.5　身元確認と認証メカニズムを使用すること。



		SCBは使用した認証タイプと成功および不成功認証試行を記録します。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		10.2.7　システムレベルのオブジェクト作成と削除が出来ること。



		一般的には管理者だけがそのような操作が可能であるため、SCBは管理者の操作を監査します。

SCBのコンフィグレーション変更に対しては、SCBは詳細な変更ログを保持し、管理者に変更理由を説明するよう要求できます。





		10.3　各イベントのシステムコンポーネントに対し、少なくとも以下の監査トレイルを記録すること。

10.3.1　ユーザーID


10.3.2　イベントタイプ

10.3.3　日時

10.3.4　成功もしくは不成功

10.3.5　イベント発生元

10.3.6　影響するデータ、システムコンポーネント、リソースのIDまたは名前



		SCBはこれらすべてのデータと他のメタデータ（たとえば、認証タイプなど）を記録します。同様にサポートプロトコルを使用した保護サーバーアクセスを記録します。

SCBはユーザーに普通のユーザー名で認証を要求できます。一般的（たとえばAdministrators）ユーザー名を実アカウントに対応付けることが出来ます。





		10.4　時刻同期技術により、全重要システムクロックと時刻を同期し、取得、配布、保存において下記の実装を確実にすること。

注：時刻同期の一例はNTPである。



		SCB は自動的にシステククロックをリモートタイムサーバーに同期できます。そのため監査トレイルは正確な時刻情報を持ちます。サーバーログが、サーバーの不正確なクロックや非同期処理による不正確な時間であっても問題ありません。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		10.5　監査トレイルは変更されないように安全に保管すること。



		すべての監査トレイルはデジタルサイン付で、公開鍵で暗号化されます。暗号化には複数鍵を使用することも出来ます。監査トレイルはローカルまたはタイムスタンプ承認局を使ってタイムスタンプをつけられます。





		10.5.1　仕事の必要性を持つ人にだけ監査トレイルの閲覧を制限すること。



		監査トレイルのダウンロードは権限を持つユーザーに限定されます。ダウンロードした監査トレイルは要求される暗号化鍵の所有者のみが閲覧できます。通信のアップストリームトラフィック（パスワードやその他の機密情報を含む可能性がある）をダウンストリームとは別に暗号化でき、追加暗号化鍵を持つ場合だけ表示されます。





		10.5.2　未承認の変更から監査トレイルファイルを保護すること。



		SCBに保存された監査トレイルは、監査サーバーから物理的に独立しています。リモートサーバーユーザーはSCBにアカウントを持つ必要はありません。監査トレイルは暗号化され、タイムスタンプ付であり、さらにデジタルサイン付のため変更することは出来ません。それらはアクセス権のあるユーザーだけが直接アクセスできます。





		10.5.4　ログはLAN上のログサーバーに外部に公開された技術で書き込むこと。



		SCBは旧式のBSD-syslogと最新のIETFsyslogプロトコルをサポートし、ログメッセージを相互認証したTLS暗号化接続でログサーバーに送信できます。





		PCI要件

		SCBによるサポート



		10.6　最低でも1日に1回は全システムコンポーネントのログを閲覧すること。ログ閲覧にはセキュリティ機能、IDSやAAAなど、を実行するサーバー(たとえばRADIUS)を含むこと。

注：ログの収集、解析、アラートツールは10.6を満たさなければならない。



		SCBは監査対象接続レポートを毎日自動生成します。記録した監査トレイル内容に自動インデックス付けを行い、さらにカスタムレポートを生成することも可能です。監査トラフィックを外部IDS/DLPシステムに転送できるため、これらのシステムがアクセス不能な管理トラフィックにも管理を拡張します。SCBは自身のログをリモートログサーバーに信頼できる、暗号化接続で送信できます。





		10.7　監査トレイルは最低でも1年以上保存し、最低でも3ヶ月以上のものはすぐに解析できなければならない（たとえば、オンライン、アーカイブ、リストア可能なバックアップ）。



		SCBは大量の監査トレイルをオンライン保存できます。監査トレイルのメタデータを保存するデータベースは実際の監査トレイルをアーカイブした後でも使用可能です。





		11.4　IDSおよび/またはIPSシステムでカード所有者データ環境の入り口の全トラフィックを、同様にカード所有者データ環境内部での重要なポイント、を監視し侵害の可能性を担当者にアラート通知すること。全IDS、 IPSエンジン、ベースラインおよびシグネチャを最新状態に保つこと。



		監査トラフィックを外部IDS/DLPシステムに転送できるため、これらのシステムがアクセス不能な管理トラフィックにも管理を拡張します。







		PCI要件

		SCBによるサポート



		12.3.9　ベンダーやビジネスパートナーが必要なときだけリモートアクセス機能を有効化し、使用後はすぐに無効化すること。



		SCB接続ポリシーは必要により容易に有効化、無効化できます。4-eyes認証原則を使用すると、接続ポリシーのすべてのセッションは個別の認証が必要であり、ユーザー作業の監視がリアルタイムに見張ることが可能であり、ベンダーアクセスの制御を完全に行えます。

また指定の時間における接続アクセスを制限できます。





		12.3.10　リモートアクセス経由でカード所有者データにアクセスする個人には、コピー、移動、ローカルハードドライブ、リムーバブルメディアに定義済みのビジネスの必要性で明示的に承認した場合を除き、禁止する。



		SCBはリモートアクセス接続をチャンネルレベルで制限できます。たとえば、SSH接続のSCPチャンネルを無効化し、あるいはRDP接続のクリップボードとデバイス共有チャンネルを無効化し、リモート保存データのローカルメディアへのコピーを防止します。接続監査の内容は外部IDS/DLPにも転送でき、これらのシステムがアクセスできなかった管理用トラフィックにも保護を拡大します。 






		12.5.5　データへの全アクセスを監視し制御すること。



		SCBはユーザーやサーバー管理者から独立してリモートサーバーへのアクセス制御や監査 機能を提供します。その結果システム管理者より上位の独立した監査レイヤーを生成することが出来ます。







5 ISO27001コンプライアンスにSCBを使用

下記のテーブルはISO/IEC 27001標準が監査に要求する要件の詳細です。SOX, Basel II, HIPAAなどの他のコンプライアンスも同様です。

		ISO要件

		SCBによるサポート



		A.10.1 オプションの手続きと責任


目的：情報処理設備の操作が正しく安全であることを確実にする


A.10.1.2 管理の変更


管理：情報処理設備とシステムへの変更が管理されていること。



		SCBがサポートするリモートアクセスプロトコル、たとえばSSHやRDP、で情報処理設備をリモート管理する場合、SCBは変更管理ポリシーと管理を補います。その変更はSCBで監査でき、変更文書の一部になります。たとえば、監査トレイルはフォレンジックや一般的なレビューで使用でき特定の設定変更が正しく実行されたことも確認できます。



		A.10.1.3 義務の分離


義務と責任範囲は分離し、組織資産の非承認あるいは意図しない変更や，誤用される機会を減少させる。




		SCBはユーザーとサーバー管理者から独立してリモートサーバーへのアクセスの制御や監査手段を提供します。システム管理者の上に別の監査レイヤーを生成します。これによりITメンテナンスとITセキュリティ分野を切り離しシステム管理者の業務の監査や管理を提供します。人的ミスや内部の誤用の機会を大幅に減らすことになります。






		A.10.2 第３者サービス提供管理


目的：第３者サービス提供契約と共に情報セキュリティとサービス提供レベルを適切に取り入れ保持する。


A.10.2.2 第３者サービスの監視と閲覧


管理：第３者によるサービス、レポート、記録は定期的に監視・閲覧し、規則的な監査がなされること。




		SCBは第３者が管理するITサービス、たとえばリモートサポートやリモートサービス管理を見るためには理想的です。SCBは第３者アクションを閲覧する詳細で再生可能な監査トレイルを提供します。強力なアクセス管理で第３者によるアクセスを絶対に必要なものだけに制限できます。たとえば、アクセスを特定のメンテナンスウィンドウにだけ与え、SCBゲートウェイの外向け認証を要求し、リモート接続の可能チャンネルを制限することなどです。SCBは4-eyes原則を使って第３者を見張り、誰かが接続を承認した場合に限り第３者接続を許可し、イベントをアクティブに監視できます。






		ISO要件

		SCBによるサポート



		A.10.6 ネットワークセキュリティ管理


目的：ネットワークの情報保護とサポート基盤保護を確実にする


A.10.6.1 ネットワーク制御


管理：ネットワークは適切に管理・制御され、脅威から保護され、情報転送を含むネットワーク利用システムやアプリケーションのセキュリティを保持すること




		SCBはリモートサービスアクセスで使用される暗号化チャンネルの管理・監視・監査が可能であり、ゲートウェイ認証、２要素認証、4-eyes認証を含む強力な認証・認定を強制できます。






		A.10.10 監視


目的：非承認情報処理アクティビティの検出


A.10.10.1 監査ログ


管理：ユーザーアクティビティ、例外、情報セキュリティイベントを記録する監査ログを生成し、将来の調査とアクセス制御のために定められた期間保持しなければならない




		SCBはシステム管理者とその他の特権ユーザーによるシステムとサービスのSSH、RDP、VNC、Citrix ICA、Telnetプロトコルなどによるリモートアクセスアクションを記録し監査できます。記録したイベントは映画のように再生可能であり、操作や誤用を防止するために暗号化、タイムスタンプ付フォーマットで保存されます。






		A.10.10.2 監視システムの利用


管理：情報処理設備監視手順を確立し監視アクティビティ結果を規則的に閲覧しなければならない




		SCBは監視接続パラメータだけでなく、セッション内容までの詳細なアクセスレポートやカスタムレポートを生成できます。SCBはユーザーアクションにおけるグラフィカルプロトコル（たとえばRDP）でユーザーが見るテキストを検索、インデックス付け、レポート処理できます。






		A.10.10.3 ログ情報の保護


管理：ログ機能とログ情報は盗聴や非承認アクセスから保護されること




		SCBは透過動作する独立したアプライアンスであり、監査対象接続ユーザーはアプライアンスにアクセスすることはありません。SCBでは監査トレイルは操作や誤用を防止するため暗号化、タイムスタンプ付フォーマットで保存されます。






		ISO要件

		SCBによるサポート



		A.10.10.4 管理者とオペレータログ


管理：システム管理者とシステムオペレータのアクティビティを記録すること




		SCBはこの目的のために開発されています：リモートアクセスアクティビティを管理・監視・監査します。SCBはリモートシステム管理者アクティビティの信頼できる監査トレイルとレポートを提供します。すべてのイベントは正しく記録され、それが発生した時と同様に正確に閲覧できます。






		A.10.10.5 障害ログ


管理：障害は記録、解析され適切なアクションをとること




		SCBはフォレンジックのために障害の確認と発見、さらにアクションを実行するための優れたツールです。






		A.11.2 ユーザーアクセス管理


目的：情報システムへの承認ユーザーアクセスを確実にし、非承認ユーザーのアクセスを防止すること


A.11.2.2 特権管理


管理：特権付与と利用は制限され、管理されること




		SCBは一箇所からリモートアクセスを管理できます。強力な認証と承認方法で監査システムに対するカスタムアクセス管理が可能です。






		A.12.5 開発とサポートプロセスを安全にする


目的：アプリケーションシステムソフトウェアと情報セキュリティを保持すること


A.12.5.4 情報漏洩


管理：情報漏洩の機会を防ぐこと




		SCBは監査トラフィック内容を外部IDL/DLPシステムに転送でき、それらのシステムによりアクセス不可能なトラフィックの保護まで拡張できます。それ自身のログのように、SCBはそれらを信頼できる暗号化接続で外部ログサーバーに送信できます。






		ISO要件

		SCBによるサポート



		A.13.2 情報セキュリティインシデントと改善管理


目的：情報セキュリティインシデントに適用できる効果的な取り組みを常に確実に行うこと


A.13.2.3 証拠の収集


目的：セキュリティインシデントが個人的あるいは組織として法的アクション（普通のあるいは犯罪的な）に反する時は、証拠の収集・保持・提出を行う。関連する司法権のルールに基づき証拠となるように提出できること




		SCBはクライアントとサーバーから独立して情報を収集するため、取得情報は操作できません。監査トレイルは暗号化、タイムス堪能付フォーマットで保存され操作や誤用を防ぎます。SCBはリモートシステムアクティビティの信頼できる監査トレイルとレポートで、すべてのイベントが正しく記録され正確に発生した状況を再現できます。これは多くのアプリケーションが十分な情報を持たずユーザーアクションを正確に再現できないので、特に有効です。SCBはこれらのログを補完します。







6  その他の重要な機能

このセクションでは詳細に説明していないBalaBit SCBの機能のうちで、特に役立つものに焦点をあてます。

プロトコル検査

SCBはアプリケーションレベルプロキシゲートウェイです。接続と転送トラフィックはアプリケーションレベル（OSIモデルレイヤー７）で検査され、プロトコル違反の全トラフィックを拒否します。これは攻撃に対する効果的な防御です。このようなトラフィックの高レベルでの認識機能はプロトコルの各種機能、たとえばSSH接続の認証や暗号化方法やRDPトラフィックにおける許可チャンネル、を制御できます。


詳細なアクセス制御

SCBで接続を定義できます。サーバーへのアクセスはリストにあるクライアントIPからのみ可能です。これは接続の各種パラメータでもっと制限できます。たとえばサーバーへの接続を許可する時間、SSHにおけるユーザー名と認証方法、SSHやRDP接続での許可チャンネルタイプ（たとえば、SCBは特定ユーザーだけにSSHポートフォワーディングを許可、RDPで共有ドライブのアクセスを無効化）です。認証制御はSCBが強力な認証方法（公開鍵）利用を強制し、ユーザーの公開鍵を検証できることをあらわします。


高可用構成（HA）サポート

すべての監査トラフィックはSCBを通過しなければなりません。これは単一障害点の問題になります。SCBに障害が発生すると管理者はメンテナンスのために保護されたサーバーに接続できません。重要なサーバーやサービスにおいては受け入れられないことであるため、SCBはHAをサポートします。この場合、同一構成の2台のSCB(マスターとスレーブ)は同時に稼動します。マスターノードはスレーブノードと全データを共有します。マスターノードが停止するとスレーブノードがすぐにアクティブになりますので、サーバーに継続してアクセスできます。


シームレス統合

システムは完全に透過であり、クライアントやサーバーの変更は不要です。その結果既存インフラへの簡単で低費用の統合化が可能です。


自動的なデータと構成のバックアップ

記録した監査トレイルとSCBコンフィグレーションは周期的にリモートサーバーに転送されます。最新のバックアップ、データバックアップを含む、はSCB Webコンソールで簡単にリストアできます。

SCBの管理

SCBはきれいで直感的なWebインターフェイスで設定できます。各SCB管理者役割は権限セットで明確に定義できます。ホストとしてのSCB管理、サーバーへの接続管理、監査トレイル閲覧などです。Webインターフェイスは管理トラフィック専用のネットワークインターフェイスからアクセスできます。この管理インターフェイスはバックアップ、リモートサーバーへのログ記録、その他の管理トラフィックでも利用できます。

6 まとめ

この文書はBalaBit SCBアプライアンスでリモートシステムへの特権アクセスの制御、アクティビティを、検索と再生可能な映画のような監査トレイルへ、の記録、フォレンジックにおける監査トレイルの使用について説明しました。SCBは企業がPCI-DSSのような外部規制にＩＴインフラを合致させるための理想的な選択です。

6.1 BalaBit社について

BalaBit ITセキュリティ社は高基準を満たすネットワークセキュリティソリューションの開発を行っています。BalaBitの設立と現在の所有者はハンガリー人です。主要製品はSyslog-ngシステムであり、Syslog製品の代わりに世界で最も多く採用されています。Zorp製品は20以上のプロトコルを検査できます。これらはSSLやSSHのような暗号化プロトコルを含みます。Shell Control Box (SCB)はSSH, RDP, VNC, Citrix ICAそしてTelnetなどのトラフィックを制御、監査、再生するアプライアンスです。
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