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1 はじめに 

本書では UNIX/Linux サーバ、Windows サーバやネットワークデバイス、同様に仮想化アプリケー

ションのリモートアクセス制御に BalaBit Shell Control Box（SCB)を利用する場合の利点を説明 

します。SCB はサーバ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, HTTP, Citrix ICA, VMware View, Telnet, 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

ーバ管理やリモートアクセス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、

PCI DSS 3.0 や Balabit Shell Control Box (SCB) Version 3F5 以上に適用できます。 

 

1.1 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、工業規格などがセ

キュリティの意識や顧客データ保護の強化を求めています。結果として、企業はビジネスプロセス

の監査能力と制御を強化させ、たとえば、本当に必要な従業員にのみ機密データへのアクセスを

許可し、さらにこれらのデータへの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 は機密データを保存するサーバへのデータアクセスを制御、監査するデバイスです。

管理するサーバからは完全に独立していますが、ユーザセッションにインデックス付けした再生可

能な監査証跡を完全に作成することにより、サーバが生成するシステムログ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 は監査証跡と呼ばれるセッションに監査データを編成し、個々のユーザによる操作

のレビューを容易にします 

 SCB はサーバが生成するログの操作も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 は独立した監査レイヤーを生成します。したがって、システム管理者から独立して、

彼らのアクティビティを制御、監査、レビューできます 

 
認証、承認または 4-eyes 承認やリアルタイム監視・監査のような監査機能によって、SCB はリモ

ートアクセスのアクセス制御（たとえばリモートサーバ管理の制御）において、必須な役割を演じる

ことができます。 
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1.2 SCB とは 

BalaBit Shell Control Box（SCB)は、リモートサーバ、仮想デスクトップや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アクセスするユーザのアクティビティ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、システム管理者が SSH でデータベースサーバを設定する操作、あるいは従業員が

VMware View でシンクライアントアプリケーションを使っている処理を記録します。 

記録された監査証跡は、起こったイベントを正確にレビューし映画のように再生します。監査証跡

の内容はイベントの検索や自動的なレポートを可能にするためにインデックス付けされます。SCB

は PCI DSS や ISO27001 のような多くのコンプライアンス要件によって要求される特権ユーザアク

セスを管理することに特に適しています。SCB は透過的な外部デバイスで、クライアントやサーバ

から完全に独立しています。サーバやクライアントアプリケーションは SCB を使用するために変更

する必要はありません。既存インフラにスムーズに統合できます。 

BalaBit Shell Control Box（SCB)は、サーバやネットワークデバイスへのリモート管理アクセスを制

御、監視、監査するデバイスです。サーバ管理に使用される暗号化接続を制御することによって、

サーバ管理者やサーバ管理プロセスを監視するツールです。SCB は透過的な外部デバイスで、

クライアントやサーバから完全に独立しています。サーバやクライアントアプリケーションは SCB を

使用するために変更する必要はありません。既存インフラにスムーズに統合できます。 

 
図１．BalaBit Shell Control Box でのリモートアクセス制御 
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1.3 SCB の動作 

SCBは監査証跡に全ての管理トラフィック（設定変更やコマンドの実行など）を記録します。全デー

タは変更や操作を防ぐため、暗号化、タイムスタンプ付、電子署名付で保存されます。何か問題

（サーバの設定ミスやデータベース操作、予期しないシャットダウンなど）があったとき、イベントの

状況をすぐに監査証跡から取り出せます。したがって、インシデントの原因を簡単に特定できます。

記録した監査証跡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。言い換えれ

ば、SCB でシステム管理者以上の真の権限を持つ新しい管理レベルを作り、システム管理者の

作業を監督し制御できます。 

 

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。また、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、サーバからクライアント）を切

り離して、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とき

だけ表示されます。 

 
SCB が制御できるプロトコルはリモート管理アクセスだけでなく、Citrix ICA、VNC や Windows ター

ミナルサービスへのアクセスに使用する RDP のような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。 

 

1.4 SCB でのリアルタイムコンテンツモニタリング 

SCB はリアルタイムで特定の接続トラフィックをモニタリングし、特定のパターン（たとえば、特殊コ

マンドやテキスト）がコマンドラインや画面上に表示される、あるいはグラフィカルプロトコルに特殊

なウィンドウタイトルが表示されると各種アクションを実行できます。コンテンツモニタリングはリア

ルタイムに実行されるため、サーバで実行される有害なコマンドを防ぐことができます。SCB はク

レジットカード番号のような数字も検知することができます。RDP 接続の場合は、ウィンドウタイト

ルの内容を検知できます。 

 

次のアクションを実行することができます： 

 

 システムログにイベントを記録します。 

 すぐに接続を終了します。 

 イベントについてのアラートを E メールか SNMP で送ります。 

 SCB の接続データベースにイベントを保管します。 

 

SCB は現在、SSH の session-shell 接続、Telnet 接続、RDP Drawing チャンネルと VNC 接続をサ

ポートしています。 
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1.5 4-eyes 承認 

SCB はユーザが監査人または承認者によって監督および承認されていることを保証します。 

4-eyes 承認は接続が要求されたときに、承認者と呼ばれるユーザも SCB で接続を承認する必要

があります。この承認はリモートサーバにアクセスするユーザに必要な任意の認証やグループメ

ンバーシップ要件も追加できます。すべての接続は 4-eyes 承認を使用できますので、プロトコル

に依存しないアウトバンドな認証とモニタリング方法を提供します。承認者はいつでも接続を終了

させることが可能で、承認された接続のイベントをリアルタイムにモニタリングすることもできます。

SCB は Audit Player アプリケーションにトラフィックをストリーミングでき、承認者（または別の監査

人）はユーザがサーバ上で何をしたかまるで映画のように正確に見ることができます。 

1.6 サポートプロトコル 

 Unix ベースサーバやネットワークデバイスへのアクセスに使用される Secure Shell (SSH) 

プロトコル 

 Microsoft Windows プラットフォームへのアクセスに使用されるリモートデスクトッププロト

コル（RDP）、リモートデスクトップサービス（RemoteApp プログラム）もサポートされます 

 Citrix XenApp、XenDesktop 

 Unix-like システムのグラフィカルインタフェースでのリモートアクセスで使用される SSH の

X11 プロトコル転送 

 ネットワークデバイス（スイッチ、ルータ）へのアクセスに使用される Telnet プロトコルや、

レガシーな Unix デバイスやメインフレームで使用される TN3270 

 マルチプラットフォーム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 Virtual 

Network Computing (VNC) グラフィカルデスクトップシェアリングシステム 

 リモートサーバへのアクセスでリモートデスクトッププロトコル（RDP）を使用する VMware 

View 

 アプライアンス、ネットワークデバイスや他のアプリケーションのWebインタフェースへのア

クセスで一般的に使用される HTTP プロトコル（HTTPS を含む） 

 

1.7 公開リファレンス 

以下の金融分野の企業が SCB を実環境で利用しています 

 
 Alfa Bank (http://alfabank.com/) 

 Archi (http://www.archi.com/) 

 Emerging Markets Payments Jordan (http://www.emp-group.com/) 

 Dubai Islamic Bank PJS (http://www.dib.ae/) 

 National Bank of Kuwait (http://www.nbk.com/) 

 Svenska Handelsbanken AB (http://www.handelsbanken.com/) 

 The Central Bank of Hungary (http://english.mnb.hu/) 

http://alfabank.com/
http://www.archi.com/
http://www.emp-group.com/
http://www.dib.ae/
http://www.nbk.com/
http://www.handelsbanken.com/
http://english.mnb.hu/
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2 PCI コンプライアンスに SCB を使用 

 
次のセクションでは、監査に関連する Payment Card Industry（PCI）データセキュリティ基準

（https://www.pcisecuritystandards.org で公開されている PCI DSS バージョン 3.0 に基づく）の要

件についての詳細を説明します。 

サーベンス·オクスリー法（SOX 法）、Basel II、または（HIPAA）は、同様の要件が含まれています。 

 

要件 2： システムパスワードおよび他のセキュリティパラメータにベンダ提供のデフォルト値を使

用しない 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

2.2.1： 同じサーバに異なったセキュリティレベ

ルを必要とする機能が共存しないように、１つ

のサーバには、主要機能を１つだけ実装する。

（たとえば、Web サーバ、データベースサーバ、

DNS は別々のサーバに実装する必要があ

る。） 

注：仮想化テクノロジを使用している場合は、１

つの仮想システムコンポーネントに主要機能を

１つだけ実装する。 

SCB はリモートアクセス接続を監督するという

目的の専用アプライアンスです。他のアプリケ

ーションをインストールすることはできません。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

2.3： 強力な暗号化を使用して、すべてのコンソ

ール以外の管理アクセスを暗号化する。Webベ

ースの管理など非コンソール管理アクセスにつ

いては、SSH、VPN、または SSL/TLS などのテ

クノロジを使用します。 

SCB は管理者のサーバ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、Ｔｅｌｎｅｔ、

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。 

ＳＣＢはＳＳＬ/ＴＬＳで暗号化されていないプロト

コルも、たとえばＶＮＣまたはＴｅｌｎｅｔ、トンネル

化できます。 

 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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要件 3： 保存されるカード会員データを保護する  

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

3.3： 表示時にＰＡＮをマスクして（最初の６桁と

最後の４桁が最大表示桁数）、業務上の正当

な必要性がある関係者だけがＰＡＮ全体を見る

ことができるようにする。 

注： カード会員データの表示（法律上、または

ペイメントカードブランドによるＰＯＳ、レシート

要件など）に関するこれより厳しい要件がある

場合は、その要件より優先されることはありま

せん。 

SCB は表示されたＰＡＮをマスクすることは現

在できませんが、イベントについてアラートを上

げる、または自動でユーザの接続を終了するこ

とができます。-そのような情報が表示される前

であっても 

 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

3.4： 以下の手法を使用して、すべての保存場

所でＰＡＮを少なくとも読み取り不能にする（ポ

ータブルデジタルメディア、バックアップメディ

ア、ログを含む）。 

 強力な暗号化をベースにしたワンウェイハ

ッシュ（ＰＡＮ全体をハッシュする必要があ

る） 

 トランケーション（ＰＡＮの切り捨てられたセ

グメントの置き換えにはハッシュを使用で

きない） 

 インデックストークンとパッド（パッドは安全

に保存する必要がある） 

 関連するキー管理プロセスおよび手順を

伴う、強力な暗号化 

SCB の監査証跡は、強力な公開鍵暗号を用い

て暗号化することができます。要求される暗号

鍵を保有する人員だけが、記録した監査証跡

にアクセスしＰＡＮを表示できます。 
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要件７： カード会員データへのアクセスを、業務上必要な範囲内に制限する 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

7.1： システムコンポーネントとカード会員デー

タへのアクセスを、業務上必要な人に限定す

る。 

 

7.1.2： 特権ユーザＩＤに与えるアクセス権を職

務の実行に必要な最小限の特権に制限する。 

 

7.1.3： 個人の職種と職務に基づくアクセス権を

割り当てる。 

SCB はロールベースアクセス制御（ＲＢＡＣ）モ

デルを使用してリモートアクセス接続を制御で

きるツールです。ＬＤＡＰデータベース（たとえ

ば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｃｔｉｖｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ）からユー

ザの所属する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、ＳＳＨでのポートフォワーディン

グ、ＳＣＰ、Ｘ１１フォワーディング、またはＲＤＰ

での共有ドライブやデバイス）にアクセス権を付

与することができます。 

 

ＳＣＢのアクセス権はＡＣＬ（アクセスコントロー

ルリスト）とグループメンバーシップに完全に基

づいています。大幅なカスタマイズやＬＤＡＰデ

ータベースとの連携が可能です（たとえば、Ｍｉｃ

ｒｏｓｏｆｔ Ａｃｔｉｖｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ）。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

7.2： システムコンポーネントで、ユーザの必要

性に基づいてアクセス制限され、特に許可のな

い場合は「すべて拒否」に設定された、アクセス

制御システムを確立する。 

SCB はサーバへのアクセスを、選択した LDAP

や Active Directory ユーザ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だけに制

限できます。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可能です。SCB は管理

プロトコルのチャンネルに対してもアクセスを制

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だけに SSH 接続

のポートフォワーディングを有効にします。SCB

の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、ロールベース ACLシステムでユ

ーザ権限を詳細に指定できます。 
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要件 8： システムコンポーネントへのアクセスを確認・許可する 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.1： ポリシーと手順を定義して実装すること

で、次のように、すべてのシステムコンポーネン

トで、非消費者ユーザと管理者のための適切

なユーザ識別および認証の管理が行われるよ

うにする。 

 

8.1.1： システムコンポーネントまたはカード会

員データへのアクセスを許可する前に、すべて

のユーザに一意の ID を割り当てる。 

SCB は Administrator または root のような共有

アカウントでアクセスしても、ユーザが所有する

一意のユーザ IDを使用して認証できます。しか

も、ユーザはその共有アカウントにアクセスす

るために必要とされるログイン認証情報（たとえ

ば、パスワードや証明書）を知っている必要は

ありません。SCB はそれらをローカルディスク

に保存、あるいはリモートパスワードマネージャ

やパスワード Vault サービスを使用することが

できます。共有アカウントの使用を大幅に簡素

化します（たとえば、レガシーシステムやネット

ワークデバイス）。さらに、共有アカウントの資

格情報を変更する必要はありませんので、人

員変更の処理をはるかに容易にします。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.1.3： 契約終了したユーザのアクセスを直ち

に取り消す。 

ユーザが中央 LDAP データベース（たとえば、

Microsoft Active Directory）に認証時、SCB は

そのユーザの特権あるいは関連するグループ

メンバーシップが取り消されると直ちにアクセス

を拒否します。LDAP へユーザ認証できない共

有アカウントやデバイスへのアクセスを直ちに

拒否するような場合に、SCB の利用はさらに利

点があります。 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.1.5： ベンダがリモートアクセス経由でシステ

ムコンポーネントのアクセス、サポート、メンテ

ナンスに使用するユーザ ID を以下のように管

理する。 

 必要な時間内だけ有効になり、使用され

ていないときは無効になっている。 

 使用時に監視されている。 

クライアントが指定された時間枠（たとえば、ス

ケジュールされたメンテナンス時間）の間だけ

保護サーバへのアクセスを有効にするタイムポ

リシーを作成できます。別の方法として、必要

のないクライアントからくる接続を無効にできま

す。 

 

ベンダがシステム上ですることを監督し制御す

るために、４－ｅｙｅｓ認証を使用することができ

ます。ベンダは接続が承認された場合にのみ

システムにアクセスできます。 

また、Ａｕｄｉｔ Ｐｌａｙｅｒアプリケーションでベンダ

の動作をリアルタイム（またはそれ以降）に見る

ことができます。ユーザが不適当または有害な

動作をしていると判断したら、接続をいつでも

終了させることができます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.1.8： セッションのアイドル状態が 15 分を超え

た場合、ターミナルまたはセッションを再度アク

ティブにするため、ユーザの再認証が必要とな

る。 

ＳＣＢは指定された時間後のアイドル状態のセ

ッション（ネットワークトラフィックを発生しないセ

ッション）を自動的に終了します。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.2： 一意のＩＤを割り当てることに加え、すべて

のユーザを認証するため、すべてのユーザを

認証するため、次の方法の少なくとも１つを使

用することで、すべてのシステムコンポーネント

上での顧客以外のユーザと管理者の適切なユ

ーザ認証管理を確認する。 

 ユーザが知っていること（パスワードやパ

スフレーズなど） 

 トークンデバイスやスマートカードなど、ユ

ーザが所有しているもの 

 ユーザ自身を示すもの（生体認証など） 

ＳＣＢは中央ＬＤＡＰ（たとえば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｃｔ

ｉｖｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ）あるいはＲＡＤＩＵＳサーバへの

監査対象の接続を一元的に認証できます。ま

た、パスワード、公開鍵や証明書、さらに特定

のケースとしてスマートカードなどの強力な認

証方法の使用を強制します。 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.2.1： 強力な暗号化を使用して、すべてのシス

テムコンポーネントで、送信と保存中に認証情

報（パスワード/パスフレーズなど）をすべて読

み取り不能とする。 

ＳＣＢはＬＤＡＰＳの暗号化をサポートします。同

様に監査対象接続の強力な認証方法、たとえ

ば、ＲＤＰ接続でのネットワークレベル認証（ＮＬ

Ａ）もサポートします。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.3： 従業員（ユーザと管理者を含む）および第

三者（サポートやメンテナンス用のベンダアクセ

スを含む）によるネットワークへのアクセス（ネッ

トワーク外部からのネットワークレベルアクセ

ス）に２因子認証を組み込む。 

注： ２因子認証では、３つの認証方法のうち２

つを認証する必要がある（認証方法について

は、要件 8.2 を参照）。 

１つの因子を２回使用すること（たとえば、２つ

の個別パスワードを使用する）は、２因子認証

とは見なされない。 

２因子認証方式の例としては、トークン使用の

ＲＡＤＩＵＳ（Ｒｅｍｏｔｅ Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ 

Ｄｉａｌ－Ｉｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ）、トークン使用のＴＡＣＡＣＳ

（Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ Ａｃｃｅｓｓ 

Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｙｓｔｅｍ）、および２因子認証を促進

する他の方式があります。 

ＳＣＢはリモートアクセス接続の制御と調査の

ために設計されました。ＳＣＢはアクセスするサ

ーバに依存せずにユーザ認証でき、公開鍵認

証、Ｘ.509 証明書、ＲＡＤＩＵＳやＬＤＡＰデータベ

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インターフェースで

ユーザ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。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.5： 次のように、グループ、共有、または汎用

のＩＤやパスワード、または他の認証方法が使

用されていない。 

 汎用ユーザＩＤおよびアカウントが無効化

または削除されている 

 システム管理作業およびその他の重要な

機能に対する共有ユーザＩＤが存在しない 

 システムコンポーネントの管理に共有およ

び汎用ユーザＩＤが使用されていない 

ＳＣＢは汎用ユーザＩＤの使用を禁止することが

できます。また、汎用ＩＤや共有ＩＤを共有アカウ

ントにアクセスする実際の一意なユーザＩＤにリ

ンクすることもできます。このように、共有アカ

ウント（たとえば、ネットワークデバイスの管理

者アカウント）が使用でき、イベントは実際のユ

ーザにリンクされます。ＳＣＢはユーザが実際

に必要な資格情報を知らなくても、ユーザから

の共有アカウントの秘密の資格情報を維持し

ながら、監査対象のデバイスやサーバに認証

する構成も可能です。（当然、ユーザはＳＣＢ上

または中央ＬＤＡＰディレクトリへ認証を行う必

要があります。） 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.5.1： サービスプロバイダへの追加要件：顧客

環境へのアクセス権を持つサービスプロバイダ

は、各顧客に一意な認証情報（パスワード/パ

スフレーズなど）を使用する必要がある。 

ＳＣＢは各ユーザに一意なユーザＩＤを提供でき

ます。ユーザ管理能力に制限のあるレガシー

システムで特に便利です。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

8.7： カード会員データを含むデータベースへ

のすべてのアクセス（アプリケーション、管理

者、およびその他のすべてのユーザによるアク

セスを含む）が以下のように制限されている。 

 データベースへのユーザアクセス、データ

ベースのユーザクエリ、データベースに対

するユーザアクションはすべて、プログラ

ムによる方法によってのみ行われる。 

 データベースへの直接アクセスまたはクエ

リはデータベース管理者のみに制限され

る。 

 データベースアプリケーション用のアプリ

ケーションＩＤを使用できるのはそのアプリ

ケーションのみである（個々のユーザやそ

の他の非アプリケーションプロセスは使用

できない）。 

ＳＣＢは保護サーバへの管理者リモートアクセ

スの制御と監査するために開発されました。

SCB はリモートサーバ管理で使用される最も一

般的なアプリケーションやプロトコル（SSH、

VNC、VMware View、Windows ターミナルサー

ビス）を制御できます。SCB は通常のアクセス

だけでなく一般ユーザがこれらのデータへのア

クセスをサポートされたプロトコルの使用も制

御できます。たとえば、HTTP、Windows 上で動

作するターミナルサービス、あるいは Citrix 

XenApp や XenDesktop などです。 

 

リモートサーバで実行される認証に加えて、ユ

ーザは LDAP （たとえば、Microsoft Active 

Directory）や RADIUS データベースの強力な認

証方式を使って認証することも同様にできの

で、２因子認証を容易にします。さらに、4-eyes

の仕組みはすべての接続の承認を別のユーザ

に要求することもできます。 
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要件 10： ネットワークリソースおよびカード会員データへのすべてのアクセスを追跡および監視

する 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.1： システムコンポーネントへのすべてのア

クセスを各ユーザにリンクする監査証跡を確立

する。 

 

 

SCB は保護サーバへのアクセスから特定のユ

ーザ名（たとえば、ｒｏｏｔ）を自動的に拒否できま

す。メインＬＤＡＰデータベース（たとえば、

Microsoft Active Directory）サーバへのアクセ

スユーザ認証も可能です。 

 

ＳＣＢは一般ユーザ名で認証させることもでき、

汎用ユーザ名（たとえば root や Administrator）

を使った接続を実アカウントに対応させること

ができます。ＳＣＢはサーバの特定ユーザ名を

使用する場合も制御できます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.2： 次のイベントを再現するために、すべて

のシステムコンポーネントの自動監査証跡を実

装する。 

 

10.2.2： ルート権限または管理権限を持つ個人

によって行われたすべてのアクション 

 

 

SCB は保護サーバに対する管理者リモートア

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。記録された監査証跡は発生したイ

ベントを正確にレビューする映画のように再生

できます。管理者のすべての操作は監査証跡

に表示されます。ＳＣＢは監査証跡の内容を、

特定コマンドの使用あるいは接続で表示される

テキストを検索するため自動的に処理しインデ

ックス付けできます。ＳＣＢはその結果からレポ

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も作成できます。 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.2.3： すべての監査証跡へのアクセス 

 

 

SCB に保存した監査証跡は、その実行権限の

あるユーザだけがアクセスできます。監査証跡

のダウンロードはログとして記録されます。 

 

監査証跡は暗号化でき、複数の暗号鍵による

暗号化も可能です。複数鍵で暗号化すれば、

監査証跡はすべての必要な復号鍵所有者だけ

が閲覧できます。 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.2.4： 無効な論理アクセス試行 

 

 

ＳＣＢはリモートサーバあるいは何らかの理由

によって拒否された特定のプロトコルチャンネ

ルへのアクセス試行を自動的に記録します。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.2.6： 監査ログの初期化、停止、一時停止 

 

 

SCB は透過デバイスで、クライアントや監査対

象サーバから独立しています。リモートサーバ

のユーザはＳＣＢのアカウントは必要ありませ

ん。ＳＣＢへの明示的なアクセス権を持つユー

ザのみが監査を制御できます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.2.7： システムレベルオブジェクトの作成およ

び削除 

 

 

一般的に管理者だけがそのような操作を実行

でき、管理者の行動は監査されます。 

 

ＳＣＢのコンフィグレーション変更に対しては、

詳細な変更ログを保持し、変更理由を説明する

よう要求できます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.3： イベントごとに、すべてのシステムコンポ

ーネントについて少なくとも以下の監査証跡エ

ントリを記録する。 

 

 10.3.1： ユーザ識別 

 10.3.2： イベントの種類 

 10.3.3： 日付と時刻 

 10.3.4： 成功または失敗を示す情報 

 10.3.5： イベントの発生元 

 10.3.6： 影響を受けるデータ、システムコ

ンポーネント、またはリソースの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へ

のアクセスを記録します。 

 

ＳＣＢはユーザに一般ユーザ名での認証を要

求できます。汎用ユーザ名（たとえば、Ａｄｍｉｎｉ

ｓｔｒａｔｏｒ）を使った接続を実アカウントに対応さ

せることができます。 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.4： 時刻同期技術を使用してすべての重要

なシステムクロックおよび時間を同期し、時間を

収録、配布、保存するために以下の要件が実

施されていることを確認する。 

注： ネットワークタイムプロトコル（ＮＴＰ）は、時

刻同期技術の一例である。 

ＳＣＢは自動的にシステムクロックをリモートタ

イムサーバに同期できます。そのため監査証

跡は正確な時刻情報を持ちます。サーバログ

が、サーバの時計が不正確または非同期処理

による不正確な時間であっても問題ありませ

ん。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.5： 変更できないよう監査証跡をセキュリテ

ィで保護する 

すべての監査証跡は電子署名や公開鍵で暗

号化されます。暗号化には複数鍵を使用する

こともできます。監査証跡はローカルまたは外

部のタイムスタンプ承認局を使ってタイムスタン

プを付けられます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.5.1： 仕事関連のニーズを持つ個人に監査

証跡の表示を制限する。 

監査証跡のダウンロードは権限を持つユーザ

に制限されます。ダウンロードした監査証跡は

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

加の暗号化鍵を持つ場合だけ表示されます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

  

10.5.2： 監査証跡ファイルを不正な変更から保

護する。 

ＳＣＢに保存された監査証跡は、監査対象サー

バから物理的に独立しています。リモートサー

バユーザはＳＣＢのアカウントを持つ必要はあ

りません。監査証跡は暗号化され、タイムスタ

ンプ付きで、さらには電子署名付きのため、変

更することはできません。承認されたユーザだ

けが直接アクセスできます。 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.5.3： 監査証跡ファイルは、変更が困難な一

元管理ログサーバまたは媒体に即座にバック

アップする。 

ＳＣＢアプライアンスは監査対象のクライアント

やサーバから独立し、クライアントとサーバ間

のネットワーク接続から情報を抽出します。監

査証跡はアクセス、修正、またはクライアントや

サーバから操作ができないため、ＳＣＢに安全

に保存されます。ＳＣＢは不正アクセスや修正

から監査証跡を保護する強力な暗号化技術を

使用します。ハイアベイラビリティ（ＨＡ）モードで

２台のＳＣＢアプライアンスを使用すると、記録

された監査証跡は自動的に他のノードと同期さ

れ、すべてのデータが複製して保存されます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.5.4： 外部に公開されているテクノロジのロ

グを、安全な一元管理の内部ログサーバまた

は媒体デバイス上に書き込む。 

ＳＣＢはレガシーな BSD-syslog と最新の

IETF-syslog 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

ーバに送信できます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.6： すべてのシステムコンポーネントのログ

とセキュリティイベントを調べ、異常や怪しい活

動を特定する。 

注： この要件に準拠するために、ログの収集、

解析、および警告ツールを使用することができ

ます。 

ＳＣＢは監査対象の接続に関するレポートを毎

日自動的に生成します。特定コマンドの使用ま

たはターミナルベースやグラフィカル接続両方

に表示されるテキストを検索するために、監査

証跡の内容にインデックスを自動的に付けるこ

ともできます。さらに、特定キーワードや検索ク

エリの検索を自動的に定義し、カスタムレポー

トに結果を含めることも可能です。 

 

監査対象トラフィックの内容は外部 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防御を拡

張します。ＳＣＢは自身のログをリモートサーバ

に信頼できる暗号化接続で送信できます。 
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PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.6.1： 毎日一度以上以下をレビューする。 

 すべてのセキュリティイベント 

 ＣＨＤやＳＡＤを保存、処理、または送信す

る、またはＣＨＤやＳＡＤのセキュリティに

影響を及ぼす可能性のあるすべてのシス

テムコンポーネントのログ 

 すべての重要なシステムコンポーネントの

ログ 

 すべてのサーバとセキュリティ機能を実行

するシステムコンポーネント（ファイアウォ

ール、侵入検知システム/侵入防止システ

ム（ＩＤＳ/ＩＰＳ）、認証サーバ、電子商取引

リダイレクションサーバなど）のログ 

ＳＣＢはフォレンジック状況と同様に、定期的な

レビューの有効性を大幅に向上させます。監査

証跡にインデックスを付けることですべての監

査証跡の内容の検索をフリーフォームで行うこ

とを可能にします。ターミナル接続でのコマンド

使用、あるいはターミナルやグラフィカル接続で

のサーバによって表示されたテキストも含みま

す。映画のように特権ユーザのセッションを再

生することで、サーバで何が起こったか正確に

判断するために必要な時間も著しく削減できま

す。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

10.7： 監査証跡の履歴を少なくとも１年間保持

する。少なくとも３ヶ月はすぐに分析できる状態

にしておく（オンライン、アーカイブ、バックアッ

プから復元可能など）。 

ＳＣＢは相当量の監査証跡をオンラインで保存

できます。監査証跡に関するメタデータを保存

しているデータベースは実際の監査証跡のア

ーカイブ後でも閲覧できます。 
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要件 11： セキュリティシステムおよびプロセスを定期的にテストする。 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

11.4： 侵入検知システムや侵入防止手法を使

用して、ネットワークへの侵入を検知および/ま

たは防止する。カード会員データ環境との境界

およびカード会員データ環境内の重要なポイン

トを通過するすべてのトラフィックを監視し、侵

害の疑いがある場合は担当者に警告する。 

すべての侵入検知および防止エンジン、ベース

ライン、シグネチャを最新状態に保つ。 

監査対象トラフィックの内容は外部 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防御を拡

張します。 
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要件 12： すべての担当者の情報セキュリティに対応するポリシーを維持する。 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

12.3.9： ベンダおよびビジネスパートナーには

必要とする場合にのみリモートアクセステクノロ

ジをアクティブ化し、使用後直ちに非アクティブ

化する 

ＳＣＢの接続ポリシーは必要に応じて簡単に有

効化、無効化できます。４－ｅｙｅｓ承認の仕組

みを使用すると、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、ユーザ作業

をリアルタイムに監視し、ベンダアクセスの全体

的な制御を行えます。 

 

また、日あるいは週の指定時間における接続

アクセスを制限できます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

12.3.10： リモートアクセステクノロジ経由でカー

ド会員データにアクセスする担当者について

は、定義されたビジネスニーズのために明示的

に承認されない限り、ローカルドライブおよびリ

ムーバブル電子媒体へのカード会員データの

コピー、移動、保存を禁止する。承認されたビ

ジネスニーズがある場合、使用ポリシーはデー

タが適用されるＰＣＩ ＤＳＳ要件すべてに従って

保護されることを要求する必要がある。 

ＳＣＢはリモートアクセス接続をチャンネルレベ

ルで制御できます。たとえば、ＳＳＨ接続のＳＣ

Ｐ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

にも防御を拡張します。ＳＣＢはＳＣＰやＳＦＴＰ

のファイル転送も十分に監査できます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

12.5.5： すべてのデータへのアクセスを監視お

よび管理する。 

ＳＣＢはユーザやサーバ管理者から独立してリ

モートサーバ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

位の分離した監査レイヤーを生成することがで

きます。 
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付録 A： 共有ホスティングプロバイダ向けの追加の PCI DSS 要件 

 
要件 A.1： 共有ホスティングプロバイダはカード会員データ環境を保護する必要がある 

PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

A.1.1： 各事業体が、その事業体のカード会員

データ環境にアクセスするプロセスのみを実行

するようにする。 

リモートユーザが許可されたサーバだけにアク

セスでき、またいくつかのプロトコルによるリモ

ートアクセスも監査できることを、SCB は提供し

ます。プロバイダは監査証跡へアクセスするす

べての事業体を許可するために、SCB を使用

することもできます。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

A.1.3： ログ記録と監査証跡が有効になってい

て、各事業体のカード会員データ環境に一意で

あり、PCI DSS 要件 10 と一致していることを確

認する。 

ＳＣＢはプロバイダのインフラの中央に配置し、

すべてのリモートアクセスの監査証跡を自動的

に収集するように設定することもできます。SCB

は別々のファイルにすべてのセッションの監査

証跡を収集し、接続パラメータをベースに整理

することができます。このように、監査証跡への

アクセス権を持つ関連事業体にのみ保証しま

す。監査証跡を暗号化することで監査証跡のセ

キュリティがさらに向上します。必要な復号鍵を

持つ人員だけが監査証跡を扱い再生できま

す。 

 
PCI DSS 要件 SCB によるサポート 

A.1.4： ホストされている加盟店またはサービス

プロバイダへの侵害が発生した場合に、タイム

リーなフォレンジック調査を提供するプロセスを

可能にする。 

ＳＣＢは記録された監査証跡への瞬時なアクセ

スを提供します。監査証跡のインデックス付け

ることですべての監査証跡の内容をフリーフォ

ームで検索できます。ターミナル接続でのコマ

ンド使用、あるいはターミナルやグラフィカル接

続のサーバで表示されたテキストも含みます。

映画のように特権ユーザのセッションを再生す

ることで、実際のサーバやデータに何が起こっ

たか正確に判断するために必要な時間も著しく

削減できます。 

 
 
 



PCI DSS コンプライアンスと特権アクセス監視 

20 

3 その他の重要な機能 

 
このセクションでは、これまで詳細に説明していない BalaBit Shell Control Box（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。転送された接続と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識別はプロトコル

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 は接続を定義できます。サーバへのアクセスはリストにあるクライアント IP アドレスからのみ

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、サーバへアクセスする

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

SCB は特定ユーザだけに SSH ポートフォワーディングを許可、あるいは 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サーバに接続できません。

重要なサーバ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の変更は不要です。その結果、既存インフラ

へ簡単で低コストに統合できます。 

 
データと構成の自動バックアップ 

記録した監査トレイルと SCB コンフィグレーションは、定期的にリモートサーバに転送できます。最

新のバックアップ（データバックアップを含む）は、SCB のWebインターフェースで簡単にリストアで

きます。 
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SCB の管理 

SCBはきれいで直感的なWebインターフェースで設定できます。SCBの各管理者の役割は権限を

明確に定義できます。ホストとしての SCB 管理、サーバへの接続管理、監査証跡の閲覧などです。

Webインターフェースは、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ースはバックアップ、リモートサーバへのログ記録、その他の管理トラフィック

でも利用できます。 

 

4 まとめ 

本書では BalaBit Shell Control Box (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映画のように再生可能な監査証跡への記録、フォレンジックにおける

監査証跡の使用について説明しました。SCB は企業が IT インフラを PCI DSS のような外部規制

への遵守を強化するための理想的な選択です。 

 

4.1 BalaBit 社について 

BalaBit ITセキュリティ社は、革新的な情報セキュリティカンパニーで、特権アクティビティ監視や内

部や外部の脅威から顧客の保護またはセキュリティやコンプライアンス規制に対応するための信

頼されたロギングおよびプロキシベースゲートウェイ技術の世界的リーダーです。オープンソース

コミュニティに活動中のメンバーとして、オープンソースや所有のプラットフォーム両方ともにユニ

ークで幅広いレンジのソリューションを、物理、仮想およびクラウド環境の最も複雑かつ異種な IT

システムにおいても提供します。 

 

BalaBit 社はロギング“カンパニー”としても知られています。同社の主力製品であるオープンソー

スアプリケーション syslog-ng は、世界中の 1,000,000 を超える企業で使用され事実上の業界標準

として認められています。 

 

Deloitte Technology Fast 50 によると、中央ヨーロッパ地域で最も急成長している IT セキュリティ

会社として BalaBit 社はリストされています。フランス、ドイツ、ロシアや米国に現地事務所を持ち、

世界中のパートナーと協業しています。R&D やグローバルサポートセンターは、ヨーロッパのハン

ガリーにあります。 

 
SCB 製品の詳細や評価版の要望は、以下のリンクを参照してください。 
 
 http://www.jtc-i.co.jp/product/scb/scb.html 

http://www.jtc-i.co.jp/product/scb/scb.html
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本マニュアル原文は『PCI DSS compliance and Privileged Access Monitoring』です。 
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