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SSL接続終端処理とは
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HTTPSプロトコルのアクセスがブロックされたとき、一部の
Webブラウザーでブロック画面が表示されない現象を回避する

本来表示されるべきブロック画面 一部のWebブラウザーでの表示

現象が発生する
Webブラウザーの例

• Internet Explorer 8

• Firefox 3.0.10 以降



Ｄ－ＳＰＡのブロック画面表示の仕組み（HTTP）
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クライアントPC

GET http://www.example.com/index.html HTTP/1.1Web閲覧要求

HTTP/1.0 503 Service Unavailable

　　　　　　:
　　　　　　:
<HTML>

<HEAD>

<META http-

<META name

<TITLE>

　　　　　　:
　　　　　　:

フィルター
DB

URL 照合

ブロック対象と判定

D-SPA ブロック画面表示の
HTML表現



Ｄ－ＳＰＡのブロック画面表示の仕組み（HTTPS）
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クライアントPC

HTTP/1.0 503 Service Unavailable

　　　　　　:
　　　　　　:
<HTML>

<HEAD>

<META http-

<META name

<TITLE>

　　　　　　:
　　　　　　:

フィルター
DB

URL

ブロック対象と判定

ブロック画面の内容
を直接レスポンスと
してクライアントに
返す

GET https://www.example.com/index.html HTTP/1.1

Web閲覧要求 CONNECT www.example.com:443 HTTP/1.0

HTTP/1.0 200 Connection established
照合

D-SPA ブロック画面表示の
HTML表現



• [プロキシ設定]-[セキュリティ設定]-[SSL接続終端処理]

より、SSL接続終端処理を使用するにチェックをします。

• 「インポート」より、「更新する」にチェックをし、秘密鍵と
証明書をそれぞれ登録します。

SSL接続終端処理 設定方法
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※ 設定内容の反映にはプロキシサービスの再起動が必要です。



• SSL接続終端処理を使用するにあたり必要な秘密鍵・

証明書の情報

秘密鍵・証明書の準備
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※ 本資料で説明している秘密鍵・証明書の作成手順は一例であり、これらの手順により必要な

情報が作成されることを保証するものではありません。
※ OpenSSLの導入方法やコマンド等に関するお問い合わせについては、弊社ではお受けしか

ねます。
※ 本資料が示す手順に沿った操作で生じた結果については、弊社では責任を負いかねます。

サーバーの秘密鍵 OpenSSL（オープンソースソフトウェア）を使用して

作成します。

サーバー証明書 OpenSSLを使用して上記の秘密鍵より証明書署
名要求（CSR）を作成し、認証局の署名を加えて作

成します。
本資料では、認証局も作成し、自分で署名を加え
るケースを説明しています。（自己署名証明書の
作成）



秘密鍵・証明書の生成手順（1）

7

作業環境
OS : CentOS 5.4（Serverのみを指定してインストール）
OpenSSL :0.9.8e-fips-rhel5 01 Jul 2008（上記の指定でインストール済み）

1. サーバー用秘密鍵を作成する

# cd /etc/pki

# mkdir server

# cd server
# openssl genrsa -out D-SPA.key 1024

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
...++++++

..........++++++

e is 65537 (0x10001)
#

この操作により、/etc/pki/server 下にサーバー用秘密鍵（D-SPA.key）が生成されます。
ここで作成したサーバー用秘密鍵は、SSL接続終端処理の「証明書インポート」画面から設定す

る「秘密鍵ファイル」に該当します。

※ 作業ディレクトリやファイル名は上記のとおりでなくてもかまいません。

※緑色文字の部分を入力します



秘密鍵・証明書の生成手順（2）
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2. サーバー用証明書を作成する

2-1. 証明書署名要求（CSR）を作成する

# cd /etc/pki/server

# openssl req -new -out D-SPA.csr -key D-SPA.key

...

Country Name (2 letter code) [GB]:JP↵

State or Province Name (full name) [Berkshire]:Tokyo↵
Locality Name (eg, city) [Newbury]:Chiyoda↵

Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Digital Arts Inc.↵

Organizational Unit Name (eg, section) []:Development division↵
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:proxy.example.com↵
Email Address []:info@example.com

...

A challenge password []:↵ (何も入力しない)
An optional company name []:↵ (何も入力しない)
#

この操作により、/etc/pki/server 下にサーバー用証明書署名要求（D-SPA.csr）が生成されます。

認証局の署名を加える場合は、この証明書署名要求を認証局に提示して署名を申請します。

※ 作業ディレクトリやファイル名は上記のとおりでなくてもかまいません。

※緑色文字の部分を入力します



秘密鍵・証明書の生成手順（3）
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# cd /etc/pki/tls/misc

# ./CA -newca
mkdir: ディレクトリ `../../CA' を作成できません: ファイルが存在します
mkdir: ディレクトリ `../../CA/private' を作成できません: ファイルが存在します
CA certificate filename (or enter to create)

↵ (何も入力しない)
...

Enter PEM pass phrase:(パスフレーズ)↵
Verifying - Enter PEM pass phrase:(パスフレーズ)↵

...

Country Name (2 letter code) [GB]:JP↵
State or Province Name (full name) [Berkshire]:Tokyo↵

Locality Name (eg, city) [Newbury]:Chiyoda↵

Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Digital Arts Inc.↵
Organizational Unit Name (eg, section) []:Development division↵

Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Private_CA↵
Email Address []:info@example.com↵

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request

A challenge password []:(パスワード)↵
An optional company name []:↵ (何も入力しない)

2-2. 認証局を作成する ※緑色文字の部分を入力します



秘密鍵・証明書の生成手順（4）
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Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf

Enter pass phrase for ../../CA/private/./cakey.pem:(上記と同じパスフレーズ)↵
Check that the request matches the signature

Signature ok
Certificate Details:

...

Certificate is to be certified until Jan 13 20:12:08 2013 GMT (1095 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

#

2-2. 認証局を作成する（続き）

この操作により、/etc/pki/CA 下に認証局に関連した複数のファイルやディレクトリが生成されま

す。

※入力する文言は上記のとおりでなくてもかまいませんが、パスフレーズは同じ文字列を指定し
ないとエラーとなります。



秘密鍵・証明書の生成手順（5）
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# cd /etc/pki/tls/misc

# openssl ca -in /etc/pki/server/D-SPA.csr -keyfile /etc/pki/CA/private/
cakey.pem -cert /etc/pki/CA/cacert.pem -out /etc/pki/server/D-SPA.pem

Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf
Enter pass phrase for /etc/pki/CA/private/cakey.pem:(2-2.で指定したものと同じ

パスフレーズ)↵
Check that the request matches the signature
Signature ok

Certificate Details:
...

Certificate is to be certified until Mar 24 03:03:24 2011 GMT (365 days)

Sign the certificate? [y/n]:y↵

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y↵
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

#

2-3. 証明書署名要求に対して自己署名を行う

この操作により、/etc/pki/server 下にサーバー証明書（D-SPA.pem）が生成されます。
ここで作成したサーバー証明書は、SSL接続終端処理の「証明書インポート」画面から設定する

「証明書ファイル」に該当します。

※緑色文字の部分を入力します



• 本来の接続先サイトのホスト名
とＤ－ＳＰＡが持つサーバー証
明書に埋め込まれたホスト名
とが異なるために表示されま
す。構成上やむを得ない仕様
です。

• いまのところ技術的な回避方
法はなく、あらかじめネットワー
ク管理者が利用者に対し、本
現象が発生することとこれが問
題ないことを周知いただく必要
があります。

HTTPSサイトアクセス時の警告について
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警告画面（Internet Explorer 8の場合）

このリンクをクリックし
て

閲覧を続行します

HTTPSサイトを閲覧しようとすると、Webブラウザーによる

警告画面が表示されます（ブロックされない場合にも表示されます）



（参考）

Internet Explorer 8以外のWebブラウザーでの挙動

13

Firefox
ブラウザーの警告画面が表
示される。警告を解除する
URLを登録することで、以
降はブラウザーの警告が回
避される

Safari
エラーとなり、回避策はない

Google Chrome
エラーとなり、回避策はない

Opera
ブラウザーの警告画面もな
くブロック画面が正常に表
示される



より便利な、より快適な、より安全なインターネットライフに貢献していく

デジタルアーツ株式会社

〒100-0014　東京都千代田区永田町2-13-10
プルデンシャルタワー15F
Tel 03-3580-6789  Fax 03-3580-3031
ifilterb@daj.co.jp
www.daj.jp

※本書掲載内容の複写・無断転載を禁じます。

記載内容は予告無く変更される場合があります。
本書は、弊社｢D-SPA｣および関連製品の導入検討のためにのみご利用いただき、他の目的のためには使用しないようご注意ください。
デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルター/D-SPA　はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
Solaris は 米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Microsoft Windows、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
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