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1 はじめに 

1.1 目的 
本書は、intra-mart において、im-JavaEE Framework やマスカット、Struts 等のフレームワークを利用して開発され

たアプリケーションへのリクエストの遮断やリクエストの検証を行う方法について説明する。 

 

1.2 構成 
本書は以下の構成でアクセスブロックを行う方法を述べる。 

「2 リクエスト遮断定義」 

「3 リクエスト検証定義」 

「4 リクエスト遮断ルール」 
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2 リクエスト遮断定義 

2.1 リクエスト遮断定義とは 
リクエスト遮断定義とは、クライアントからのリクエストを判別し、遮断するべきリクエストであるかを決定するものであ

る。リクエスト遮断定義は jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.BlockPageDef の実装クラスであり、デフ

ォルトコンストラクタが存在しなければならない。 

2.2 リクエスト遮断定義の設定 
リクエスト遮断定義を使用するにはアクセスブロックコンフィグファイルに BlockPageDef インタフェースの実装クラ

スを記述する必要がある。アクセスブロックコンフィグファイルは ServerManager インストールディレクトリの以下の

パスに配置されている。 

 /conf/access_block/access-block-config.xml 

 

リクエスト遮断定義は以下のように<block-class>に BlockPageDef インタフェースの実装クラス名と<block-type>に

固有の ID を設定することで利用可能となる。 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<access-block-config> 

 

  <block-def> 

    <block-type>url</block-type> 

    <block-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.URLBlockPage</block-class> 

  </block-def> 

 

</access-block-config> 

2.2.1 リクエスト遮断定義 

intra-mart には標準で幾つかのリクエスト遮断定義が含まれている。ここではそのリクエスト遮断定義について説

明する。 

2.2.1.1 URLBlockPage 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.URLBlockPage は URL パスを条件にしてリクエスト遮断を決定す

る。JSPや Strutsを利用して作成されたアプリケーションに利用可能である。URLBlockPageには以下のパラメータ

が存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
url URL パスとファイル名を指定する。または

URL パスとアスタリスクを指定。 

 aaa/bbb/sample.jsp 

 aaa/bbb/* 

必須 

ファイル名を指定する場合はそのファイルへの要求のみを遮断する。パスとアスタリスクを指定する場合はディレク

トリとそのサブディレクトリ全てのファイルへの要求を遮断する。 

URLBlockPage はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <block-def> 

    <block-type>url</block-type> 

    <block-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.URLBlockPage</block-class> 

  </block-def> 
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2.2.1.2 JSSPBlockPage 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.JSSPBlockPageは jsspを利用して作成されたアプリケーションへの

リクエスト遮断を決定する。JSSPBlockPage には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
page プログラムのパスとファイル名を拡張子無しで

指定する。またはパスとアスタリスクを指定。 

 aaa/bbb/sample 

 aaa/bbb/* 

必須 

ファイル名を指定する場合はそのファイルへの要求のみを遮断する。パスとアスタリスクを指定する場合はディレク

トリとそのサブディレクトリ全てのファイルへの要求を遮断する。 

JSSPBlockPage はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <block-def> 

    <block-type>jssp</block-type> 

    <block-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.JSSPBlockPage</block-class> 

  </block-def> 

 

2.2.1.3 ServiceBlockPage 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.ServiceBlockPageは im-JavaEE Frameworkを利用して作成された

アプリケーションへのリクエスト遮断を決定します。ServiceBlockPage には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
application アプリケーション ID を指定。アスタリスク可 必須 

service サービス ID を指定。アスタリスク可 必須 

アスタリスクをを指定した場合、各 ID の内容にかかわらず一致とみなされる。 

ServiceBlockPage はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <block-def> 

    <block-type>service</block-type> 

    <block-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.ServiceBlockPage</block-class> 

  </block-def> 

 

2.2.1.4 MaskatBlockPage 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.MaskatBlockPage はマスカットからのリクエスト遮断を決定します。

MaskatBlockPage には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
layout レイアウト ID を指定。アスタリスク可 必須 

component コンポーネント ID を指定。アスタリスク可 必須 
event イベント ID を指定。アスタリスク可 必須 

アスタリスクをを指定した場合、各 ID の内容にかかわらず一致とみなされる。 

MaskatBlockPage はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <block-def> 

    <block-type>maskat</block-type> 

    <block-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.MaskatBlockPage</block-class> 

  </block-def> 
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3 リクエスト検証定義 

3.1 リクエスト検証定義とは 
リクエスト検証定義とは、クライアントからのリクエストを判別し、関連付けられたリクエスト遮断の状態を操作するも

のである。リクエスト検証定義は jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.MatcherDef の実装クラスであり、

デフォルトコンストラクタが存在しなければならない。 

3.2 リクエスト検証定義の設定 
リクエスト検証定義もリクエスト遮断定義と同様、アクセスブロックコンフィグファイルに記述する必要がある。リクエ

スト検証定義をは以下のように<matcher-class>にMatcherDefインタフェースの実装クラス名と<matcher-type>に固

有の ID を設定することで利用可能となる。 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<access-block-config> 

 

  <matcher-def> 

    <matcher-type>url</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.URLMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 

 

</access-block-config> 

 

3.2.1 リクエスト検証定義 

intra-mart には標準で幾つかのリクエスト検証定義が含まれている。ここではそのリクエスト検証定義について説

明する。 

3.2.1.1 MenuMatcher 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.MenuMatcher は intra-mart イントラマートのメニューの選択時に

発生するリクエストを検証する。ユーザが対象のメニューにアクセスする権限があれば、リクエスト遮断の状態を無

効にする。一度無効にされたリクエスト遮断は、ログインセッションが続く限り有効になることはない。 

MenuMatcher には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
menuId intra-mart のメニューメンテナンスで登録され

たメニューのメニューID。このメニューID のメ

ニュー選択時に発生したリクエストを検証す

る。 

必須 

urlSuffix メニュー選択時に発生するリクエスト URL の

拡張子。デフォルトは.menu である。通常この

パラメータを設定する必要はない。 

 

MenuMatcher はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <matcher-def> 

    <matcher-type>menu</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.MenuMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 
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3.2.1.2 URLMatcher 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.URLMatcher は URL のパスを指定してリクエストを検証する。 

JSP や Struts を利用して作成されたアプリケーションに利用可能である。リクエストされた URL パスとパラメータで

設定された URL が一致する場合リクエスト遮断の状態を無効にする。一度無効にされたリクエスト遮断は、ログイ

ンセッションが続く限り有効になることはない。URLMatcher には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
url URL パスとファイル名を指定する。または

URL パスとアスタリスクを指定。 

 aaa/bbb/sample.jsp 

 aaa/bbb/* 

必須 

ファイル名を指定する場合はそのファイルへの要求のみを検証する。パスとアスタリスクを指定する場合はディレク

トリとそのサブディレクトリ全てのファイルへの要求を検証する。 

URLMatcher はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <matcher-def> 

    <matcher-type>url</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.URLMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 

 

3.2.1.3 JSSPMatcher 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.JSSPMatcherは jsspを利用して作成されたアプリケーションへの

リクエストを検証する。リクエストされた jssp のページパスとパラメータで設定されたページパスが一致する場合リク

エスト遮断の状態を無効にする。一度無効にされたリクエスト遮断は、ログインセッションが続く限り有効になること

はない。JSSPMatcher には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
page プログラムのパスとファイル名を拡張子無しで

指定する。またはパスとアスタリスクを指定。 

 aaa/bbb/sample 

 aaa/bbb/* 

必須 

ファイル名を指定する場合はそのファイルへの要求のみを検証する。パスとアスタリスクを指定する場合はディレク

トリとそのサブディレクトリ全てのファイルへの要求を検証する。 

JSSPMatcher はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <matcher-def> 

    <matcher-type>jssp</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.JSSPMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 
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3.2.1.4 ServiceMatcher 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.ServiceMatcherは im-JavaEE Frameworkを利用して作成された

アプリケーションへのリクエストを検証する。リクエストに含まれるアプリケーション ID とサービス ID がパラメータで

設定された ID と一致する場合リクエスト遮断の状態を無効にする。一度無効にされたリクエスト遮断は、ログイン

セッションが続く限り有効になることはない。ServiceMatcher には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
application アプリケーション ID を指定。アスタリスク可 必須 

service サービス ID を指定。アスタリスク可 必須 

アスタリスクをを指定した場合、各 ID の内容にかかわらず一致とみなされる。 

ServiceMatcher はデフォルトでアクセスブロックコンフィグファイルに設定されており、利用可能な状態である。 
  <matcher-def> 

    <matcher-type>service</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.ServiceMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 

 

3.2.1.5 MaskatMatcher 

jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.MaskatMatcher はマスカットからのリクエストを検証する。 

リクエストに含まれるレイアウト ID、コンポーネント ID、イベント ID がパラメータで設定された ID と一致する場合リ

クエスト遮断の状態を無効にする。一度無効にされたリクエスト遮断は、ログインセッションが続く限り有効になるこ

とはない。MaskatMatcher には以下のパラメータが存在する。 

パラメータ名 パラメータ値 必須 
layout レイアウト ID を指定。アスタリスク可 必須 

component コンポーネント ID を指定。アスタリスク可 必須 
event イベント ID を指定。アスタリスク可 必須 

アスタリスクをを指定した場合、各 ID の内容にかかわらず一致とみなされる。 
  <matcher-def> 

    <matcher-type>maskat</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.MaskatMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 
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4 リクエスト遮断ルール 

4.1 リクエスト遮断ルールとは 
リクエスト遮断ルールとはアクセスブロックコンフィグファイルに設定された、リクエスト遮断定義やリクエスト検証定

義をマッピングし、遮断するリクエストのルール、遮断の有効、無効のルールを設定することである。 

 

4.2 リクエスト遮断ルールの設定 
リクエスト遮断ルールの設定はリクエスト遮断定義やリクエスト検証定義と同様にアクセスブロックコンフィグファイ

ルに設定する。以下がその設定例である。 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<access-block-config> 

 

  <block-def> 

    <block-type>url</block-type> 

    <block-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.block.URLBlockPage</block-class> 

  </block-def> 

 

  <matcher-def> 

    <matcher-type>menu</matcher-type> 

    <matcher-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.matcher.MenuMatcher</matcher-class> 

  </matcher-def> 

 

  <block-rule> 

    <block-rule-id>rule1</block-rule-id> 

 

    <block-mapping> 

      <block-type>url</block-type> 

      <param name="url" value="/aaa/bbb/ccc.jsp" /> 

    </block-mapping> 

 

    <matcher-mapping> 

      <matcher-type>menu</matcher-type> 

      <param name="menuId" value="testMenu" /> 

    </matcher-mapping> 

 

  </block-rule> 

 

<forward-page>system/security/error/access_block.jssp</forward-page>  

 

</access-block-config> 
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4.2.1 リクエスト遮断ルール 

リクエスト遮断ルールは<block-rule>を追加することで有効となる。 

<block-rule>はひとつのアクセスブロックコンフィグに複数記述することが可能であり、<block-rule-id>には固有の

ID を記述する必要がある。 

4.2.2 リクエスト遮断のマッピング 

<block-def>記述されたリクエスト遮断定義をリクエスト遮断ルールにマッピングする。<block-mapping>を追加し、

利用したいリクエスト遮断定義に記述されている<block-type>を記述する。また、リクエスト遮断定義毎に必要なパ

ラメータを<param>に記述する。マッピングされたリクエスト遮断定義が、クライアントからのリクエストやパラメータ

値などの情報からアクセス遮断を決定した場合、リクエストは遮断され強制的に特定のページに遷移する。 

ひとつのリクエスト遮断ルールに複数の<block-mapping>が設定可能である。 

4.2.3 リクエスト検証のマッピング 

<matcher-def>記述されたリクエスト検証定義をリクエスト遮断ルールにマッピングする。<matcher-mapping>を追

加し、利用したいリクエスト検証定義に記述されている<matcher-type>を記述する。また、リクエスト検証定義毎に

必要なパラメータを<param>に記述する。マッピングされたリクエスト検証定義は、クライアントからのリクエストやパ

ラメータ値などの情報からアクセス遮断の状態を有効、無効に切り替える。 

アクセス遮断の状態が無効に変更された場合、<block-rule>内に設定されている全ての<block-mapping>が機能

しなくなリ、クエスト遮断されることはない。 

ひとつのリクエスト遮断ルールに複数の<matcher-mapping>が設定可能である。 

4.2.4 遷移先ページ 

リクエストが遮断された場合の遷移先ページを設定する。遷移先ページは<forward-page>に記述する。

<forward-page>はひとつのアクセスブロックコンフィグにひとつだけ設定可能であるが、アクセス遮断ルール毎に

遷移先ページを設定することが可能である。以下はその設定例である。また client-type 属性を記述することで、

PC ブラウザや携帯電話等のクライアントの種類によって遷移先ページを切り替えることが可能である。 

クライアントの種類に一致する client-type 属性が記述されていない場合は client-type 属性が記述されていないデ

フォルトの<forward-page>に遷移する。 

 
  <block-rule> 

    <block-rule-id>rule2</block-rule-id> 

 

    <block-mapping> 

      <block-type>url</block-type> 

      <param name="url" value="/aaa/bbb/ccc.jsp" /> 

    </block-mapping> 

 

    <matcher-mapping> 

      <matcher-type>menu</matcher-type> 

      <param name="menuId" value="testMenu" /> 

    </matcher-mapping> 

 

<forward-page>test/access_block.jssp</forward-page>  

<forward-page client-type="mobile">test/access_block_mobile.jssp</forward-page>  

 

  </block-rule> 

 

クライアントタイプ識別子 クライアントの種類 
pc PC ブラウザ 

mobile 携帯電話 
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4.3 アクセスブッロックコンフィグファイルの分割 
リクエスト遮断ルールは複数のアクセスブッロックコンフィグファイルに分割して記述することが可能である。以下の

条件でファイルを配置することでアクセスブッロックコンフィグファイルとして認識される。 

 

 ServerManager がインストールされたディレクトリ配下の「/conf/access_block/」ディレクトリに存在するファイ

ルである。 

 「access-block-config-」で始まるファイル名である。 

 拡張子が「.xml」のファイル名である。 

 

例として以下のようなファイルを ServerManager のインストールされたディレクトリに配置することで、アクセスブッロ

ックコンフィグファイルとして認識される。 

 

 /conf/access_block/access-block-config-test.xml 

 

この条件で独自にアクセスブッロックコンフィグファイルを作成した場合、access-block-config.xml に記述されてい

るリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義、遷移先ページは共通設定として認識され、独自に作成したアクセスブ

ッロックコンフィグファイルからも利用可能である。以下は独自に作成したアクセスブッロックコンフィグファイルの設

定例である。 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<access-block-config> 

 

  <block-rule> 

    <block-rule-id>rule3</block-rule-id> 

 

    <block-mapping> 

      <block-type>url</block-type> 

      <param name="url" value="/aaa/bbb/ccc.jsp" /> 

    </block-mapping> 

 

    <matcher-mapping> 

      <matcher-type>menu</matcher-type> 

      <param name="menuId" value="testMenu" /> 

    </matcher-mapping> 

 

  </block-rule> 

 

</access-block-config> 

 

このアクセスブッロックコンフィグファイルにはリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義は設定されていないが、

access-block-config.xml に設定されているものであるため利用可能である。また、遷移先ページも設定されていな

いため access-block-config.xml の設定されている遷移先ページが利用される。 
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4.4 フィルタの設定 

4.4.1 AccessBlockerFilterの定義 

リクエストの遮断、リクエストの検証を行うためには AccessBlockerFilter を有効にする必要がある。 

intra-mart には標準で web.xml に AccessBlockerFilter が有効になっている。 
    <filter> 

      <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

      <filter-class>jp.co.intra_mart.foundation.access_block.filter.AccessBlockerFilter</filter-class> 

    </filter> 

4.4.2 フィルタマッピング 

リクエストの遮断、リクエストの検証を行うためにサーブレットや URL に AccessBlockerFilter をマッピングしなけれ

ばならない。以下はデフォルトのフィルタマッピングの一覧である。 
    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <url-pattern>*.jsp</url-pattern> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>JSSPServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>SecureJSSPServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>JsspRpcServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>ServiceServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>MenuServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>action</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>MKJSServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 

 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>AccessBlockerFilter</filter-name> 

        <servlet-name>MKServiceServlet</servlet-name> 

    </filter-mapping> 
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これらのフィルタマッピングは intra-martに標準で含まれているリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義のために必

要なフィルタマッピングである。独自にリクエスト遮断定義やリクエスト検証定義を作成する場合や、別のサーブレ

ットでアクセスブロック機能を利用する場合は利用者がフィルタマッピングを追加する必要がある。 

しかし、html や css、jpg などの Web サーバに配置される静的ファイルにはアクセスブロック機能は利用できない。 

以下に標準で設定されているフィルタマッピングとリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義の関係を記す。 

4.4.2.1 JSPファイルへのフィルタマッピング 

JSP ファイルへのフィルタマッピングは以下のリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義のために必要である。 

 リクエスト遮断定義 - URLBlockPage 

 リクエスト検証定義 – URLMatcher 

4.4.2.2 Jsspへのフィルタマッピング 

jssp が関係するサーブレットは以下のものである。 

 JSSPServlet 

 SecureJSSPServlet 

 JsspRpcServlet 

Jssp へのフィルタマッピングは以下のリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義のために必要である。 

 リクエスト遮断定義 - JSSPBlockPage 

 リクエスト検証定義 – JSSPMatcher 

4.4.2.3 im-JavaEE Frameworkへのフィルタマッピング 

im-JavaEE Framework が関係するサーブレットは以下のものである。 

 ServiceServlet 

im-JavaEE Frameworkへのフィルタマッピングは以下のリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義のために必要であ

る。 

 リクエスト遮断定義 - ServiceBlockPage 

 リクエスト検証定義 – ServiceMatcher 

4.4.2.4 メニュー選択時に発生するリクエストへのフィルタマッピング 

メニュー選択時に発生するリクエストに関係するサーブレットは以下のものである。 

 MenuServlet 

メニュー選択時に発生するリクエストへのフィルタマッピングは以下のリクエスト検証定義のために必要である。 

 リクエスト検証定義 – MenuMatcher 

4.4.2.5 Strutsへのフィルタマッピング 

Struts が関係するサーブレットは以下のものである。 

 ActionServlet 

Struts へのフィルタマッピングは以下のリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義のために必要である。 

 リクエスト遮断定義 - URLBlockPage  

 リクエスト検証定義 – URLMatcher 

4.4.2.6 マスカットへのフィルタマッピング 

マスカットが関係するサーブレットは以下のものである。 

 MKJSServlet  

 MKServiceServlet 

マスカットへのフィルタマッピングは以下のリクエスト遮断定義、リクエスト検証定義のために必要である。 

 リクエスト遮断定義 - MaskatBlockPage 

 リクエスト検証定義 –MaskatMatcher 
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