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1. Panorama 基本操作 

・Web GUIへアクセスする際は、下記のブラウザを使用してください。 

Firefox 3.6+ 

Safari 5+ 

Chrome 11+ 

・ご注意いただきたい事項 

設定変更を行った後は必ず「コミットおよびプッシュ」の実行をお願いします。実行せずにログアウトした場合は変更

内容が保証されません。 

ログインパスワードを変更した場合は必ず「Panorama へのコミット」の実行をお願いします。実行せずにログアウ

トした場合は変更内容が保証されません。ログイン後お知らせ画面が表示されます。メンテナンスのご案内を始め諸

注意事項が適宜更新されておりますので必ずご確認をお願いいたします。 

 

 Panorama ログイン 

1) Web ブラウザを使用し Panorama の管理用 URL に HTTPS で接続します。 

https://portal.securitygw.jp/ 

 

2) ログイン画面が表示されます。ユーザー名 と パスワード を入力し、ログイン ボタンをクリックします。 

 

 

3) 初回ログイン時又はパスワード有効期限切れ時は、パスワード変更要求画面が表示されます。 

 

「Change Passord」をクリックしパスワード変更が成功すると強制ログオフとなりますので、新しいパスワードでログインしな

おしてください。 

※ パスワードでご利用可能な文字種別、文字数等は、「1.5.3. パスワードポリシー」をご確認下さい。 

https://portal.securitygw.jp/
https://portal.securitygw.jp/
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変更したパスワードを待機系 Panorama に反映させるために「Panorama へのコミット」操作が必要となります。 

この操作を有効にするためにダミー設定の追加＆削除を行います。 

画面上部の OBJECT タブを選択後、左側メニューからセキュリティプロファイル – アンチウイルスをクリックします。 

アンチウイルス プロファイルの一覧が表示されますので、最上部に表示される default にチェックを入れ、画面下部のコピ

ーをクリックします。 

 
コピーというダイアログが表示されますので、宛先欄が自デバイスグループであることを確認し、OK をクリックします。 

 

default-1 という名前のプロファイルが追加されます。※default-1 が既に存在する場合は default-2 になります。 
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default のチェックを外し、追加されたプロファイル(default-1)にチェックを入れ、削除をクリックします。 

 

確認のダイアログが表示されるので、はいをクリックします。 

 

プロファイルの一覧が元の状態に戻ったことを確認し、画面右上の Commit をクリック後、Panorama へのコミットをクリ

ックします。 

 

COMMIT スコープに device-and-networkが表示されていることを確認し、コミットをクリックします。 

 

コミットが完了したら 閉じる をクリックします。 
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4) Web GUIが表示されます。 

 

 

5) ログイン後にはWelcome（歓迎の言葉）が表示されます。 

  

お知らせのポップアップ表示は Panorama画面右下の✉ボタンよりいつでも表示可能です。 
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6) panorama表示言語の設定 

ログイン後 Panorama画面右下の Language/言語をクリックしお好みの言語表示をお選びください。 

  

 Panorama ログアウト 

1) Web GUI画面左下の ログアウト をクリックします。 

  

 

2) ログアウト画面が表示されます。 

再度ログインする場合は Log in をクリックしてください。 

 

  

②  

③  

①  
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 Panorama Web GUI 

1.3.1. Panorama Web GUI表示エリアと GUI操作概念 

Web GUIには大きく分けて 上部タブ、左側の階層型メニュー、右ペイン の 3 つの表示エリアがあります。上部タブで機

能群を選択し、階層型メニューから機能を選択、右ペインで設定作業を行います。 

上部タブの ACC/Monitor/Panorama の 3 つはメンテナンス（ログ・アクティビティの閲覧など）に使用し、残りは設定に

使用します。 

このセクションでは ACC/Monitor/Policies/Objects/Panorama/ヘルプの画面表示例を記載します。 

 

1.3.2. Panorama Web GUI：ACC概要 

・指定した「デバイスグループ」の機器上を通過したアプリケーションや、リスク・脅威レベルが表示されます。 

 「デバイスグループ」には E番号(E+数字 8桁のテナント毎固有識別子)を指定してください。「共有」になっている場合は

E番号に変更ください。 

 

 

1.3.3. Panorama Web GUI：Monitor概要 

・指定した「デバイスグループ」のログやレポートを確認できます。 

「デバイスグループ」には E番号(E+数字 8桁のテナント毎固有識別子)を指定してください。「共有」になっている場合は E

番号に変更ください。 
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1.3.4. Panorama Web GUI：Policies概要 

・指定した「デバイスグループ」の各種ポリシーの設定、確認ができます。 

「デバイスグループ」には E番号(E+数字 8桁のテナント毎固有識別子)を指定してください。「共有」になっている場合は

E番号に変更ください。

 

 

1.3.5. Panorama Web GUI：Objects概要 

・指定した「デバイスグループ」の各種オブジェクトの設定、確認ができます。 

「デバイスグループ」には E番号(E+数字 8桁のテナント毎固有識別子)を指定してください。
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1.3.6. Panorama Web GUI：Panorama概要 

・コンフィグエクスポート、コンフィグインポートの操作ができます。  

 

 

1.3.7. Panorama Web GUI：ヘルプ機能 

ヘルプ：対象項目に不明点があれば画面右上の「？」ヘルプアイコンをクリックしヘルプ画面を参照できます。 

 

ヘルプ画面 
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 コミットとコミットタイプ 

・設定を変更した場合、コミットを行い、デバイスに設定を反映する必要があります。 

・Panorama ではコミットタイプが 3種類あります。 

項目 説明 

Panorama へのコミット パスワード変更を行った場合に実行します。 

デバイスにプッシュ 反映状況の確認をする場合に実行します。 

コミットおよびプッシュ パスワード以外の設定を変更した場合に実行します。 

 

1) 設定を反映するには、右上の Commit をクリックし、コミットおよびプッシュ をクリックします。 

 

 

 

2) コミットおよびプッシュが表示されますのでコミットおよびプッシュをクリックします。 

 

 

 

3) コミットおよびプッシュが完了したことを確認し、閉じる をクリックします。 

  

 

※コミットおよびプッシュクリック後、ファイアウォールに設定が反映されるまで数分かかる場合があります。 
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4) ファイアウォールにコンフィグが反映されたか確認するには、Commit からデバイスにプッシュをクリックします。 

 

5) プッシュ対象に何も表示されていないことを確認し、選択内容の編集をクリックします。 

 

 

6) 最終コミット状態が「In Sync」であることを確認し、変更内容の確認の横に表示されているアイコンをクリックします。 

 

 

7) 差分がないこと（下図と同様であること）を確認します。 
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8) 差分がある（下図のように表示される）場合は手順 4）に戻り、デバイスにプッシュを行ってください。 

 

※再度プッシュしても差分が反映されない場合、もしくは意図しない動作が生じた場合はサポートにお問い合わせくだ

さい 
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 Panorama アカウント 

1.5.1. アカウントの管理 

 Panorama のログインに使用するアカウントは Panorama本体で管理します。 

1.5.2. アカウントロック 

 Panorama のアカウントは所定回数入力ミスがあった場合、所定時間が経過しないとログインできません。 

・許容ログイン回数: 6回 

・ロックアウト時間: 30分 

 

1.5.3. パスワードポリシー 

 Panorama アカウントのパスワードは一定の条件をクリアする必要があります。一定の条件は以下のとおりです。 

パスワードポリシー  

パスワードの複雑性 ・使用可能文字：半角英文字（a

～z、A～Z）、および、半角数字（0

～9） 

・組合せに関する制限：英文字と数

字を組み合わせること 

・英文字に関する制限：英文字に

は、大文字と小文字を混在させること

（各 1文字以上） 

・文字数に関する制限：8文字以

上、31 文字以下とすること（7文字

未満、32文字以上は不可） 

パスワードの世代管理 過去4世代で同一パスワードを禁止 

有効期限の通知 14日前から通知を出す設定とする。 

パスワードの有効期限 ・初回：ご利用開始の初回ログイン

時に、パスワード変更が要求されます 

・初回以外：前回パスワード変更日

から 90 日間 

・パスワード忘れ：リセット後の初回ロ

グイン時も、パスワード変更が要求され

ます 
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1.5.4. パスワード有効期限の通知とパスワード変更方法 

 パスワード有効期限が迫ってくるとログイン画面に警告が表示されます。期限内にパスワード変更を行って下さい。 

 パスワード変更を行った場合は、以下の手順に従い必ず「Panorama へのコミット」を実行してください。 

 

管理者パスワードの変更は、画面左下のユーザーID をクリックし、管理者画面 にパスワードを入力します。 

 

変更したパスワードを待機系 Panorama に反映させるために「Panorama へのコミット」操作が必要となります。 

この操作を有効にするためにダミー設定の追加＆削除を行います。 

画面上部の OBJECT タブを選択後、左側メニューからセキュリティプロファイル – アンチウイルスをクリックします。 

アンチウイルス プロファイルの一覧が表示されますので、最上部に表示される default にチェックを入れ、画面下部のコピー

をクリックします。 
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コピーというダイアログが表示されますので、宛先欄が自デバイスグループであることを確認し、OK をクリックします。 

 

default-1 という名前のプロファイルが追加されます。※default-1 が既に存在する場合は default-2 になります。 

 

default のチェックを外し、追加されたプロファイル(default-1)にチェックを入れ、削除をクリックします。 

 

確認のダイアログが表示されるので、はいをクリックします。 
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プロファイルの一覧が元の状態に戻ったことを確認し、画面右上の Commit をクリック後、Panorama へのコミットをクリ

ックします。 

 

COMMIT スコープに device-and-networkが表示されていることを確認し、コミットをクリックします。 

 

コミットが完了したら 閉じる をクリックします。 
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2. Panorama GUI を用いた各種設定 

このセクションでは上部タブ（Policies, Objects）と、上部タブ毎の左側階層メニューで設定できる項目を説明します。 

 Panorama でのポリシーの定義（Policies タブから設定）  

Panorama上に定義するポリシーは、上部 Policies タブを選択し、左側階層メニューの中からプレ ルールまたはポストル

ールとして作成できます。プレ ルールとポストルールにより、階層的な方法で以下のポリシーを実装できます。 

設定時は「デバイスグループ」には E番号(E+数字 8桁のテナント毎固有識別子)を指定してください。「共有」になっている

場合は E番号に変更ください。 

 

 

 プレ ルール — ルール順序の先頭に追加され、最初に評価されるルールです。たとえば、特定の URL カテゴリへの

アクセスをブロックしたり、すべてのユーザーの DNS トラフィックを許可したりします。 

 ポストルール — ルール順序の末尾に追加され、プレ ルールに定義されているルールの後に評価されるルールです。

通常、ポスト ルールには、App-ID、またはサービスに基づいてトラフィックへのアクセスを拒否するルールが含まれま

す。 

 デフォルトルール(Default Rules) — プレ ルール、ポストルールのいずれとも一致しないトラフィックの処理方法をフ

ァイアウォールに指示するルールです。これらのルールは、Panorama の事前定義済み設定に含まれています。これ

らのルール内の一部の設定を編集できるようにするには、ルールをオーバーライドする必要があります。 

 

 セキュリティポリシー －  送信元と宛先のセキュリティゾーン、送信元と宛先の I P アドレス、アプリケーション、サービ

スなどのトラフィックの属性に基づいて、セッションをブロックするか許可するかを決定するポリシーです。  
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2.1.1. セキュリティポリシーの設定 

 以下にセキュリティルールをプレ ルールとして設定する手順を記載します。 

1) セキュリティ - プレルールをクリックすると現在設定されているセキュリティポリシーのプレルールが表示されます。画面下の

追加をクリックして、新しいプレルールを追加します。 

 

 

2) 全般 タブに、ポリシーの名前を入力します。 

 

 

3) 送信元 タブに、送信元ゾーンと送信元アドレスを入力します。 

送信元アドレスは必要に応じて指定してください。 

送信元ユーザーと送信元デバイスは未サポートのため、anyのままにします。 

 

 

4) 宛先 タブに、宛先ゾーンと宛先アドレスを入力します。 
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宛先アドレスは必要に応じて指定してください。宛先デバイスは未サポートのため、anyのままにします。 

 

 

5) アプリケーション タブでは、制御対象とするアプリケーションを指定します。 

 

 

6) サービス/URL カテゴリ タブでは、制御対象とするサービス/URL カテゴリを指定します。 
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7) アクション タブでは、対象通信に対するアクション等を指定します。 

ログを保存する場合は、ログ設定のログ転送プロファイルに”Policy_allow_syslog”、“Policy_deny_syslog”または

別途指定を受けた場合はそのプロファイル名を選択します。 

 

 

8) 全ての設定が完了したら OK をクリックします。 

9) 設定が反映されたことを確認します。 

 

 

10) Commit をクリックし、コミットおよびプッシュ をクリックします。 
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11) コミットおよびプッシュが完了したら 閉じる をクリックします。 

 

 

 Panorama でのオブジェクトの定義（Objects タブから設定） 

Panorama上に定義するオブジェクトは、上部 Objects タブを選択し、左側階層メニューの中からそれぞれのメニューを選

び作成できます。オブジェクトによりポリシールールの作成、セキュリティプロファイルによりポリシールールで脅威防御を行うことがで

きるようになります。 

2.2.1. アドレスの設定 

アドレスオブジェクトは IP アドレス、FQDNなどが含まれます。 

アドレス オブジェクトを使用することで、同じオブジェクトを毎回手動で追加することなく、すべてのポリシー ルールベースで送

信元アドレスまたは宛先アドレスとして再利用できます。アドレス オブジェクトは、GUI を使用して設定され、設定に追加するに

はコミット操作が必要です。 

 Objects＞アドレス からファイアウォールで使用するアドレスオブジェクトの設定ができます。 
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2.2.2. アドレスグループの設定 

セキュリティポリシーの作成を簡略化するには、同じセキュリティ設定が必要なアドレスをアドレス グループにまとめます。アドレ

ス グループは、静的アドレスグループのみサポートしております。動的アドレスグループは使用しないでください。 

 

 Objects＞アドレスグループ から設定します。 

 

2.2.3. アプリケーション 

 アプリケーション識別のためのデータベースです。 アプリケーションページには、アプリケーションの相対セキュリティリスク（1～

5）など、各アプリケーション定義のさまざまな属性が表示されます。リスク値は、アプリケーションでファイルを共有できるか、誤用

が起こりやすいか、ファイアウォールの回避を試行するか、などの基準に基づいています。値が大きいほどリスクが大きくなります。 

ページ上部のアプリケーション ブラウザエリアには、以下のように、表示内容のフィルタに使用できる属性が表示されます。各エン

トリの左側にある数字は、その属性があるアプリケーションの合計数を表しています。 

尚、お客様にてのカスタムアプリケーションの登録はサポートしておりません。 
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2.2.4. アプリケーショングループ 

 セキュリティポリシーの作成を簡略化するには、同じセキュリティ設定が必要なアプリケーションをアプリケーション グループにまと

めます。 

 

 

2.2.5. アプリケーションフィルタ 

 アプリケーション フィルタを定義して、繰り返し実行する検索を簡略化できます。アプリケーションフィルタを定義して検索の繰り

返しを簡略化するには、Add [追加] をクリックし、フィルタの名前を入力します。ウィンドウの上部で、フィルタリングの基準とし

て使用する項目をクリックします。たとえば、Collaboration [コラボレーション]カテゴリのみをリストに表示するには、

collaboration をクリックします。 

 

 

その他の列にフィルタを適用するには、列のエントリを選択します。フィルタリングは連続的で、カテゴリフィルタ、そしてサブカテゴ

リフィルタ、テクノロジフィルタ、リスクフィルタ、最後に特性フィルタの順に適用されます。 

選択したフィルタに応じて、ページに表示されるアプリケーションのリストが自動的に更新されます。 
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2.2.6. サービスの設定 

アプリケーション名、プロトコル、ポート番号をマッピングします。Objects＞サービス＞追加 から設定します。

 

 

2.2.7. サービスグループの設定 

 セキュリティポリシーの作成を簡略化するには、セキュリティ設定が同じであることが多いサービスをサービス グループにまとめま

す。 

Objects＞サービスグループ＞追加 から設定します。 

 

 

  



                       

   

 

お客様限りお客様限り

2.2.8. タグ 

 タグの機能はサポートされておりません。 

2.2.9. 外部ダイナミックリスト 

 外部Web サーバーでホストされる IP アドレス、URLのリストを参照します。外部ダイナミックリストを各種ポリシーで参照する

と、外部Web サーバー上のリスト更新時にコンフィグの変更無しでポリシーに内容を反映できます。事前定義済みの外部ダイ

ナミックリストのみが利用できます。 

尚、お客様にてのカスタムの外部ダイナミックリストの登録はサポートしておりません。 

 

 

 

外部ダイナミックリストはポリシー作成時に利用できます。(例: セキュリティルール作成時の画面) 
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2.2.10. カスタムオブジェクト 

2.2.10.1. スパイウェア 

スパイウェアの phone home 通信を特定するためのカスタム正規表現パターンを記述した KDDI事前定義済みのスパイ

ウェアパターンを、セキュリティプロファイルのアンチスパイウェアで使用できます。ファイアウォールは、カスタム定義されたパターンが

ネットワーク トラフィックに含まれていないか検索し、phone home通信検知時に指定されたアクションを実行します。 

 尚、お客様にてのカスタムスパイウェアパターン作成はサポートされていません。 

事前定義済みのスパイウェアパターンは Objects＞セキュリティプロファイル＞アンチスパイウェア 内のプロファイルに適用

できます。 
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2.2.10.2. 脆弱性 

脆弱性の悪用を特定するための KDDI事前定義済みカスタム脆弱性シグネチャを、セキュリティプロファイルの脆弱性防御

で使用できます。ファイアウォールは、カスタム定義されたパターンがネットワーク トラフィックに含まれていないか検索し、脆弱性

の悪用に対して指定されたアクションを実行します。 

 尚、お客様にてのカスタム脆弱性シグネチャ作成はサポートされていません。 

 事前定義済みカスタム脆弱性シグネチャは Objects＞セキュリティプロファイル＞脆弱性防御 内のプロファイルに適用さ

れます。 

 

  



                       

   

 

お客様限りお客様限り

2.2.10.3. URL カテゴリ 

カスタム URL カテゴリのページを使用して URLのカスタムリストを作成し、URL フィルタリングプロファイルまたはポリシールー

ルの一致条件に使用します。カスタム URL カテゴリでは URL エントリを個別に追加したり、あるいは URL のリストを含むテキ

ストファイルをインポートすることができます。Objects > カスタム オブジェクト > URL カテゴリ＞追加 から作成します。 

 

 

ここで作成したパターンは Objects＞セキュリティプロファイル＞URL フィルタリング のプロファイルで使用できます。 
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2.2.11. セキュリティプロファイル 

 セキュリティ プロファイルでは、セキュリティポリシーで脅威から保護します。それぞれのセキュリティポリシーには、1 つ以上のセキ

ュリティプロファイルを含めることができます。 

以下のタイプのプロファイルを使用できます。 

 アンチウイルス プロファイル — ワーム、ウイルス、トロイの木馬から保護したり、スパイウェアのダウンロードをブロックしたりし

ます。  

 アンチスパイウェア プロファイル — 侵入されたホストのスパイウェアから外部指揮統制 (C2) サーバーに対する phone-

home 通信またはビーコン通信の試みをブロックします。  

 脆弱性防御プロファイル — システムの脆弱性の悪用やシステムへの不正アクセスを防止します。 

 URL フィルタリング プロファイル — 特定の Web サイトや Web サイトカテゴリ (ショッピングやギャンブルなど) へのユーザ

ーのアクセスを制限します。  

 ファイル ブロッキング プロファイル — サポートされていません。プロファイル選択画面では「None」を選択してください。 

 WildFire 分析プロファイル — サポートされていません。プロファイル選択画面では「None」を選択してください。 

 データ フィルタリング プロファイル — サポートされていません。プロファイル選択画面では「None」を選択してください。  

個々のプロファイルの他に、一緒に適用されることが多いプロファイルをまとめて Objects > Security Profile Groups 

[オブジェクト > セキュリティプロファイルグループ] からセキュリティプロファイルグループを作成することもできます。 
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2.2.11.1. Antivirus の設定 

1) 事前定義済みプロファイルを使用する場合 

Antivirusは２つの事前定義済みプロファイルがあります。 

 

事前定義済みプロファイルをセキュリティポリシーに適用します。 

 

 

Panorama へのコミット と デバイスにプッシュ を順番に実行するか、コミットとプッシュ を実行します。 
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2) カスタムのプロファイルを使用する場合 

アンチウィルスプロファイルを作成します。 

 

作成したアンチウィルスプロファイルをセキュリティポリシーに適用しコミットおよびプッシュを実行します。 

 

 

2.2.11.2. Anti-Spywareの設定 

1) カスタムプロファイルか以下の事前定義済みプロファイルを利用できます。 

 Default：全てのシグネチャにパロアルトが定義した default アクションが適用されます。 

 Strict：重大度が critical, high, mediumのものはブロック、重大度 low, informational のものは

default アクションが適用されます。default アクションはパロアルトのシグネチャで決められており典型的に alert

か reset-both になります。 
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2) カスタムプロファイルを作成する場合は Objects>アンチスパイウェア>追加 から新しいプロファイルを作成します。 
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3) セキュリティポリシーに適用します。 

 

 

4) コミットおよびプッシュを実施して適用します。 
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2.2.11.3. 脆弱性防御の設定 

 Objects＞セキュリティプロファイル＞脆弱性防御 から事前定義済みのものや追加でカスタムのものを利用できます。 

事前定義済みプロファイルとして Default と Strict が用意されています。 

 Default：重大度が critical, high, medium の場合に default アクションが適用され、重大度が low, 

Informationalのものは検知されません。default アクションはパロアルトのシグネチャで決められており典型的に

alertか reset-bothになります。 

 Strict：重大度が critical, high,mediumの場合に TCP リセットがクライアントとサーバーに送信され、UDPの

場合はコネクションがドロップされる。 

 

ここで事前定義されたものやカスタム追加したものはセキュリティポリシーのアクション内脆弱性防御で選択して使用できます。 

 

選択後はコミットおよびプッシュを実施して適用します。 
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2.2.11.4. URL Filtering の設定 

Objects > URL フィルタリング から事前定義済みのものや追加でカスタムのものを利用できます。 

事前定義済みプロファイルとして Defaultが用意されています。 

 

 

ここで事前定義されたものやカスタム追加したものはセキュリティポリシーのアクション内の URL フィルタリングで選択して使用で

きます。 

 

選択後はコミットおよびプッシュを実施して適用します。 
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2.2.11.5. セキュリティプロファイルグループ 

 セキュリティプロファイルで個別に作成したプロファイルをグループとして束ねて使用する場合に利用します。プロファイルは 

Objects > セキュリティプロファイルグループから追加で作成します。 

 下図の赤枠内の名前欄を入れ、それぞれのプロファイルをドロップダウンリストから選択し OK を押します。 

ファイル ブロッキング プロファイル、WildFire 分析プロファイル、データ フィルタリング プロファイルはサポートされていませ

ん。プロファイル選択画面では「None」を選択してください。 

 

ここでグループ化したセキュリティプロファイルグループは、セキュリティルールのアクション内プロファイル設定でプロファイルタイプを

グループで選択後、グループプロファイルでプロファイルを選択します。 
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 セッションタイムアウト 

セッション タイムアウト設定は事前定義された固定値となり、お客様にてカスタマイズいただくことはできません。 

以下に各項目の説明と事前定義されたセッションタイムアウト値を示します。 

 

(ア) デフォルト（秒）：非 TCP/UDP、または非 ICMPのセッションが応答なしで開いた状態を維持できる最大秒数で

す。 

(イ) デフォルトの破棄：非 TCP/UDP トラフィックにのみ適用されます。 

(ウ) TCP の破棄:TCP トラフィックに適用されます。 

(エ) UDP の破棄:UDP トラフィックに適用されます。 

(オ) ICMP:ICMPセッションが ICMP応答なしで開いた状態を維持できる最大時間。 

(カ) スキャン:任意のセッションが非アクティブと見なされてから開いた状態を維持する最大秒数。PAN-OS において、アプリ

ケーションに設定されたトリクルしきい値を超えると、そのアプリケーションは非アクティブ状態と見なされます。 

(キ) TCP:TCPセッションが確立済み状態になってから（ハンドシェークが完了し、必要に応じてデータ伝送が開始してか

ら）応答なしで開いた状態を維持する最大時間。 

(ク) TCP ハンドシェーク:SYN-ACK を受信してからそれに続く ACK を送信してセッションを完全に確立するまでの最大秒

数。 

(ケ) TCP init:SYN を受信してから SYN-ACK を送信して TCP ハンドシェークタイマーを開始するまでの最大秒数。 

(コ) TCP Half Closed:1 つ目の FIN を受信してから 2 つ目の FIN または RST を受信するまでの最大秒数。 

(サ) TCP Time Wait:2 つ目の FIN または RST を受信してからの最大秒数。 

(シ) RSTが確認されていない。:検証できない RST（RSTが TCP ウィンドウ内にあるが予期しないシーケンス番号が付け

られているか、RST が非対称パスから送信されている）を受信してからの最大秒数。 

(ス) UDP:UDP セッションが UDP応答なしで開いた状態を維持する最大秒数。 

(セ) Authentication Portal: 認証ポータルWeb フォームの認証セッションタイムアウト（秒単位）。 要求されたコンテ

ンツにアクセスするには、ユーザーはこのフォームに認証資格情報を入力し、正常に認証される必要があります。 
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3. メンテナンス 

 ログ 

MONITOR タブのログ(Logs)について説明します。 

3.1.1. ログタイプ 

ロールベースの管理権限に基づいて、すべてのログを表示します。閲覧権限のある情報のみが表示され、表示するログの

タイプによって変化する場合があります。 

MONITOR > ログ(Logs)で参照できるログの種別は以下の通りです。 

 

(ア) トラフィック:各セッションの開始と終了のエントリが表示されます。各エントリには、日時、送信元および宛先ゾーン、アド

レスおよびポート、アプリケーション名、フローに適用されるセキュリティルール名、ルール アクション (「allow」、「deny」、

または「drop」)、ingress/egress インターフェイス、バイト数などが記載されます。 

Type [タイプ] 列は、エントリがセッションの開始または終了のいずれのエントリであるか、またはセッションが拒否されたか

廃棄されたかを示します。「drop」は、トラフィックをブロックしたセキュリティルールが適用されて「いずれか」のアプリケーショ

ンが指定されたことを示し、「deny」はルールが適用されてある特定のアプリケーションが識別されたことを示します。 

アプリケーションが識別される前にトラフィックが廃棄された場合 (あるルールにより特定のサービスのトラフィックがすべて廃

棄された場合など)、そのアプリケーションは「not-applicable」として表示されます。 

 

(イ) 脅威:ファイアウォールで生成された各セキュリティ アラームのエントリが表示されます。各エントリには、日時、脅威の名

前または URL、送信元および宛先ゾーン、アドレス、ポート、アプリケーション名、およびアラーム アクション (「allow」 ま

たは 「block」) と重大度が含まれています。 

Type [タイプ]の列には、「ウイルス」または「スパイウェア」などの脅威の種類が表示されます。 

 

(ウ) URL フィルタリング:特定の Web サイトおよび Web サイトカテゴリへのアクセスをブロックする、または Web サイトにア

クセスしたときに警告を生成する URL フィルタのログが表示されます。 

 

(エ) 統合済み：トラフィック、脅威、URL フィルタリングログエントリの最新情報を一つの画面で表示します。統合済みログビ

ューでは、それぞれのログを個別に検索するかわりに、様々なタイプのログをまとめて検証したりフィルタをかけることができ

ます。 
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 トラフィックログ表示対象カラム 

項目 説明 

FUTURE_USE 

(Domain) 

無意味 

受信時間 ※1 

(Receive Time) 

管理プレーンでログが受信された時間。 

シリアルナンバー 

(Serial #) 

無意味 

タイプ ※1 

(Type) 

ログのタイプを指定します。値は、「traffic」、「threat」、「config」、「system」、

「hip-match」です 

脅威/コンテンツタイプ ※1 

(Threat/Content Type) 

トラフィック ログのサブタイプ。値は、「start」、「end」、「drop」、「deny」です 

• start — セッションが開始しました 

• end — セッションが終了しました 

• drop — アプリケーションが特定される前にセッションが廃棄され、そのセッションを

許可するルールがありません。 

• deny — アプリケーションが特定された後にセッションが廃棄され、そのセッションを

ブロックするルールがあるか、セッションを許可するルールがありません。 

FUTURE_USE 

(Config Version 

無意味 

生成時間 

(Generate Time) 

データプレーンでログが生成された日時。 

送信元アドレス ※1 

(Source address) 

元のセッション送信元 IP アドレス。 

宛先アドレス ※1 

(Destination address) 

元のセッション宛先 IP アドレス。 

NAT ソース IP ※1 

(NAT Source IP) 

送信元 NAT を行った場合は、NAT 後の送信元 IP アドレス。 

NAT 宛先 IP ※1 

(NAT Destination IP) 

宛先 NAT を行った場合は、NAT 後の宛先 IP アドレス。 

ルール名 ※1 

(Rule) 

セッションで一致したルールの名前。 

送信元ユーザー 

(Source User) 

無意味 

宛先ユーザー 

(Destination User) 

無意味 

アプリケーション ※1 

(Application) 

セッションに関連付けられたアプリケーション。 

仮想システム ※1 

(Virtual System) 

セッションに関連付けられている仮想システム。 

送信元ゾーン ※1 

(Source Zone) 

セッションの送信元だったゾーン。 

宛先ゾーン ※1 

(Destination Zone) 

セッションの宛先だったゾーン。 

受信インターフェース 

(Inbound Interface) 

無意味 

送信インターフェース 

(Outbound Interface) 

無意味 

ログアクション ※1 

(Log Action) 

無意味 

FUTURE_USE 

(Time Logged) 

無意味 
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セッション ID 

(Session ID) 

各セッションに適用される内部の数値識別子。 

リピートカウント ※1 

(Repeat Count) 

5 秒以内に開始された、送信元 IP、宛先 IP、アプリケーション、サブタイプが同じ

になっているセッションの数です。 

送信元ポート ※1 

(Source Port) 

セッションで使用された送信元ポート。 

宛先ポート ※1 

(Destination Port) 

セッションで使用された宛先ポート。 

NAT 送信元ポート ※1 

(NAT Source Port) 

NAT 後の送信元ポート。 

NAT 宛先ポート ※1 

(NAT Destination Port) 

NAT 後の宛先ポート。 

フラグ 

(Flags) 

無意味 

プロトコル ※1 

(IP Protocol) 

セッションに関連付けられた IP プロトコル。 

アクション ※1 

(Action) 

セッションで実行されたアクション。値は以下のいずれかです。 

• allow —セッションはポリシーによって許可されました 

• deny — セッションはポリシーによって拒否されました 

• drop — セッションはサイレントにドロップされました 

• drop ICMP — セッションはサイレントにドロップされ、ホストまたはアプリケーション

に ICMP 到達不能メッセージが表示されました 

• reset both — セッションは終了し、TCP リセットが接続の両端に送信されました 

• reset client — セッションは終了し、TCP リセットがクライアントに送信されました 

• reset server — セッションは終了し、TCP リセットがサーバーに送信されました 

バイト ※1 

(Bytes) 

セッションの合計バイト数 (送受信) 

送信バイト 

(Bytes Sent) 

セッションのクライアントからサーバー方向へのバイト数。PA-4000 シリーズ以外の

すべてのモデルで使用できます。 

受信バイト 

(Bytes Received) 

セッションのサーバーからクライアント方向へのバイト数。PA-4000 シリーズ以外の

すべてのモデルで使用できます。 

パケット ※1 

(Packets) 

セッションの合計パケット数 (送受信)。 

開始時間 

(Start Time) 

セッションの開始時間。 

経過時間) ※1 

(Elapsed Time (sec)) 

セッションの経過時間。 

カテゴリ 

(Category) 

セッションに関連付けられた URL カテゴリ (該当する場合)。 

FUTURE_USE 

(tpadding) 

無意味 

シーケンス番号 

(Sequence Number) 

無意味 

アクションフラグ 

(Action Flags) 

無意味 

送信元ロケーション 

(Source Country) 

プライベート アドレスの送信元の国または内部領域。最大長は 32 バイトです。 

宛先ロケーション 

(Destination Country) 

プライベート アドレスの宛先の国または国内地域。最大長は 32 バイトです。 

FUTURE_USE 

(cpadding) 

無意味 

送信パケット 

(Packets Sent) 

セッションのクライアントからサーバーへのパケット数 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

受信パケット 

(Packets Received) 

セッションのサーバーからクライアントへのパケット数 

セッション終了理由 

(Session End Reason) 

セッションが終了した理由。複数の原因で終了した場合、このフィールドには優先

度が最も高い理由のみが表示されます。有効なセッション終了理由の値は、優

先度の高い順に以下のとおりです。 

• threat — ファイアウォールが、リセット、ドロップ、またはブロック（IP アドレス）アクシ

ョンに関連付けられた脅威を検出しました。 

• policy-deny — セッションが、拒否またはドロップ アクションが指定されたセキュリ

ティ ルールと一致しました。 

• tcp-rst-from-client — クライアントが TCP リセットをサーバーに送信しました。 

• tcp-rst-from-server — サーバーが TCP リセットをクライアントに送信しました。 

• resources-unavailable — システム リソース制限が原因でセッションがドロップし

ました。 

• tcp-fin — 接続の一方または両方のホストが TCP FIN メッセージを送信してセ

ッションを閉じました。 

• tcp-reuse — セッションが再利用され、ファイアウォールが前のセッションを閉じま

した。 

• aged-out — セッションがエージアウトしました。 

デバイスグループ階層レベ

ル 1 

(DG Hierarchy Level 1) 

デバイス グループ階層内でのデバイス グループの位置を示す、一連の識別番

号。 

デバイスグループ階層レベ

ル 2 

(DG Hierarchy Level 2) 

無意味 

デバイスグループ階層レベ

ル 3 

(DG Hierarchy Level 3) 

無意味 

デバイスグループ階層レベ

ル 4 

(DG Hierarchy Level 4) 

無意味 

仮想システム名 

(Virtual System Name) 

セッションに関連付けられた仮想システムの名前 

デバイス名 

(Device Name) 

セッションがログに記録されたファイアウォールのホスト名。 

アクション送信元 

(Action Source) 

アプリケーションを許可またはブロックするために実行されたアクションがアプリケーシ

ョンまたはポリシーに定義されていたかどうかを示します。アクションは、セッションに

対する「allow」、「deny」、「drop」、「reset- server」、「reset-client」、「reset-

both」のいずれかになります。 

送信元 VM UUID 

(Source VM UUID) 

無意味 

宛先 VM UUID 

(Destination VM UUID) 

無意味 

トンネル ID/IMSI 

(Tunnel ID/IMSI) 

無意味 

監視タグ /IMEI 

(Monitor Tag/IMEI) 

無意味 

親セッション ID 

(Parent Session ID) 

無意味 

親開始時間 

(Parent Session Start 

Time) 

無意味 

トンネルタイプ 

(Tunnel) 

無意味 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

SCTP アソシエーション ID 

(SCTP Association ID) 

無意味 

SCTP チャンク 

(SCTP Chunks) 

無意味 

送信した SCTP チャンク 

(SCTP Chunks Sent) 

無意味 

受信した SCTP チャンク 

(SCTP Chunks 

Received) 

無意味 

ルール UUID e 

(UUID for rule) 

無意味 

HTTP 2 接続 

(HTTP/2 Connection) 

無意味 

リンク変更カウント 

(link_change_count) 

無意味 

ポリシー ID 

(policy_id) 

無意味 

リンクスイッチ 

(link_switches) 

無意味 

 SD-WAN クラスタ 

(sdwan_cluster) 

無意味 

 SD-WAN デバイスタイプ 

(sdwan_device_type) 

無意味 

 SD-WAN クラスタタイプ 

(sdwan_cluster_type) 

無意味 

 SD-WAN サイト 

(sdwan_site) 

無意味 

ダイナミックユーザーグルー

プ名 

(dynusergroup_name) 

無意味 

 ※1 MONITOR画面のデフォルト表示項目 

  



                       

   

 

お客様限りお客様限り

 脅威ログ / URL フィルタリングログ 表示対象カラム 

項目 説明 

FUTURE_USE 

(Domain) 

無意味 

受信時間 ※1 

(Receive Time) 

管理プレーンでログが受信された時間。 

シリアルナンバー 

(Serial #) 

ログを生成したファイアウォールのシリアル番号。 

タイプ ※1 

(Type) 

ログのタイプを指定します。値は、「traffic」、「threat」、「config」、「system」、

「hip-match」です 

脅威/コンテンツタイプ ※1 

(Threat/Content Type) 

脅威ログのサブタイプ値は以下を含みます。 

• flood — ゾーン プロテクション プロファイルによって検出されたフラッド 

• packet—ゾーンプロテクションプロファイルでトリガーされたパケットベース攻撃防御 

• scan — ゾーン プロテクション プロファイルによって検出されたスキャン 

• Spyware —アンチスパイウェアプロファイルで検出したスパイウェア 

• url — URL フィルタリング ログ 

• virus—アンチウィルスプロファイルで検出したウィルス 

• Vulnerability —脆弱性防御プロファイルで検出した脆弱性バグ 

FUTURE_USE 

(Config Version 

無意味 

生成時間 

(Generate Time) 

データプレーンでログが生成された日時。 

送信元アドレス ※1 

(Source address) 

元のセッション送信元 IP アドレス。 

宛先アドレス ※1 

(Destination address) 

元のセッション宛先 IP アドレス。 

NAT ソース IP ※1 

(NAT Source IP) 

送信元 NAT が実行された場合は、NAT 後の送信元 IP アドレス。 

NAT 宛先 IP ※1 

(NAT Destination IP) 

宛先 NAT が実行された場合は、NAT 後の宛先 IP アドレス。 

ルール名 ※1 

(Rule) 

セッションで一致したルールの名前。 

送信元ユーザー 

(Source User) 

無意味 

宛先ユーザー 

(Destination User) 

無意味 

アプリケーション ※1 

(Application) 

セッションに関連付けられたアプリケーション。 

仮想システム ※1 

(Virtual System) 

セッションに関連付けられている仮想システム。 

送信元ゾーン ※1 

(Source Zone) 

セッションの送信元だったゾーン。 

宛先ゾーン ※1 

(Destination Zone) 

セッションの宛先だったゾーン。 

受信インターフェース 

(Inbound Interface) 

無意味 

送信インターフェース 

(Outbound Interface) 

無意味 

ログアクション ※1 

(Log Action) 

無意味 

FUTURE_USE 

(Time Logged) 

無意味 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

セッション ID 

(Session ID) 

各セッションに適用される内部の数値識別子。 

リピートカウント ※1 

(Repeat Count) 

無意味 

送信元ポート ※1 

(Source Port) 

セッションで使用された送信元ポート。 

宛先ポート ※1 

(Destination Port) 

セッションで使用された宛先ポート。 

NAT 送信元ポート ※1 

(NAT Source Port) 

NAT 後の送信元ポート。 

NAT 宛先ポート ※1 

(NAT Destination Port) 

NAT 後の宛先ポート。 

フラグ 

(Flags) 

無意味 

プロトコル ※1 

(IP Protocol) 

セッションに関連付けられた IP プロトコル。 

アクション ※1 

(Action) 

セッションに対して実行されたアクション。値は、「alert」、「allow」、「deny」、

「drop」、「drop-all-packets」、「reset-client」、「resetserver」、「reset-

both」、「block-url」です。 

• alert — 脅威または URL が検出されましたが、ブロックされていません 

• allow— フラッド検出アラート 

• deny — フラッド検出メカニズムがアクティブにされ、設定に基づいてトラフィックを

拒否します 

• drop— 脅威が検出され、関連付けられたセッションが廃棄されました 

• reset-client — 脅威が検出され、TCP RST がクライアントに送信されました 

• reset-server — 脅威が検出され、TCP RST がサーバーに送信されました 

• reset-both — 脅威が検出され、TCP RST がクライアントとサーバーの両方に

送信されました 

• block-url — ブロックするように設定された URL カテゴリで照合が行われたため、

URL 要求がブロックされました 

• block-ip—脅威が検出され、クライアント IP がブロックされます 

• random-drop—フラッドが検出され、パケットがランダムにドロップされました 

• sinkhole—DNS シンクホール起動 

• syncookie-sent—syncookie アラート 

• block-continue（URL サブタイプのみ）—HTTP リクエストがブロックされ、続行確

認のためのボタンが付いた Continue（続行）ページにリダイレクトされます 

• continue（URL サブタイプのみ）—継続要求が続行されたことを示す、block-

continue URL 続行ページへの応答ブロック 

• block-override（URL サブタイプのみ）—HTTP リクエストがブロックされ、ファイア

ウォール管理者からのパスコードが必要な管理オーバーライド ページにリダイレクト

されます 

• override-lockout（URL サブタイプのみ）—送信元 IP からの管理上のオーバーラ

イドパスコードの試行に失敗しました。IP が block-override リダイレクト ページか

らブロックされるようになりました 

• override（URL サブタイプのみ）—正しいパスコードが提供され、リクエストが許可

されている block-override ページへの応答 

• block（Wildfire のみ）—ファイルはファイアウォールでブロックされ、Wildfire にアップ

ロードされました 

URL/ファイル名 ※1 

(URL/Filename) 

変数長が最大で 1023 文字のフィールド 

サブタイプが url の場合の実際の URI 

サブタイプが file の場合のファイル名またはファイル タイプ 

サブタイプが virus の場合のファイル名 

サブタイプが wildfire の場合のファイル名 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

脅威 ID ※1 

(Threat?Content Name) 

脅威の Palo Alto Networks 識別子。一部のサブタイプでは、説明の文字列に

かっこで囲んだ 64 ビットの数値識別子が続きます。 

• 8000 ～ 8099 — スキャン検出 

• 8500 ～ 8599 — フラッド検出 

• 9999— URL フィルタリング ログ 

• 10000 ～ 19999 — スパイウェア フォンホーム検出 

• 20000 ～ 29999 — スパイウェア ダウンロード検出 

• 30000 ～ 44999 — 脆弱性悪用検出 

• 52000 ～ 52999 — ファイルタイプ検出 

• 60000 ～ 69999 — データ フィルタリング検出 

以前のリリースで使用されていたウイルス検出、WildFire シグネチャ フィード、およ

び DNS C2 シグネチャの 脅威 ID 範囲は、永続的かつグローバルな一意の ID 

に置き換えられています。脅威/コンテンツ タイプおよび脅威カテゴリ

（thr_category）フィールド名を参照し、更新されたレポート、フィルタ、脅威ログ、

ACC アクティビティを作成します。 

カテゴリ 

(Category) 

URL サブタイプの場合は URL カテゴリ、WildFire サブタイプの場合はファイルの判

定（「malicious」、「phishing」、「benign」、または「grayware」）です。その他のサブ

タイプの場合、値は「any」です。 

重大度 ※1 

(Severity) 

脅威に関連付けられた重大度。値は、「informational」、「low」、「medium」、

「high」、「critical」です。 

方向 ※1 

(Direction) 

攻撃の方向（「クライアントからサーバーへ」、または「サーバーからクライアントへ」）

を示します。 

• 0 — 脅威の方向はクライアントからサーバーへ 

• 1 — 脅威の方向はサーバーからクライアントへ 

シーケンス番号 

(Sequence Number) 

無意味 

アクションフラグ 

(Action Flags) 

無意味 

送信元の場所 

(Source Country) 

プライベート アドレスの送信元の国または国内地域最大長は 32 バイトです。 

宛先の場所 

(Destination Country) 

プライベート アドレスの宛先の国または国内地域。最大長は 32 バイトです。 

FUTURE_USE 

(cpadding) 

無意味 

コンテンツタイプ 

(contenttype) 

サブタイプが URL の場合にのみ適用されます。HTTP 応答データのコンテンツ タ

イプ。最大長は 32 バイトです。 

PCAP_ID 

(pcap_id) 

無意味 

ファイルダイジェスト 

(filedigest) 

無意味 

クラウド 

(cloud) 

無意味 

URL インデックス 

(url_idx) 

URL フィルタリングおよび WildFire サブタイプで使用されます。アプリケーションが 

TCP キープアライブを使用して接続が開いた状態を一定時間維持すると、そのセ

ッションのすべてのログ エントリのセッション ID は同一になります。その場合、1 つの

脅威ログ（およびセッション ID）に複数の URL エントリが含まれていると、url_idx が

カウンタとなり、1 つのセッション内の各ログ エントリの順序を相関させることができ

ます。たとえば、ファイアウォールが分析のために WildFire に転送したファイルの 

URL を調べるには、WildFire 送信ログからセッション ID と url_idx を見つけ、URL 

フィルタリング ログで同じセッション ID と url_idx を検索します。セッション ID と 

url_idx が一致したログ エントリには、WildFire に転送されたファイルの URL が含

まれます。 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

ユーザーエージェント 

(user_agent) 

URL フィルタリング サブタイプの場合のみ。それ以外のすべてのタイプではこのフィ

ールドを使用しません。ユーザー エージェント フィールドでは、ユーザーが URL へ

のアクセスに使用した Web ブラウザ（Internet Explorer など）を指定します。この

情報は、HTTP 要求でサーバーに送信されます。 

ファイルタイプ 

(filetype) 

無意味 

X-Forwarded-For 

(xff) 

URL フィルタリング サブタイプの場合のみ。それ以外のすべてのタイプではこのフィ

ールドを使用しません。HTTP ヘッダーの X-Forwarded-For フィールドには、Web 

ページを要求したユーザーの IP アドレスが保持されています。これによりユーザー

の IP アドレスを特定することができ、特に、パケット ヘッダーの送信元 IP アドレス

フィールドのユーザー IP アドレスを独自のアドレスで置き換えるプロキシサーバーが

ネットワーク上に存在する場合に役立ちます。 

リファラー 

(referer) 

URL フィルタリング サブタイプの場合のみ。それ以外のすべてのタイプではこのフィ

ールドを使用しません。HTTP ヘッダーの Referer フィールドには、ユーザーを別の 

Web ページにリンクした Web ページの URL が含まれています。これは、要求され

た Web ページにユーザーをリダイレクト（参照）した送信元です。 

送信者 

(sender) 

無意味 

件名 

(subject) 

無意味 

受信者 

(recipient) 

無意味 

レポート ID 

(reportid) 

無意味 

デバイスグループ階層レベ

ル 1 

(DG Hierarchy Level 1) 

デバイス グループ階層内でのデバイス グループの位置を示す、一連の識別番号 

デバイスグループ階層レベ

ル 2 

(DG Hierarchy Level 2) 

無意味 

デバイスグループ階層レベ

ル 3 

(DG Hierarchy Level 3) 

無意味 

デバイスグループ階層レベ

ル 4 

(DG Hierarchy Level 4) 

無意味 

仮想システム名 

(Virtual System Name) 

セッションに関連付けられた仮想システムの名前 

デバイス名 

(Device Name) 

セッションがログに記録されたファイアウォールのホスト名。 

FUTURE_USE 

(file_url) 

無意味 

送信元 VM UUID 

(Source VM UUID) 

無意味 

宛先 VM UUID 

(Destination VM UUID) 

無意味 

HTTP メソッド 

(http_method) 

URL フィルタリング ログのみ。Web リクエストで使用する HTTP メソッドを示しま

す。ログに記録されるのは次のメソッドだけです：Connect、Delete、Get、Head、

Op ons、Post、Put。 

トンネル ID/IMSI 

(Tunnel ID/IMSI) 

無意味 

監視タグ /IMEI 

(Monitor Tag/IMEI) 

無意味 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

親セッション ID 

(Parent Session ID) 

無意味 

親開始時間 

(Parent Session Start 

Time) 

無意味 

トンネルタイプ 

(Tunnel) 

無意味 

脅威カテゴリ 

(thr_category) 

異なる種類の脅威シグネチャを分類化するのに使用する脅威カテゴリを示しま

す。 

コンテンツバージョン 

(contentver) 

ログが生成される際の、ファイアウォール上のアプリケーションおよび脅威のバージョ

ンです。 

FUTURE_USE 

(sig_flags) 

無意味 

SCTP アソシエーション ID 

(SCTP Association ID) 

無意味 

ペイロードプロトコル ID 

(Payload Protocol ID) 

無意味 

HTTP ヘッダー 

(http_headers) 

ファイアウォールの URL ログ エントリに挿入された HTTP ヘッダーを示します。 

URL カテゴリリスト 

(URL Category List) 

ファイアウォールがポリシーの適用に使用した URL フィルタリングカテゴ 

リを一覧表示します。 

ルール UUID 

(UUID rule) 

無意味 

HTTP 2 接続 

(HTTP/2 Connection) 

無意味 

ダイナミックユーザーグルー

プ名 

(dynusergroup_name) 

無意味 

XFF address 無意味 

Source Device 

Category 

無意味 

Source Device Profile 無意味 

Source Device Model 無意味 

Source Device Vendor 無意味 

Source Device OS 

Family 

無意味 

Source Device OS 

Version 

無意味 

Source Hostname 無意味 

Source Mac Address 無意味 

Destination Device 

Category 

無意味 

Destination Device 

Profile 

無意味 

Destination Device 

Model 

無意味 

Destination Device 

Vendor 

無意味 

Destination Device OS 

Family 

無意味 

Destination Device OS 

Version 

無意味 

Destination Hostname 無意味 
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Destination Mac 

Address 

無意味 

Container ID 無意味 

POD Namespace 無意味 

POD Name 無意味 

Source External 

Dynamic List 

無意味 

Destination External 

Dynamic List 

無意味 

Host ID 無意味 

Serial Number 無意味 

domain_edl 無意味 

Source Dynamic 

Address Group 

無意味 

Destination Dynamic 

Address Group 

無意味 

partial_hash 無意味 

High Res Timestamp 無意味 

Reason 無意味 

justification 無意味 

nssai_sst 無意味 

 ※1 MONITOR画面のデフォルト表示項目 
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3.1.2. ログの表示とフィルタ検索 

1) Monitor タブ をクリックし、タブ内左側の階層メニューから参照するログ種別をクリックします。以下ではトラフィックログを

例に操作手順を説明します。  

 

 

2) ログが表示されます。右側のドロップダウンリストから、表示するログの期間を選択することが可能です。 

  

 

3) ログエントリーの左側にある   アイコンをクリックすると、詳細ログ ビューが表示されます。 

 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

4) 検索バーにフィルタ条件を入力して  アイコンをクリックすると、フィルタに合致したログのみを表示することが可能です。フ

ィルタは、ログエントリーの各種値をクリックするか  アイコンをクリックして条件を入力します。 

  

 

5) 下記がフィルタの入力画面です。条件を入力して 追加 をクリックすると画面上部のフィルタ条件が更新されます。設定が

完了したら 適用 をクリックします。 

 

 

6) ログに表示される情報を変更する画面です。必要な情報の左端チェックボックスにチェックすると表示、チェックを外すと非

表示になります。 

サポート対象情報については 18.1.1.ログタイプの各ログ表示対象カラムをご参照ください。 
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3.1.3. ログのエクスポート 

ログは CSV形式で出力することも可能です。（出力最大行数は 65535 となります）以下ではトラフィックログを例に操

作手順を説明します。 

1) Monitor > ログ>トラフィックでログを表示し出力したい対象を検索欄に入力してフィルタリングします。（フィルタリング無

しで CSV形式に出力する事も可能です。）その後、画面右上のエクセルアイコンをクリックします。 

  

 

2) ログエクスポートのポップアップ画面でファイルのダウンロードをクリックすると CSV形式でログを出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



                       

   

 

お客様限りお客様限り

 ACC（アプリケーションコマンドセンター） 

3.2.1. 表示機能 

 アプリケーション コマンド センター (ACC) は、ネットワーク内のアクティビティに関する実用的なインテリジェンスを提供する分

析ツールです。ACC は、ファイアウォール ログを使用してネットワーク上のトラフィック トレンドをグラフィカルに表現します。このグ

ラフィカル表現を使用して、データにアクセスし、ネットワークの使用パターン、トラフィック パターン、疑わしいアクティビティ、異常

を含め、ネットワーク上のイベント間の関係を視覚化できます。 

 

1 タブ 

ACC には事前定義済みの複数のタブがあり、ネットワーク トラフィック、脅威のアクティビティ、ブロックされたアクティビティ、ト

ンネルアクティビティ、GlobalProtect アクティビティ、SSL アクティビティが視覚的に示されます。ただし、トンネルアクティビテ

ィ、GlobalProtect アクティビティ、SSL アクティビティはWVS セキュア・インターネットでは利用できません。 

2 ウィジット 

各タブには、タブに関連付けられたイベントとトレンドを最適に表現する、デフォルトのウィジット セットが含まれます。ウィジット

で、バイト数、セッション、脅威、コンテンツ、URL、ユーザーのフィルタを使用してデータを調べることができます。ただし、ユー

ザーはWVSセキュア・インターネットでは利用できません。 

3 日時 

各ウィジットのチャートとグラフにはリアルタイム表示と履歴表示が用意されています。カスタム範囲を選択するか、過去 15 

分～過去 30、60、90日または過去 30、60、90 暦日の範囲で事前定義済みの期間を選択できます。 

データの表示に使用するデフォルトの期間は過去 1 時間です。画面に日付と時間の間隔が表示されます。 

例：01/12 10:30:00-01/12 11:29:59 

4 グローバル フィルタ 

グローバル フィルタを使用すると、フィルタをすべてのタブに設定できます。選択されたフィルタがチャートとグラフに適用された

後にデータが表示されます。 

5 リスクメーター 

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

①  
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リスク メーター (1 = 最低 ～ 5 = 最高) は、ネットワーク上の相対的なセキュリティ リスクを示します。リスク メーターでは

さまざまな要因が使用されます。たとえば、ネットワーク上で確認されたアプリケーションのタイプ、そのアプリケーションに関連

付けられるリスク レベル、ブロックされた脅威数によって確認される脅威のアクティビティとマルウェア、侵入されたホスト、マル

ウェアのホストまたはドメインへのトラフィックがあります。 

6 エクスポート 

現在のタブに表示されているウィジットを PDF としてエクスポートできます。 

 

3.2.2. ウィジット 

 各タブのウィジットを操作できます。フィルタを設定し、表示をドリルダウンしてカスタマイズし、必要な情報に焦点を当てることが

できます。 

 

各ウィジットは以下の要素を表示するように構成されています。 

 

1- 表示：バイト、セッション、脅威、カウント、コンテンツ、URL、有害、安全、ファイル、データ、プロファイル、オブジェクトでデー

タをソートできます。使用できるオプションはウィジットによって異なります。 

2- グラフ：グラフィック表示オプションには、ツリーマップ、線グラフ、横棒グラフ、積み重ね面グラフ、積み重ね棒グラフ、およびマ

ップがあります。使用できるオプションはウィジットによって異なります。また、対話操作もグラフ タイプによって異なります。たと

えば、非標準ポートを使用するアプリケーションのウィジットでは、ツリーマップと線グラフを選択できます。 

表示をドリルダウンするには、グラフをクリックします。クリックした領域がフィルタになり、選択対象が拡大し、選択対象のより

詳細な情報を表示できます。 

3- 表：グラフの作成に使用されたデータの詳細がグラフの下の表に表示されます。 

表内の要素に対して、ローカル フィルタまたはグローバル フィルタをクリックして設定できます。ローカル フィルタを使用した場

合、グラフが更新され、表がフィルタでソートされます。 

グローバル フィルタを使用した場合、フィルタに関連する情報のみを表示するように ACC 全体の表示が切り替わります。 

4- 操作：ウィジェットのタイトルバーからは以下の操作を行うことができます。 

Maximize view [表示の最大化] — ウィジェットを拡大し、より大きく画面表示をさせることができます。表示を最大化

すると、ウィジットのデフォルトの画面幅で表示されるトップ 10 アイテムよりも多くの情報を表示できます。 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

Set up local filters [ローカルフィルタの設定] — フィルタを追加して、ウィジット内の表示を絞り込むことができます。“フィ

ルタの処理 — ローカル フィルタおよびグローバル フィルタ”を参照してください。 

Jump to logs [ログに移動] — ログに直接移動できます (Monitor > Logs > <Log type> [監視 > ログ

（ログタイプ）]。グラフの作成に使用された期間によってログはフィルタリングされます。 

ローカル フィルタとグローバル フィルタを設定した場合、ログ クエリでは期間とフィルタが連結され、設定したフィルタに一致す

るログのみが表示されます。 

Export [エクスポート] — グラフを PDF としてエクスポートできます。 

 

3.2.3. ACC表示のカスタマイズ 

ACC 表示のカスタマイズおよび絞り込みを行うには、タブの追加と削除、ウィジットの追加と削除、ローカルおよびグローバル 

フィルタの設定、ウィジットの操作ができます。 

(ア) カスタムタブを追加する： 

タブリストの横にある追加（＋ボタン）を選択します。 

タブ名を追加します。 

最大 5 個のタブを追加できます。 

 

(イ) タブを編集する：タブを選択し、タブ名の横にある「編集」をクリックして、タブを編集します。 

 

(ウ) ウィジットまたはウィジットグループを追加する： 

新しいタブを追加するか、事前定義済みのタブを編集します。 

Add Widget [ウィジェットの追加] から、追加したいウィジェットを選択します。最大 12個のウィジェットを選択可能で

す。 

(任意) 2列レイアウトを作成する場合は、Add Widget Group [ウィジットグループの追加] を選択します。ウィジット

を 2 列表示画面にドラッグ アンド ドロップできます。ウィジットをレイアウトにドラッグすると、ウィジットをドロップするためのプレース

ホルダが表示されます。 

 



                       

   

 

お客様限りお客様限り

(エ) タブまたはウィジットグループ/ウィジットを削除する： 

カスタムタブを削除する場合は、タブを選択して削除（X）をクリックします。 

注：事前定義済みのタブを削除することはできません。 

ウィジェットあるいはウィジェットグループを削除する場合は、タブを編集してから削除（X）をクリックします。削除を取り消

すことはできません。 

 

(オ) デフォルト表示をリセットする：事前定義済みの表示 (Blocked Activity [ブロックされたアクティビティ] 表示など) で、

1 つまたは複数のウィジットを削除できます。レイアウトをリセットし、タブに含まれるウィジェットセットをデフォルトに戻す場

合、タブを編集してから Reset View [ビューのリセット] をクリックします。 

 

 

3.2.4. フィルタの処理 — ローカル フィルタおよびグローバル フィルタ 

 詳細情報に焦点を合わせて、ACC に表示する情報を細かく制御する場合はフィルタを使用します。 

 Local Filters [ローカル フィルタ] — ローカル フィルタは特定のウィジットに適用されます。ローカル フィルタを使用する

と、グラフを操作し、表示をカスタマイズできるため、情報を詳細まで掘り下げて、監視する必要がある情報に特定のウ

ィジットでアクセスできます。ローカルフィルタを適用する方法は 2 つあり、グラフまたは表内で属性をクリックする方法と、

ウィジット内で [フィルタの設定] を選択する方法があります。Set Filter [フィルタの設定] により、再起動後も持続す

るローカルフィルタを設定できます。 
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 Global filters [グローバルフィルタ] — グローバル フィルタは ACC全体に適用されます。グローバル フィルタを使用す

ると、現在関心のある詳細を中心にして表示を切り替えることができ、関連のない情報を現在の表示から除外できま

す。たとえば、特定のユーザーとアプリケーションに関連するすべてのイベントを表示するには、ユーザーの IP アドレスとア

プリケーションをグローバルフィルタとして適用することができます。これで、そのユーザーとアプリケーションに関連する情報

のみを ACC上のすべてのタブとウィジットに表示できます。グローバル フィルタは持続しません。 

 

(ア) ローカル フィルタを設定する： 

ウィジェットを選択し、フィルタアイコンをクリックします。 

 

適用したいフィルタを追加（+）します。 

Apply [適用] をクリックします。このフィルタは、再起動後も持続します。 

  

(イ) 表からグローバル フィルタを設定する：表の中の属性にカーソルを合わせ、その右側に表示される矢印をクリックします。 

 

(ウ) フィルタを削除する： 

削除（-）をクリックして、フィルタを削除します。 

Global filters [グローバルフィルタ] — [グローバルフィルタ] ペインにあります。 
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Local filters [ローカルフィルタ] — フィルタアイコンをクリックして、Set Local Filters [ローカルフィルタの設定] ダイ

アログを表示し、フィルタを選択して削除します。 

  

(エ) すべてのフィルタをクリアする： 

Global filters [グローバルフィルタ] — グローバルフィルタを Clear All [すべてクリア] します。 

 

Local filters [ローカルフィルタ] — ウィジェットを選択し、フィルタをクリックします。次に、Set Local Filters [ローカ

ルフィルタの設定]  ウィジェットで Clear All [すべてクリア]  をクリックします。 

  

  



                       

   

 

お客様限りお客様限り

 コンフィグファイルの管理 

Panorama で現在実行している設定はすべてコミット済みの設定であり、そのためアクティブな状態になっています。候補設

定は、現在アクティブな設定のコピー、および前回のコミット後に加えたアクティブでない変更から成ります。現在アクティブな設

定の各バージョンのバックアップ（コンフィグファイル）をエクスポートしておき、後にインポート・ロードすることで、各バージョンの復

元をすることが可能になります。たとえば、コミット検証の結果、修復したくなくなるほど多くのエラーが現在の候補設定にいること

が分かった場合、以前の候補設定を復元することで解消することが可能です。したがって、コミット後に候補設定として変更を

加える前に、毎回コンフィグファイルをエクスポートしてバックアップを取っておくことを推奨します。 

 エクスポート/インポート操作は Panorama > セットアップ > 操作 より行います。 

 

(ア) 戻す  実行中の Panorama 設定に戻します：サポートされていません 

(イ) 保存  名前付き Panorama 設定スナップショットの保存：サポートされていません 

(ウ) ロード  名前付き Panorama 設定スナップショットのロード：サポートされていません 

   Panorama 設定バージョンのロード：サポートされていません 

(エ) エクスポート 名前付き Panorama 設定スナップショットのエクスポート：サポートされていません 

   Panorama 設定バージョンのエクスポート：設定のエクスポートに使用します 

   デバイスの設定バンドルのエクスポートまたはプッシュ：サポートされていません 

(オ) インポート 名前付きの Panorama 設定スナップショットをインポートしてロード：設定のインポート・ロードに 

使用します 
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3.3.1. コンフィグファイルのエクスポート 

現在アクティブな設定のバージョンを選択し、XML ファイルとしてエクスポートします。エクスポートする際のバージョンは必ず最

新を選択してください。 

1) エクスポート > Panorama 設定バージョンのエクスポート を選択する 

 

2) バージョンのドロップダウンより最上部に表示される最新のバージョンを選択する 

 

3) 対象のデバイスグループを選択して OK を押下する 
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3.3.2. コンフィグファイルのインポート・ロード 

Panorama を使用して、管理対象ファイアウォールにコンフィグファイルをインポート・ロードします。エクスポートしたコンフィグ

ファイルの設定に戻すことができます。Panorama上でインポート・ロード後にコミット・プッシュを行うことで、管理対象ファイアウ

ォールにプッシュされてファイアウォールの現在の候補設定が上書きされます。 

 ただし、手動で変更を加えたコンフィグファイルはサポートされていません。絶対に行わないでください。 

1) インポート > 名前付きの Panorama 設定スナップショットをインポートしてロード を選択する 

 

 

2) 参照 をクリックしてインポート・ロード対象のファイルを選択する 

 

3) 対象のデバイスグループを選択して OK を押下する 
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4) 下記画面が表示されたら 閉じる を押下する 

 

 

5) 対象の設定が反映されていることを確認する（GUI上で確認） 

 

6) Commit をクリックし、コミットおよびプッシュ をクリックします。 

 

 

7) コミット後のコンフィグファイルをバックアップとしてエクスポートする 

8) エクスポートしたコンフィグファイルとインポートしたコンフィグファイルに差分がないことを確認する 

※欠落、もしくは、意図しない変更が生じているデータが存在した場合、サポートにお問い合わせください 


