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はじめに

1. セキュリティポリシーの設定：ポリシールールの設定方法

２.アプリケーショングループ：アプリケーションでの識別の設定方法

３.アプリケーションフィルター：アプリケーションフィルターの設定方法

４. サービスの設定：オブジェクトサービスの設定方法

５. サービスグループの設定：オブジェクトサービスのグループ設定方法

６. ACC 表示機能：アプリケーションコマンドセンターの設定方法及び表示サンプル

本資料では、PANORAMA のサンプル設定を紹介します
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ポリシーを設定する流れ

START

END

開通時には、よく利用される通信の許可設定がされています。
初期設定ポリシー(initial_rule)の中で、お客様でご利用の必要ない通信を禁止する設定変更手順について説明します。

既存ポリシーの表示

サービスの変更

コミット

設定済ポリシーを表示させて、通信の必要のないサービスを確認します。

設定されているサービス(ポート番号)から不要なサービスを削除します。

変更したポリシーをシステムに反映します。

コミットステータス確認 コミット処理が完了したことを確認します。
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1) セキュリティポリシーの設定

【セキュリティ】>【プレルール】を選択

➊

❷

➊

❷【追加】を選択

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。

新しいプレルールを追加します。

1. セキュリティポリシーの設定

デバイスグループがE番号になっていることを確認ください。
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❸【全般】

❹ 【送信元】

❹

※ 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。

… 送信元ゾーンに入力する

…ポリシーの名前を入力
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❺【宛先】

宛先アドレス：必要に応じて指定
宛先デバイス：未サポートのため、anyのままにします

❻ アプリケーション

… 宛先ゾーンを入力

… 制御対象とするアプリケーションを指定
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❼【サービス/URL カテゴリ】

… 制御対象とするサービス/URLカテゴリを指定

❽【アクション】

… 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。

を押して、設定完了！
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（１）設定が反映されたことを確認

（２）【Commit】>【コミットおよびプッシュ】 を選択する
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（３）コミット完了画面を確認
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アプリケーションとは、識別のためのデータベースです。
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。

『アプリケーションでファイル共有が可能か』『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、リスク値が設定されており、値が大きいほどリスクが大きくなります。

※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。

2. アプリケーショングループの設定
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◆ アプリケーショングループ

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、簡略化することが可能です。
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➊【アプリケーショングループ】を
選択する

❷【追加】を押す
❸ 名前と内容を入力する

❹ 追加を押し、アドレスを追加する

❺ を押下

➏ コミット及びプッシュを押下して完了
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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。

３. アプリケーションフィルタの設定
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➊ 追加を押す

❷ 名前を入力する

❸ フィルタリングの基準として使用するカテゴリを選択

❹ を押下

➏ コミット及びプッシュを押下して完了



貴社限り

17

➊ 【サービス】を選択

❷ 【追加】を押す

４. サービス設定
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❸ 名前と内容を入力

❹ プロトコル・宛先ポートを入力

❺ を押して完了

➏ コミット及びプッシュを押下して完了
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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、

セキュリティポリシーの作成を簡略化できます

➊ 【サービスグループ】を選択

❷ 【追加】を押す

５．サービスグループ設定
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❸ 名前を入力

❹ 【追加】を押し、該当のサービスを選択

❺ を押して完了

➏ コミット及びプッシュを押下して完了
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◆ ACC（アプリケーションコマンドセンター）とは

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
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。

６．ACC機能設定
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（イメージ）

➊ ❷

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。
※リスクメータ数値 (1 = 最低 ～ 5 = 最高）

➊ タブ

❷ リスクメーター

❸ ウィジェット

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、等が視覚的に示されます。

❸

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検索できます。
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（イメージ）

❹ 時間・日時

❺ グローバル フィルタ

リアルタイム表示と履歴表示が選択されます。

カスタム範囲を選択、または過去15分～過去30、60、90日等の

事前定義済みの期間を選択できます。

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。

❻ エクスポート

❻

❹

❺
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◆ 以下スライドはACC機能において旧カスコンで表示されていたように
表形式で表示した際のサンプルとなります。

ACC機能設定（サンプル）
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アプリケーション利用レポート
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アプリケーション利用レポート
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アプリケーション利用レポート
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通信元アドレス使用レポート
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通信元アドレス使用レポート
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通信先アドレス使用レポート
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通信先アドレス使用レポート
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通信先トラフィック量レポート
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通信先トラフィック量レポート
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攻撃トラフィックレポート
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攻撃トラフィックレポート
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