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“ 
Gartner社は、「悪用された

脆弱性の99％は、少なくと

も1年間、セキュリティおよ

びITの専門家に認知され続け

る」と予測しています。 

  ネットワークセキュリティ管理者のための10のベストプラクティス  

 

イントロダクション 

通りすぎるべからず！ 

ネットワークをハッカーから安全に保護 
 

 

ファイアウォールはセキュリティ脅威に対する防衛の第一歩です。しかし、ご存

知のように、ファイアウォールデバイスとセキュリティモジュールをネットワー

クに追加するだけでは、ネットワークの安全性は確保されません。ネットワーク

を安全に保護するため、ファイアウォールから転送されるsyslogとコンフィグ内

容を定期的に監視・分析し、その状態を常に最適化する必要があります。 

ファイアウォールのパフォーマンスで重要なのは、ルールとポリシーです。これ

らが適切に管理、設定されていないと、脆弱性が生まれ、ネットワークが攻撃に

晒される危険性が増加します。 

 

既知の脆弱性によるサイバー攻撃を軽減するため

の最善かつ最も安価な方法は、定期的な修正プロ

グラムを適用することによって脆弱性を完全に削

除することであるとGartner社は結論付けていま

す。 

“ 
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多くのセキュリティ管理者にとって、ルールを最適に維持することは困難な作業

です。また、企業やビジネスにおいては、セキュリティと同時にネットワークの

高速化が求められます。これらの課題を念頭に置いて、セキュリティ管理者がネ

ットワークの高速化とセキュリティの両立という難題を解決するために役立つ、

ファイアウォールのベストプラクティスをご紹介します。 

 

 

ファイアウォールのベストプラクティス 

 
1. ルールの文書化とコメントの記載 

セキュリティ管理者にとっては、ファイアウォールに設定されているすべてのル

ールを可視化することが重要になります。また、ルールのリスト化とともに、次

の項目を記録することも重要です： 

⚫ ルールの役割 

⚫ ルールの作成日および、ルール作成者の名前 

⚫ ルールにより影響を受けるユーザーとサービス 

⚫ ルールにより影響を受けるデバイスとインターフェース 

⚫ ルールの有効期限 

新規ルールを作成するとき、または既存ルールを編集するときに、上記の情報を

コメントとして記録することが可能です。まだこれらを行なっていない場合、最

初にすべきことは、既存のルールを確認し、可能な限り上記の情報を文書化する

ことです。時間のかかる作業かもしれませんが、長期的な視点では、監査の際や

新規ルールを追加する際の時間を大幅に削減できます。 
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2. 寛容な許可ルールを減らし、必要に応じて「すべて拒否」ルールを

追加 

人為的なミスからネットワークを保護するため、構築開始時にファイアウォール

のルールを「すべて拒否」から設定することをお勧めします。構築後ならびに運

用開始時は、一番下に「すべて拒否」ルールを配置します。これにより、ファイ

アウォールは必要なトラフィックだけを許可し、残りはブロックするようになり

ます。ネットワークが危険にさらされる可能性があるため、「すべてを許可」の

ような寛容な許可ルールの使用は避けるべきだと考えられています。 
寛容な許可ルールが設定されると、ネットワーク内のユーザーが、業務に必要な

い通信を実行できることになります。その結果、以下のような問題を誘発しま

す： 

⚫ ネットワーク帯域幅の過剰使用および不足 

⚫ 悪意のあるサイトへの露出増加 

上記の問題を回避するため、寛容な許可ルールの設定は制限しましょう。 

 

3. ルールの定期的な見直しにより、ネットワークの高速化と

パフォーマンスを最適化 

 
複数人のセキュリティ管理者が新規ポリシーを定義する場合、ルール数が増加す

る傾向にあります。既存ルールを分析せずに新規ルールを定義すると、相関関係

が生まれ、相互に矛盾する可能性があります。ルールの矛盾は異常の原因とな

り、ファイアウォールのパフォーマンスに悪影響を与えます。未使用のルールを

定期的に整理することで、ファイアウォールの処理機能への負荷を防ぐこともで

きます。そのため、定期的にルールを監査し、重複するルール、および不要ポリ

シーを精査することが重要です。 
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また、使用頻度の高いルールを上部に配置し、使用頻度の低いルールを下部に移

すことで、ファイアウォールの処理能力が向上します。様々な種類のルールが

様々なタイミングで使用されるため、ルールの配置管理を定期的に実施すること

が望ましいと考えられます。 

4. 侵入テストでルールの有意性をチェック 

侵入テストとは、悪用される可能性のある脆弱性をチェックするためのサイバー

攻撃を想定した模擬テストを指します。安全なネットワーク設計実現のため、フ

ァイアウォールに対し定期的に侵入テストを実施することで、ネットワークのセ

キュリティ向上を図り、脆弱性の識別に役立ちます。 

5. セキュリティ監査を自動化 

セキュリティ監査とは、ファイアウォールの設計内容が法令や規定に順守してい

るかを確認することです。ファイアウォールでは何百何千ものルールを保有して

いる場合も少なくありません。一つ一つのルールに矛盾がないか、漏れがないか

を手作業で監査することは難しいと言えます。監査の徹底には、現在のセキュリ

ティ評価を行う自動化ツールがあると望ましいと言えます。 

 

6. エンドツーエンドの変更管理ツールを実装 

効率的なポリシー管理の鍵は、変更管理ツールを活用することです。変更管理ツ

ールは、ポリシー変更要求を一から追跡して記録できるものを使用します。一般

的な変更手順は以下になります： 

エンドツーエンドの変更監視 

 

ユーザー 
リクエスト 

リクエスト 
承認 

テスト 展開 確認 
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⚫ ユーザーが特定の変更を要求します 

⚫ リクエストはセキュリティ管理者によって承認され、誰がリクエストを承認した

かすべて記録されます 

⚫ 承認後、設定内容をテストして、ファイアウォールの変更が既存の設定に影響を

与えることなく目的の効果をもたらすかどうかを確認します 

⚫ 変更のテストが完了すると、新しいルールが運用環境に展開されます 

⚫ 新しいファイアウォールの設定が意図したとおりに動作しているか、確認プロセ

スを実行します。 

⚫ すべての変更、変更理由、タイムスタンプ、変更の関係者名が記録されます。 

 

エンドツーエンドの変更管理ツールの使用により、各ポリシー変更の一連の流れ

を記録します。 

7. リアルタイムなアラート管理システム 

リアルタイムなアラート管理システムは、効率的なファイアウォール管理に 

不可欠です。 

アラート管理におけるポイントは以下の通りです： 

⚫ リアルタイムでファイアウォールの可用性を監視します。ファイアウォールが停

止した場合は、代替のファイアウォールをすぐに起動して、当面の間はすべての

トラフィックをこのファイアウォール経由でルーティングできるようにします 

⚫ システムが攻撃を受けた場合は即時に検知してアラート発報するようにし、問

題を迅速に修正できるようにします 

⚫ 実施されたすべての変更に対して通知を設定します。これにより、セキュリティ

管理者は変更が発生するたびに、それを認識することができます 

 

8. 規制に従ってログを保存 

遵守すべきセキュリティ基準に応じて、規定の期間、ログを保持する必要があり

ます。以下は、いくつかの主要なセキュリティ基準と、必要な保持期間です。 
 

セキュリティ基準 期間 

PCI DSS 1年間 

ISO 27001 3年間 



ファイアウォールのベストプラクティス 
 

 

NIST 3年間 

NERC CIP 3年間 

HIPAA 7年間 

FISMA 3年間 

GLBA 6年間 

SOX 7年間 

法律や監査目的でログを保存する期間については、国によってセキュリティ基準

が異なります。ビジネスシーンに応じてどのセキュリティ基準に遵守する必要が

あるか、ご確認ください。 

9. セキュリティコンプライアンスを定期的に確認 

健全なネットワークを維持するためには、定期的な内部監査を実施することが重

要です。すべての企業では、その業界に基づき、様々なコンプライアンス基準に

従います。コンプライアンスのチェックと監査を定期的に実施し、業界基準を満

たしているか確認しましょう。 

10. ソフトウェアとファームウェアをアップグレード 

ネットワークやファイアウォールは完璧ではありません。ハッカーは24時間体制

で常にセキュリティホールを見つけようとしています。セキュリティホールを減

らすため、定期的にファイアウォールのソフトウェアとファームウェアをアップ

デートし、システムの既知の脆弱性を排除しましょう。既知の脆弱性が修正され

ていない場合、ファイアウォールの最善なルールでさえ、セキュリティ攻撃を阻

止することはできません。 
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Firewall Analyzerによる 

ベストプラクティス実践 

1. ルール管理 

ポリシーの概要：手作業ですべてのファイアウォールに設定されているルールを

文書化して定期的にレビューすることは、骨の折れる作業です。Firewall 

Analyzerを使用することにより、ファイアウォールのルール全体を自動で取得す

ることを実現します。また、レビューを簡単にするために、以下の基準でルール

をフィルタリングすることもできます。 

⚫ 許可および拒否ルール 

⚫ インバウンド/アウトバンドルール 

⚫ 使用されていないルール 

⚫ ロギングが無効化されたルール 

⚫ 寛容な許可ルール 

ポリシー最適化：Firewall Analyzerのポリシー最適化機能では、“シャドウ”

“冗長化”“一般化”“コリレーション(相関関係)”そして“グループ化”とい

った種類の異常ルールを識別します。これらの異常ルールは、ファイアウォール

のパフォーマンスに悪影響を与える原因となります。こうしたルールの存在を認

識し、より最適化するためのサポートをします。 

 

ルールクリーンアップ：Firewall Analyzerでは、特定の期間使用されていない未

使用のルール、オブジェクト、そしてインターフェースの情報を提供します。ル

ールクリーンアップ機能を使用することにより、どのルール、オブジェクト、お

よびインターフェースを削除/無効化する必要があるか把握できます。 

また、複数のレポートを組み合わせて活用することで、以下の事項も簡単に実現

できます： 
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⚫ ファイアウォールのルールレビュー 

⚫ ファイアウォールのパフォーマンス最適化 

⚫ ネットワーク高速化のためのルール再編成 

 

2. コンフィグ変更管理 

Firewall Analyzerではファイアウォール機器からコンフィグの変更情報を取得

し、変更管理レポートを作成できます。 

 

このレポートでは、コンフィグに関して「誰が、いつ、どの部分を」変更したの

か可視化することができます。またFirewall Analyzerでは、コンフィグに変更が

発生したときにリアルタイムのアラートを発報できます。また、コンフィグ情報

の取得をスケジュール化することも可能です。このレポートにより、ファイアウ

ォールに設定されているコンフィグとそれに関連する変更が定期的に取得され、

最新のコンフィグ情報と差分内容を確認できます。これらの情報はデータベース

に保存されます。 

インシデント管理ツールManageEngine ServiceDesk PlusとFirewall Analyzerを

組み合わせることで、セキュリティ管理者はエンドツーエンドの変更監視を実現

できます。このエンドツーエンドの変更監視システムは、人的ミスによるセキュ

リティインシデント回避のために、重要な役割を果たします。 
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3. コンプライアンスレポート 

Firewall Analyzerは、以下の業界のセキュリティ標準準拠レポートを作成しま

す： 

⚫ ISO 27001:2013 

⚫ PCI DSS -  ペイメントカード業界データセキュリティ標準 (Payment Card Industry Data Security 

Standard) 

⚫ NIST文書 (NIST Special Publication) 800-53 

⚫ NERCの重要インフラ保護（CIP）規格 

⚫ SANSのファイアーウォールチェックリスト  

 
 

 
 

このレポートを使用し、ファイアウォールのコンプライアンス状況を確認できま

す。 
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4. コンフィグのセキュリティ監査 

Firewall Analyzerは、ファイアウォールに設定されているコンフィグに対してセ

キュリティ監査を実行し、セキュリティホールに関するレポートを作成できま

す。検出された各セキュリティホールの重大性、攻撃の容易性、また検出された

問題に対して推奨される修正事項も自動で記載します。 

5. アラート管理 

Firewall Analyzerを使用し、セキュリティ上の問題とトラフィック上の問題の両

方に対してアラート通知を設定できます。syslogを監視して、設定した条件に該

当した際にアラートを発報します。メールによるアラート通知も可能なため、セ

キュリティ/トラフィックに異常が発生した際に迅速に把握することができます。 

6. ログ保存 

Firewall Analyzerでは、ログデータの保存期間を指定し、データベースまたはア

ーカイブに保存することができます。指定した保存期間を過ぎたログデータにつ

いては、自動的に削除が行われ、見知らぬうちのディスク容量の圧迫を防ぐとと

もに、パフォーマンスの維持を図ります。
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まとめ 

ファイアウォールのルール、コンフィグ、およびログを継続的に管理す

ることは、ネットワークをセキュリティ脅威から保護する上で重要な役

割を果たします。 

ManageEngineのFirewall Analyzerを使用することで、 
 

 

 

ファイアウォールのルール、コンフィグ、ログを効率的に管理し、 
ベストプラクティスを実現します！ 

 
 

Firewall Analyzerについて 

Firewall Analyzerは、セキュリティ管理者がネットワークセキュリティの脅威を

検出し防止するのに役立つ、ルール、コンフィグ、ログ分析ソフトウェアで

す。Firewall Analyzerは、主要な商用ファイアウォールとオープンソースのセキ

ュリティデバイスをサポートしています。 

Firewall Analyzerを使用することで、ファイアウォールのルール、コンフィ

グ、ログを効率的に管理し、ベストプラクティスを実現します！ 
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• ファイアウォールのルールを文書化して精査できます 

• ネットワークの高速化を実現するためにファイアウォールのルールを整理できま

す 

• ファイアウォールに加えられたすべてのコンフィグ変更を確認できます 

• ファイアーウォールログのフォレンジック分析を実行できます 

• トラフィックとセキュリティの異常に対するアラート通知を設定できます 

• コンプライアンスレポートを生成し、セキュリティ監査を実行できます 


