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Web アプリケーションファイアウォールを使用する理由

Web アプリケーションファイアウォールを使用
する理由

HTTP/HTTPS は、World Wide Web（WWW）のデータ通信の基礎であり、リクエスト - レスポンス型プロ   

トコルとして機能します。モバイルアプリケーション、クラウドコンピューティング、API 通信、イントラ 

ネットアプリケーション、Web メールなどは、日常的に使用されている一般的なツールです。これらのアプ 

リケーションはすべて、HTTP/HTTPS 経由で通信しています。 

Qualys は、脆弱性をスキャンして特定する Qualys Vulnerability Management（VM）および Qualys Web      
Application Scanning（WAS）を提供しています。

経験上、Web サイトのソースコードにパッチを適用する作業は、影響を受けるコンポーネントや開発リソー 

スに加え、その会社がソフトウェア更新の適用と検証をどのくらい迅速に行えるのかに左右され、予想より

も時間がかかる可能性があります。

そのような理由から、Qualys は Web Application Firewall（WAF）を提供してします。これは、Web アプ     

リケーションを攻撃から保護し、開発チームが重要なセキュリティの問題を修正する時間を確保できるよう

にする即効性のある改善ツールです。

WAF を使用すると、Web アプリケーションに対して複数のファイアウォールインスタンスを配置できま  

す。各ファイアウォールは、HTTP/HTTPS トラフィックのリバースプロキシを行うように設定された仮想 

アプライアンスから構成されます。このアプライアンスは、サーバまたは Docker（コンテナ）の仮想化プ 

ラットフォーム（Amazon EC2、Microsoft Azure、Google Cloud、VMware、または Hyper-V）に配置さ    

れ、Qualys のイメージからインスタンスが作成されます。このユーザガイドでは、その手順について説明 

します。



Qualys 製品のメリット
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Qualys 製品のメリット

Qualys は、常に最新のセキュリティルールセットを使用して Web アプリケーションを保護する強力な次世   

代 Web アプリケーションファイアウォールを提供します。この最新のファイアウォールは、クラウドベー  

スの手法が採用されていますが、従来の方法での操作と導入が可能です。

すべてのセキュリティイベントは、Qualys クラウドプラットフォーム経由でルーティングされ、最新の攻 

撃やゼロデイ脆弱性をブロックするのに最適なルールセットを生成するために、当社のセキュリティ調査担

当者によって継続的に監視と分析が行われています。Qualys WAF ユーザは、イベントをフィルタ、監視、  

遮断、およびレポートするときのルールに基づいて Web アプリケーションのセキュリティポリシーを設定  

します。

Qualys WAF により、すべての Web アプリケーションのセキュリティを一度に容易に把握できます。各種    

のイベントが発生した時刻と場所は、簡潔なビジュアルダッシュボードにまとめられます。潜在的な脅威に

ついての見識を対話的に得ることが容易なため、潜在的な各脅威に関する詳細な情報とその対処方法とを見

つけることができます。
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はじめに

はじめに

Web アプリケーションの保護と攻撃のブロックを開始します。この操作をすばやく行うための手順を説明し 

ます。 

Qualys アカウントでログイン後「WAF」を選択

初めてログインするときには、「クイックスタートガイド」が表示

されます。手順に従って操作を開始してください。チュートリア

ルやその他の有益な情報へのリンクが表示されます。

ヒント 「クイックスター 

トガイド」へは、ユーザ名

メニューからいつでも戻

ることができます。



WAF クラスタの作成
WAF クラスタの作成

WAF クラスタは、Web アプリケーションと Web アプリケーションのプロキシを行うアプライアンスとの    

間で中心的な役割を担います。WAF クラスタは 1 つ以上の WAF アプライアンスのグループ（またはプロ     

キシセット）です。WAF クラスタには複数のアプライアンスを含めることができますが、トラフィックに 

ついては名前を付けられたクラスタに登録されたすべてのアプライアンス間で完全に同じ方法で処理され

る一方、各アプライアンスはスタンドアロンとして動作します。1 つの Web アプリケーションに対して、複   

数のクラスタにわたるプロキシを行うことができます。

WAF クラスタの作成は簡単です。「WAF アプライアンス」→「WAF クラスタ」を選択し、「新規 WAF ク     
ラスタ」ボタンをクリックします。

任意の名前を入力します。クラスタの管理を容易にするために、説明の追加やタグの割り当てを行うことが

できます。
7



WAF クラスタの作成
エラー応答については、デフォルトの WAF エラーページ（404）を表示するか、カスタム応答を定義する  

か、またはリダイレクトコード（301 または 302）を場所と一緒に定義することを選択できます。「ブロッ  

ク」を選択すると、デフォルトの WAF エラーページが表示されます。

フルプロキシモードで設定された信頼済みのオリジンプロキシまたはロードバランサの IP アドレス / 範囲 /  
ネットワークを指定できます。リクエストが信頼済みのソース以外から送信された場合、X-Forwarded-For
ヘッダの値は自動的に破棄されます。信頼済みのオリジンプロキシまたはロードバランサの IP アドレスを  

指定しない場合、RFC1918 に準拠した IP アドレスが信頼されます。

このクラスタに登録されたアプライアンスの自動更新をスケジュールできます。「アプライアンスの自動更

新のスケジュール設定」を参照してください。

クラスタが作成されると、「WAF アプライアンス」→「WAF クラスタ」タブの UI に表示されます。さま    

ざまなクラスタのステータスとその意味を表示するには、「ヘルプ」→「オンラインヘルプ」をクリックし、

WAF クラスタの管理ページで「クラスタのステータスについて」をクリックします。ステータス  は、   

クラスタにまだ WAF アプライアンスがまったく割り当てられていないことを意味します（間もなく割り当  

てられます）。 

リクエストが、存在しない FQDN 
にアドレス指定されているときは

いつでも、デフォルトの WAF エ  
ラーページまたはカスタム応答

ページを表示するか、指定の場所に

リクエストをリダイレクトできま

す。この状況は、悪意のあるユーザ

が不正なホストまたはヘッダーを

使用してリクエストを偽造した場

合や、リクエストされたホストがご

使用の Web サイトに設定されたエ  

イリアスに存在しない場合に発生

します。
8



WAF クラスタの作成
登録コードに注意しておいてくだ

さい。この登録コードは、WAF ア 
プライアンスを設定するときに、

WAF クラスタを登録するために 

使用します。
9



セキュリティポリシーについて
セキュリティポリシーについて

WAF の監視条件と感度のレベルは、Web アプリケーションに割り当てたセキュリティポリシーによって決  

定されます。これは、どのセキュリティ侵害について Web アプリケーションのレポートを行うか、および  

悪意があるとしてトラフィックにフラグを設定するかどうかに影響を与えます。

基本知識 
各 Web アプリケーションに割り当てられるセキュリティポリシーは、1 つのみです。

このリリースで Qualys が提供している追加設定不要なポリシーテンプレート（Drupal、Joomla、Wordpress、  
OWA）から選択します。付属のテンプレートおよびシステムテンプレートは、修正できません。

または、ポリシーを新規で作成して、ポリシー設定をカスタマイズすることもできます。複数のポリシーを

作成して各種の Web アプリケーションに割り当てることができます（各 Web アプリケーションに対して  
1 ポリシー）。

「セキュリティ」→「ポリシー」を選択し、「新規ポリシー」ボタンをクリックします。
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セキュリティポリシーについて
ウィザードに従って設定します。

アプリケーションセキュリティ - 
各種の検出カテゴリに対する感度

（20 ～ 80）を設定します。これは、  

関係ないと思われるイベントの

フィルタリングに従って、どの検

査が実行されるかに影響します。

ポリシーコントロール - ロギング  

およびブロックのための脅威レベ

ルのしきい値（1 ～ 100）を設定  

します。これは、どのイベントが

ロギングされ、どのイベントがブ

ロックされるかに影響します。 
11



アプリケーションプロファイルの作成

Web サーバプールプロファイル
アプリケーションプロファイルの作成

Qualys WAF では、複数の Web アプリケーションで共通して使用される再使用可能なプロファイル設定を    

作成できるようになりました。再使用可能なプロファイルは、Web サーバプール、ヘルスチェックパラメー 

タ、SSL 証明書、HTTP プロトコルフィルタに対して作成できます。

基本知識 
アカウントにある各 Web アプリケーションに対して、各タイプ（つまり、Web サーバプール、ヘルスチェッ   

ク、SSL 証明書、HTTP プロトコルフィルタ）につき 1 つのプロファイルを割り当てます。

Web サーバプールプロファイル

専用のロードバランサがなくても心配はいりません。新しく導入された Web サーバプールを使用すると、複  

数のオリジンサーバ間でのトラフィックのロードバランスを Qualys WAF で行うことができます。または、   

Web アプリケーションが Docker（コンテナ）にある場合、Docker プラットフォームを有効にして Docker    
情報を提供します。1 つの Web アプリケーションについて、1 つの Web サーバプールを選択できます。

「Web アプリケーション」→「Web サーバ」を選択し、「新規 Web サーバ」ボタンをクリックします。

Docker をサポートする場合、Docker イメージ ID を指定します。これにより、Docker イメージから生成さ     

れたすべてのコンテナのプールが作成されます。 

Web サーバの場合、プールに 1 つ以上のサーバを追加し、共通のポートとプロトコルを設定します。
12



アプリケーションプロファイルの作成

ヘルスチェックプロファイル
Web サーバプール内の個々のサーバにリクエストの負荷を分散するために WAF では重みを使用できます。   

このためには、サーバアドレスの横にある重み（数値）を追加します。重みは、既存のプールにも追加でき

ます。デフォルトは 1 です。最大許容値は 256 です。

それぞれ 1、2、3、3 の重みを持つ 4 つのオリジンサーバから構成されているプールを考えてみます。すべ    

てのサーバに割り当てられている重みの合計は 9 です。この場合、WAF は全負荷の 9 分の 1 をサーバ 1 に、         

全負荷の 9 分の 2 をサーバ 2 にというように負荷を分散します。

この後、接続を受信するサーバを決定するためにロードバランシング方式を選択します。

ヘルスチェックプロファイル

ヘルスチェックプロファイルは、Web サーバ（コンテナ）に対するアプリケーションの可用性を監視するた 

めに作成します。各 Web アプリケーションにつき、1 つのヘルスチェックプロファイルを選択します。ヘ   

ルスチェックは、サーバプールにリストされているすべての Web サーバに対して、または Docker イメー    

ジ ID から生成されたすべてのコンテナに対して、ユーザが定義した頻度で実行されます。バックエンド  

Web サーバ（コンテナ）の 1 つで、ヘルスチェックが X 回試行された後に失敗すると、このサーバはダウ     

ンしているとみなされ、サービスが復帰するまでリクエストは送信されなくなります。一方、ファイアウォー

ルではバックエンドの検査が続行されます。

そのため、すべてのバックエンド Web サーバ（コンテナ）でヘルスチェックに失敗した場合、バックエンド  

はすべてダウンしたものとファイアウォールによってみなされ、アプリケーションが使用できない状態が発

生します。これは、WAF がサーバ側のトラフィックの転送を停止したことを意味します。転送する代わりに、 

WAF はユーザ定義された HTTP 応答コードでクライアントに応答します。この “ エラー応答コード ” は、     

Web アプリケーション自身の「アプリケーション」タブで設定されています。

「Web アプリケーション」→「ヘルスチェック」を選択し、「新規ヘルスチェック」ボタンをクリックします。
13



アプリケーションプロファイルの作成

SSL 証明書プロファイル
ヘルスチェックプロファイルの作成時には、アプリケーションにクエリを行うときに使用する HTTP メソッ  

ド、ヘルスチェックが行われる URL パス、成功時に返される応答コードを指定します。バックエンド Web   
サーバのステータスが変更される前に、ヘルスチェックが成功または失敗する回数の他に、サーバが “ アッ 

プ ” 時の間隔と “ ダウン ” 時の間隔、検査周期の修正が行われる頻度を指定できます。ヘルスチェックの結   

果に基づいて、サーバのステータスはアクティブまたは非アクティブに設定されます。

「WAF アプライアンス」タブには、アプライアンスが対象とするすべてのサーバのヘルスチェックステータ 

スが表示されます。このサーバヘルスチェック情報は、アプライアンスが監視する Web アプリケーション  

別にグループ化されます。

SSL 証明書プロファイル

クライアント側の Web アプリケーションで使用される SSL 証明書関連の情報を宣言します。

「Web アプリケーション」→「SSL 証明書」を選択し、「新規 SSL プロファイル」ボタンをクリックします。
14



アプリケーションプロファイルの作成

カスタム応答ページ
PFX（PKCS12）または PEM ファイルを指定するか、または PEM 証明書のコンテンツ、秘密鍵、パスフ    

レーズをそのままコピーして UI に直接貼り付けます。

秘密鍵は、新しく生成された WAF SSL パスフレーズによって暗号化されます。64 バイトのパスフレーズ    

をコピーして、アプライアンスの “ waf_ssl_passphrase ” 環境変数に貼り付けます。 

「CA 証明書」項で、PEM 形式のチェーン / 中間証明書を指定します。

詳細については、『Virtual Firewall Appliance User Guide』の「CLI Reference」を参照してください。

カスタム応答ページ

ご使用のセキュリティポリシーによって、特定の項または Web サイト上のページがブロックされる場合や、  

リクエストをオリジンサーバにルーティングできない場合は、デフォルトの WAF エラーページの代わりに  

カスタムページを表示します。

「Web アプリケーション」→「カスタム応答ページ」を選択し、「新規カスタム応答ページ」ボタンをクリッ 

クします。
15
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アプリケーションプロファイルの作成

HTTP プロファイル
「設定」パネルの「応答ページ本体」に、応答を HTML 形式で貼り付けます。

これで、このカスタム応答を複数の Web アプリケーションとアプライアンスクラスタで再利用できるよう  

になります。後は、作成したカスタム応答ページを Web アプリケーションウィザードと WAF クラスタウィ    

ザードで選択するだけです。

HTTP プロファイル

HTTP プロファイルは、プロトコル指向の属性（メソッド、コンテンツタイプ、宣言型セキュリティ、情報 

漏洩の属性）にフィルタを適用するために設定します。1 つの Web アプリケーションについて、1 つの HTTP     
プロファイルを選択できます。 
16



アプリケーションプロファイルの作成

HTTP プロファイル
「セキュリティ」→「HTTP プロファイル」を選択し、「新規 HTTP プロファイル」ボタンをクリックします。

HTTP プロトコル - ポリシーの   

HTTP プロトコル分析を設定しま 

す。

Web サービス保護 - HTTP プロ    

ファイルの XML/JSON 解析を有  

効にして、送信されたペイロード

が XML/JSON に準拠しているこ  

とを検証します。

情報漏洩 - サーバのクローキン  

グ、対象となるヘッダの非表示の

各オプションを選択します。

宣言型セキュリティ - Cookie、 
コンテンツタイプのスニッフィン

グ、ブラウザのクロスサイトスク

リプティングへの対応を設定しま

す。
17



Web アプリケーションの定義
Web アプリケーションの定義

監視する Web アプリケーションを指定します。 
「Web アプリケーション」 

を選択し、「新規 Web アプ  

リケーション」ボタンをク

リックします。

「空白」を選択すると、

Web アセットを新規で構 

築できます。

ヒント サブスクリプショ 

ンに既存の Web アセッ  

トがある場合は、「既存の

アセット」を使用して時

間を節約します（WAF 設 
定を入力するだけです）。
18



Web アプリケーションの定義
1）「アセットの詳細」では、Web アセットに名前を付け、プライマリ URL を設定し、カスタム属性がある   

場合にはこれを追加し、タグを割り当てます（オプション）。

2）「アプリケーション」では、セカンダリ URL を設定してから、Web サーバプール、SSL 証明書用に作成    

された再使用可能なプロファイルを選択します。このウィザードから新しいプロファイルを直接作成するこ

ともできます。

SSL プロファイル、適切なプロトコル、セキュリティレベル、暗号を選択します。SSL プロファイルには、  

必要なセキュリティ証明書の詳細が含まれています。使用できる暗号のリストは、選択したプロトコルとセ

キュリティレベルによって異なります。デフォルトのセキュリティフィルタは「強力」と「適切」で、デ

フォルトのプロトコルは TLS1.1 と TLS1.2 です。暗号は、表示順に使用されます。

ヒント  
タイトルバーで

ヒントをオンに

して各種の設定

の上にマウスポ

インタを合わせ

ると、役に立つヒ

ントが表示され

ます。

ヒント  
オプションで ヘ 
ルスチェックプ

ロファイルを選

択し、エラー応答

コードを設定し

ます。
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Web アプリケーションの定義
3）「セキュリティ」では、アクションを選択した後、セキュリティポリシーと HTTP プロファイルを選択  

または作成します。「カスタム応答でブロック」を選択すると、ご使用のセキュリティポリシーによって、特

定の項または Web サイト上のページがブロックされる場合にカスタムメッセージをユーザに表示すること  

ができます。作成したカスタム応答ページを選択します。

次に、特定の Web アプリケーションリソースへのアクセスを許可する、またはブロックするために、1 つ   
以上のカスタムルールを追加します。

4）「WAF クラスタ」では、Web アプリケーションを配置するクラスタを選択します。クラスタには、1 つ   
以上のアプライアンス（リバースプロキシ）が含まれます。

複数の WAF クラスタで同じ Web アプリケーションを監視することが可能です。 

Web アプリケーションは、作成されたらすぐに「Web アプリケーション」タブの UI に表示されます。さま    

ざまな Web アプリケーションのステータスおよびステータスの意味に関する情報を表示するには、「ヘル  

プ」→「オンラインヘルプ」の順にクリックし、「Web アプリケーションのモニタリングの開始」ページで、 

「ステータスの詳細」をクリックします。
20



WAF アプライアンスの設定
WAF アプライアンスの設定

サーバまたは Docker（コンテナ）の使用環境内（Amazon EC2、Microsoft Azure、Google Cloud、VMware、    
または Microsoft Hyper-V）の WAF クラスタ用に WAF 仮想アプライアンスを追加して設定します。

基本知識

WAF クラスタには、サブスクリプションで許可された上限数の WAF アプライアンスを割り当てることが   

できるため、ファイアウォールの運用で高い可用性と耐障害性を確保することが可能です。

手順について

1）WAF クラスタの新しい WAF アプライアンスを追加します。「WAF アプライアンス」→「WAF アプラ     

イアンス」を選択して、「新規 WAF アプライアンス」をクリックし、手順に従って設定します。 

2）使用する環境に合わせて WAF アプライアンスを設定します。弊社の VMware、Hyper-V、Amazon EC2、    
Microsoft Azure に関する手順を沿った説明については、『Virtual Firewall Appliance User Guide』の「Google      
Cloud」および『Virtual Firewall Container User Guide』の「Docker」を参照してください。

WAF アプライアンスは、登録されたらすぐに「Web アプリケーション」タブの UI に表示されます。さま    

ざまなアプライアンスのステータスとその意味を表示するには、「ヘルプ」→「オンラインヘルプ」をクリッ

クし、WAF アプライアンスの管理ページで、「アプライアンスのステータスについて」をクリックします。

ファイアウォールルール /EC2 セキュリティグループについて

- インターネットから WAF アプライアンスへの HTTP/HTTPS トラフィック（TCP-80、443、またはその     

他任意）を許可します。

- 信頼できる管理ネットワークからのみ、WAF アプライアンスへの SSH（TCP-22）を許可します。

- オリジン Web サーバへの最小アクセスを許可します。つまり、Web サーバの実働環境［ip:port］には、    

WAF アプライアンスの IP アドレスのみがアクセスを許可されます。すべての直接アクセスは、管理ネット   

ワークのみに厳格に制限されます。

ロードバランサの考慮事項

- ロードバランサは、インフラストラクチャ内の冗長性を適切に設定できるように、WAF クラスタノードに  

渡されるように設定される必要があります。 

- WAF アプライアンスは、リバースプロキシとして機能します。すべての DNS 設定、ファイアウォールの    

NAT、またはロードバランサの設定で、WAF アプライアンスにトラフィックを転送するように設定されて 

いることが重要です。こうすることで、受信リクエストが検査され、設定に基づいて適切なオリジンサーバ

に渡されるようになります。
21

https://www.qualys.com/docs/qualys-virtual-firewall-appliance-user-guide.pdf
https://www.qualys.com/docs/qualys-virtual-firewall-container-user-guide.pdf


WAF アプライアンスの設定
WAF アプライアンスのアップグレード

最新の機能と改善点を提供するため、Scanner Appliance ソフトウェアを定期的にリリースします。ソフト  

ウェア更新が利用可能なとき、クラスタが登録されている全ての Scanner Appliance をアップグレードする   

クラスタアップグレードオプションを使用します。クラスタに登録されているアプライアンスの自動更新を

選択できます。「WAF クラスタのアップグレード」を参照してください。
22



Web 環境の設定
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Web 環境の設定

トラフィックが確実に WAF アプライアンスを通過するようにします。必要に応じてロードバランサや DNS   
を設定し、監視するためにトラフィックを WAF クラスタに送信します。

WAF クラスタがアクティブ状態であることを確認してください。「WAF アプライアンス」→「WAF クラス   

タ」を選択します。 

- ステータス  は、クラスタに割り当てられた WAF アプライアンスがないことを意味します。 

- ステータス  は、クラスタにアプライアンスが登録されており、すべてのアプライアンスがアクティブ   

で、少なくとも 1 つのサイトがクラスタによって保護されていることを意味します。 

WAF クラスタリストの例 
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Web アプリケーションの監視

Web アプリケーションの監視

Web アプリケーションで検出されたセキュリティイベント（セキュリティ侵害）を確認します。イベント 

の詳細については、イベントをダブルクリックするか、「クイックアクション」の「表示」をクリックします。

潜在的な各脅威について、詳細な情報が表示されます。イベントの詳細を確認し、メニューからアクション

を実行（イベントに「フラグ付き」、「誤検出」、または「適用不可」のマークを設定）します。 

ヒント - QID をクリックすると、Qualys の包括的な KnowledgeBase へと移動し、各脅威についての追加      

情報と対処方法が提示されます。 



例外の追加
例外の追加

例外は、誤検出または未検出のイベントを特定するために使用します。誤検出とは、予期せずにブロックさ

れた正当なリクエストのことです。未検出とは、承認されるべきではないのに承認された正当ではないリク

エストのことです。

Qualys WAF では、イベントを誤検出としてフラグを設定することができます。これを行うには、「イベン  

ト」→「イベントリスト」を選択し、イベントを選択してから矢印をクリックし、「誤検出のマークを設定」

を選択します。これは単なるマーカであり、トラフィックの処理動作には影響を与えないことに注意してく

ださい。

例外を作成するには、選択したイベントで矢印をクリックして、「例外を作成」を選択します。

例外は、カスタムルールの形式で作成されます。 
25



例外の追加
カスタムルールのルールの詳細と条件は、イベントに基づいて自動的に入力されます。デフォルトでは、例

外のアクションは、「許可」または「ブロック」（元のイベントのアクションの反対）です。

作成された例外は、Web アプリケーションにリンクされます。これを表示するには、Web アプリケーショ  

ンの「クイックアクション」で「表示」をクリックし、「セキュリティ」ウィンドウをクリックします。 

WAF イベントリストから例外を削除しても、関連付けられている WAF カスタムルールは削除されません。   

今後、類似する Web アプリケーションにそのカスタムルールを使用することができます。
26



仮想パッチの追加
仮想パッチの追加

仮想パッチは、Web Application Scanning（WAS）モジュールによる脆弱性検出の際に使用します。これを  

行うには、WAS モジュールを選択してから、「Web アプリケーション」→「検出」を選択し、矢印をクリッ  

クして「パッチをインストール」を選択します。 

仮想パッチは、カスタムルールの形式で作成されます。
27



仮想パッチの追加
カスタムルールのルールの詳細と条件は、検出に基づいて自動的に入力されます。デフォルトでは、仮想

パッチのアクションは「ブロック」です。 

作成された仮想パッチは、Web アプリケーションにリンクされます。これを表示するには、Web アプリケー  

ションの「クイックアクション」で「表示」をクリックし、「セキュリティ」ウィンドウをクリックします。 

WAS 検出リストから仮想パッチを削除しても、関連付けられている WAF カスタムルールは削除されませ   

ん。今後、類似する Web アプリケーションにそのカスタムルールを使用することができます。
28



カスタムルールの追加
カスタムルールの追加

カスタムルールは、静的なトラフィックワークフローを定義するために使用します。カスタムルールを使用

すると、有効なセキュリティポリシーを企業の制約に適応させるために HTTP トランザクションを完全に制  

御できます。カスタムルールは、従来のアクセスルールと制御ルールを置き換えるものです。

「セキュリティ」→「ルール」を選択し、「新規カスタムルール」ボタンをクリックします。 

ルールの条件を作成するために、各種のキーが用意されています。

使用できるキーを確認するには、カーソルを「次の」フィールドに合わせて、キーボードの下矢印キーを押

して、使用できるすべてのキーのリストを表示します。各キーについての構文ヘルプを使用できます。

開始手順下矢印を押して、使用できるキーを表示します。
29



カスタムルールの追加
条件を追加するには、以下の手順を実行します。 

- 「client.ip.address」などのキーを選択します。 

- 次に演算子を選択します。DETECT 演算子の詳細については、WAF のオンラインヘルプを参照してくだ   

さい。

MATCH 演算子の使用の詳細については、こちらをクリックしてください。

- 条件の値を二重引用符で囲って入力します。この例では、IP アドレスを入力しています。

- 条件を追加するには、Enter を押します。次のように表示されます。

- ルールに別の条件を追加するには、「追加」ボタンをクリックします。 

- 必要に応じて条件を追加して、手順を終了します。 
30
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カスタムルールの追加
次の図のルールでは、3 つの条件が追加されました。

追加された条件は、次のとおりです。

client.ip.address EQUAL "172.26.10.123"
client.tcp.port EQUAL "45678"
transaction.day EQUAL "Sunday"

このルールは、すべての条件が一致したときにのみ実行されます。そうでない場合、ルールは無視されます。 

ウィザードの「アクション」パネルで、イベントがルールにある条件に一致したときに実行されるアクショ

ンを設定します。

作成した 1 つ以上のルールを Web アプリケーションウィザードで使用して、Web アプリケーションに割り     

当てます。ルールは、Web アプリケーションの設定で定義された順序で実行されます。

基本知識

ルールは、Web アプリケーションの設定で定義された順序で、上から下に解析されます。カスタムルールで 

は、PCRE 形式の正規表現がサポートされます。キャラクタのエスケープはバックスラッシュ（\）を使用 

して行うことができます。 
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WAF クラスタのアップグレード
WAF クラスタのアップグレード

最新の機能と改善点を提供するため、Scanner Appliance ソフトウェアを定期的にリリースします。ソフト  

ウェア更新が利用可能なとき、クラスタが登録されている全ての Scanner Appliance をアップグレードする   

クラスタアップグレードオプションを使用します。

バージョングラフによる WAF Scanner Appliances は、使用中の Scanner Appliances がソフトウェアの更       

新が利用可能かどうかを示してくれます。最新または古いバージョンで実行しているアプライアンスの数を

確認できます。 

WAF クラスタをアップグレードするため、「WAF アプライアンス」→「WAF クラスタ」を選択し、アップ   

グレードしたいクラスタの「クイックアクション」メニューから「アップグレード」をクリックします。  

注記 : 「アップグレード」オプションは、自動更新の凍結を選択するまで使用できません。「アプライアン 

スの自動更新のスケジュール設定」を参照してください。

クラスタが登録されているアプライアンスの数を示す確認メッセージが表示されます。「実行」をクリック

してアップグレードします。

アップグレードが成功したかどうかを確認するには、バージョングラフによる WAF Scanner Appliances を    
チェックして下さい。アップグレードするアプライアンスの数は、最新のバージョンのアプライアンスの数

を追加しなければいけません。 
32



WAF クラスタのアップグレード

アプライアンスの自動更新のスケジュール設定
アプライアンスの自動更新のスケジュール設定

クラスタに登録されているアプライアンスを自動更新するタイミングを選択できます。曜日と開始時間を選

択します。デフォルトでは、自動更新はすべての曜日で有効になっています。

特定の日付まで自動更新を凍結することもできます。そうすると、自動更新は終了日まで停止し、そこから

開始されます。

「WAF アプライアンス」→「WAF クラスタ」を選択し、新しいクラスタを作成するか、既存のクラスタを  

編集して、「自動更新」をクリックします。

クラスタテーブルで、「最終更新日」列の  アイコンにマウスポインタを置くと、次回のスケジュール更  

新の時間が表示されます。
33
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特定の WAF アプライアンスのアップグレード

特定の WAF アプライアンスのアップグレード

特定の WAF アプライアンスを手動でアップグレードできます。関連付けられているクラスタが凍結されて  

いる場合は、WAF アプライアンスをアップグレードしないようお勧めします。「アプライアンスの自動更新 

のスケジュール設定」を参照してください。

特定のアプライアンスをアップグレードする

には、「WAF アプライアンス」->「WAF アプ  

ライアンス」を選択し、アプライアンスの「ク

イックアクション」メニューで「アップグレー

ド」をクリックします。



サポートへの問い合わせ
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サポートへの問い合わせ

Qualys は綿密なサポートを提供します。不明な点には、オンラインドキュメント、電話サポート、および 

E メールによる直接サポートを通じて、可能な限り迅速にお答えします。弊社は年中無休でサポートを提供 

します。オンラインサポートの情報については、www.qualys.com/support/ をご覧ください。 

http://www.qualys.com/support/
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