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概要 

1.1 FireGen 3.0 Log Analyzer へようこそ 

FireGen 3.0 Log Analyzer をお選びくださりましてありがとうございます。オンラインビジネスに携わ

るすべてのお客様にとってファイアーウォールトラフィックログがいかに重要な生命線であるかを

理解している事と思います。ログの正しい統計的レポートを生成するために 適なツールを獲得

しなければならない事も理解していると思います。 

FireGen 3.0 0 Log Analyzer は、まさに上記のニーズを満たす 適なツールであり、マーケティング、

Web サイト管理者、e-コマースビジネスなど関係するすべての人にとって「誰が」、「何を」、「いつ」、

「どこで」、「どのように」Web サイトにお客様が訪れたかを発見するための理想的な総合アプリケ

ーションです。 

 

2 機能 

FireGen 3.0 Log Analyzer に多彩な新機能が追加されました。 

 

1. 様々なファイアーウォールをサポート：Cisco Pix/ASA/FWSM、 SonicWall、 NetScreen、

Symantec SGS、 FortiGate 

2. 無制限の解析ファイアーウォールログプロファイル 

3. ログフォーマットを自動認識とログ命名規則 

4. ZIP 形式のログファイルのサポート 

5. 要求元、宛先、プロトコル、時間単位のような様々なトラフィックの統計 

6. 拒否要求元、プロトコル、時間単位の拒否、拒否理由のような様々な拒否したトラフィックの

統計 

7. 記録されたエラーや IDS メッセージのような様々な警告トラフィックの統計 

8. ユーザーに拒否された特定のプロトコルセッション 

9. 特定のプロトコル、IP アドレス、ホスト名のさらなる調査のためのオンラインリソース 

10. フィルタリング機能（両方のキーワードを含む/含まないが可能） 

11. キーワードモニタリング機能（IP アドレス、ホスト名、プロトコル、URL など） 

12. 逆引き DNS 名前解決 

13. レポートフォーマットのカスタマイズ機能（色、レコード数、フォントなど） 

14. フレキシブルなフォーマットを使用したスケジュールログ解析 

15. 電子メールでレポートを送信 

16. 使いやすい GUI 

17. Windows XP/2003/2008/Vista/7 をサポート 

18. 複数タイプのログサーバーをサポート：Kiwi Syslog Server、WinSyslog、Linux/BSD syslog、
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Cisco PFSS、Syslog-ng 

19. 特定なキーワードによるフォレンジック解析：（特定なキーワードによる時系列イベントのリス

ト） 

20. カスタマイズ可能なリスト（TCP/IP プロトコル、フォレンジック解析、キーワードモニター） 

21. 30 日無料評価期間 

 

3 License Agreement   

 

Please read this document carefully. This is a legal agreement between you (either an 

individual or entity) and Adootzi, Inc, the developer of FireGen 3.0 Log Analyzer. This 

Agreement supersedes any prior version license and governs your use of the SOFTWARE. 

 

By installing this program you are consenting to be bound by and are becoming a party to 

this Agreement. If you do not agree to all of the terms of this agreement, cancel the 

installation and delete the FireGen 3.0 Log Analyzer installation Software. 

 

FIREGEN 3.0 LOG ANALYZER LICENSE AGREEMENT VERSION 1.0 

 

GRANT OF LICENSE 

Adootzi, Inc ("Developer") hereby grants you a nonexclusive, non-assignable, and 

non-transferable license to use the FireGen 2010 Log Analyzer (as identified on a valid 

written or electronic purchase order, an Altair Technologies invoice) ("Software") on a single 

computer. This license allows you to install the Software on one computer and to analyze 

the logs from one ore more firewalls. You may analyze logs from firewalls that operate within 

the organization or business for which the Software was originally purchased. Any report 

produced by the Software cannot be used, distributed or viewed outside of the organization 

or business that originally licensed the Software as part of a paid service without a separate 

license agreement signed by Developer. 

 

RESTRICTIONS 

You may not copy, modify, adapt, translate, reverse engineer, de-compile, or otherwise 

attempt to discover the source code of the Software, except as expressly permitted by the 

law in effect in the jurisdiction in which you are located.  

You may not permit other individuals to use the Software and resulting reports, analyses and 

data, modify, translate, reverse engineer, de-compile, (except to the extent applicable laws 

specifically prohibit such restriction), or create derivative works based on the Software; copy 
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the Software (except for back-up purposes); rent, lease, or otherwise transfer rights to the 

Software; or remove any proprietary notices or labels on the Software or documentation. 

You may not transfer, lease, assign, sublicense, rent, share or distribute the Software or 

make it available for timesharing, service bureau or on-line use. 

 

EVALUATION VERSION 

In the event that the Software is an evaluation version, the terms of this Section shall apply. 

Your License to use the Software with your own data expires 30 days after installation 

unless otherwise extended by Developer. You may still be able to access the Software in a 

limited mode after the evaluation period expires. The method of restriction for the evaluation 

period, if any, is a trade secret of Developer and may not be published, disclosed or 

revealed. Developer is not obligated in any way to reveal or publish the components, files, 

code or methods used to enforce the evaluation period. You agree that you will not do 

anything to circumvent or defeat the features designed to stop the Software from operating 

after the evaluation period expires. 

 

TITLE 

Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software shall remain 

with Developer and/or its suppliers. The Software is protected by the copyright laws of 

Canada and international copyright treaties. Title, ownership rights, and intellectual property 

rights in and to the content accessed through the Software are the property of the applicable 

content owner and may be protected by applicable copyright or other law. This License 

gives you no rights to such content. This Agreement does not convey to you an interest in or 

to the Software, but only grants you a limited right of use which may be revocable in 

accordance with the terms of this Agreement. 

 

DISCLAIMER OF WARRANTIES 

The Software is provided to you as is and there are no warranties, claims or representations 

made by Developer, either express, implied, or statutory, with respect to the Software, 

including warranties of quality, performance, non-infringement, merchantability, or fitness for 

a particular purpose, nor are there any warranties created by course of dealing, course of 

performance, or trade usage. The Developer does not warrant that the Software will meet 

your needs or be free from errors, or that the operations of the software will be uninterrupted. 

The Developer does not warrant the accuracy of the reports generated. The foregoing 

exclusions and disclaimers are an essential part of this Agreement and formed the basis for 

determining the price charged for the products. Some countries do not allow exclusion of an 
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implied warranty, so this disclaimer may not apply to you. 

 

EXCLUSIVE REMEDY 

Developer's cumulative liability to you or any other party for any loss or damages resulting 

from any claims, demands, or actions arising out of or relating to this Agreement shall not 

exceed the license fee paid to Developer for use of the Software. In no event shall 

Developer be liable for any indirect, incidental, consequential, special, or exemplary 

damages or lost profits, even if Developer has been advised of the possibility of such 

damages. 

 

EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL AND OTHER DAMAGES 

The Developer will not be liable to you or any third-party claimant for any indirect, special, 

punitive, consequential, or incidental damages, whether based on a claim or action of 

contract, warranty, negligence, strict liability, or other tort, breach of any statutory duty, 

indemnity or contribution, or otherwise, even if the Developer has been advised of the 

possibility of such damages. The exclusion contained in this paragraph shall apply 

regardless of the failure of the exclusive remedy provided in the foregoing paragraph. Some 

countries do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential 

damages, so the limitations or exclusions in this and the foregoing paragraph may not apply 

to you. 

 

TERMINATION 

This License will terminate automatically if you fail to comply with any term hereof. No notice 

shall be required from Developer to effect such termination. You may also terminate this 

Agreement at any time by notifying Developer in writing of termination. On termination, you 

must destroy all copies of the Software. Your obligation to pay accrued charges and fees 

shall survive any termination of this Agreement. 

 

MISCELLANEOUS 

This Agreement represents the complete agreement concerning this License between the 

parties and supersedes all prior agreements and representations between them. It may be 

amended only by a writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is 

held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent 

necessary to make it enforceable. This Agreement shall be governed by and construed 

under Canadian law as such law applies to agreements between Canadian residents 

entered into and to be performed within Canada. 
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The graphs generated by this software are based in part on the work of the Independent 

JPEG Group. 

 

The graphs generated by this software are based in part of the work of the FreeType Team. 

Adootzi, Inc. 

http://www.adootzi.com 

Panama City, Panama 

 

4 インストールとアンインストール 

4.1 インストール 

4.1.1 FireGen 3.0 インストール手順 

1. 弊社の Web サイトから FireGen 評価版をダウンロードします。 

      http://www.jtc-i.co.jp/product/firegen/firegen.html 
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2. ダウンロードした FireGen315.msi をダブルクリックします。 

 

  

3. Next をクリックします。 
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4. I accept the license agreement を選択します。 

5. Next をクリックします。 

 

6. Next をリックします。 
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7. Next をクリックします。 

 

8. Next をクリックします。 
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9. インストールが開始されます。 

 

FireGen3.0 Log Ａｎａｌｙｚｅｒ ユーザーマニュアル 

Rev.1.2 

 9 



 
 
 

 

10. Finish をクリックします。C:\Program Files 又は C:\Program Files(x86) (Windows 7 の場合) 

に FireGen30 フォルダーが作成されます。 

 

11. デスクトップショートカット FireGen 3.0 Log Analyzer が作成されます。 

12. 注記：.NET Framework 3.5 がインストールされていない場合、エラーメッセージが表示され

FireGen のインストールができませんのでご注意してください。 

13. .Net Framework3.5 がインストールされていない場合は、4.1.3 .NET Framework 環境設定方法

をご参照ください。 
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4.1.2 (License key) ライセンスキーの登録方法 

1. License key (ライセンスキー)を準備します。License key (ライセンスキー)をクリップボードにコ

ピーします。又は、メモ帳などのテキストエディターで新しいドキュメントを作成し、コピーしたデ

ータを貼り付けた後、保存します。 

 

（例）  

Product name: Firegen 3.0 Log Analyzer 

Reference number: 1234567 

Licensee name: Jupiter Technology Corp. 

License key: 

kfodpaFEAAKFEOAJFKEOKVs0BFABTdGFmZk9yaWNvKOLfwakofmpgbHRkLngDHQoWGy

9jm1LefjkeoajSAFEjfdaijeamkYtbv3alyEBp8KTrAugv978jfeoaFEAFA 

Software Maintenance ID: 111111-1 

Start date: 12/25/2012 

End date: 12/25/2013 

Licenses: 1 

2. デスクトップショートカットFireGen 3.0 Log Analyzerをダブルクリックして FireGenを起動しま

す。 

 

3. Enter License (ライセンスを入力)をクリックします。 
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4. License key (ライセンスキー)をクリップボードにコピーした場合は、Paste From Clipboard (クリ

ップボードからペーストする)をクリックします。

 

5. メモ帳などにLicense key (ライセンスキー)を保存した場合は、Load From File (ファイルからロ

ードする)をクリックします。 
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6. License key (ライセンスキー)が表示されます。 

 

7. Apply License (ライセンスを登録する)をクリックします。 
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8. ライセンス登録完了のウインドウが表示されます。 Start Program (スタートプログラム)で

FireGenを起動します。 
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4.1.3 .NET Framework環境設定方法 

1. サーバーマネージャーを起動します。 

 

 

2. 「機能の追加」を選択します。 
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3. 「.NET Framwork3.5.1 の機能」にチェックをしようとすると「機能の追加ウィザード」が表示され

ます。 

  

4. 「必要な役割サービスを追加」を選択すると「.NET Framwork3.5.1 の機能」にチェックが入りま

す。 
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5. 次へをクリックします。 

 

 

6. 次へをクリックします。 
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7. インストールをクリックします。 

 

  

8. 閉じるをクリックします。 
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4.2 アンインストール 

4.2.1 FireGen 3.0 アンインストール手順 

1. コントロールパネルを表示し、プログラムのアンインストールをクリックします。  

 
 

2. FireGen 3.0 Log Analyzer を選択しマウス右ボタンでアンインストールを表示しアンインストー

ルをクリックします。 
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3. はいをクリックします。 

 
4. OK をクリックします。 

 

  

5. アンインストールが終了します。 

6. C:\Program Files 又は C:\Program Files(x86) (Windows 7 の場合) にある FireGen30 フォル

ダーを必要に応じて削除します。 
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5 Working with the program (プログラムの操作) 

5.1 First steps (はじめのステップ) 

FireGen 3.0 インストール後、下記の 小限の必要な設定を行います。 

5.1.1 Adjust the default report format if necessary: 

（必要に応じてデフォルトのレポートフォーマットを調節します） 
 

1. Report formats (レポートフォーマット)タブをクリックします。 

2. レポート内の色を設定します。 

3. Brows (参照) ボタンをクリックして既存のフォルダーより Report location (レポートロケーショ

ン)を設定します。 

4. Report header (レポートヘッダー) － FireGen で作成した HTML 形式のレポートのヘッダを

設定します。 

5.1.2 Create a log profile for your firewall logs  

      （ファイアーウォールログのログファイルを作成します） 

1. Log profiles (ログプロファイル)タブをクリックします。 

2. 新規ログプロファイルを作るために NEW (新規) をクリックします。（後のためにサンプルログ

を使用されることをお勧めします。） 

3. ファイアーウォールログのロケーションと現在のログ命名規則（適用していた場合）を Brows 

(参照) ボタンをクリックして Sample log (サンプルログ)に設定します。 

4. ファイルが選択されると、FireGen はサポートしているファイアーウォールのデータベースに対

して 初のログエントリーの構文解析が行われます。 

5. 検出が終了すると、結果が Log testing details (ログの詳細なテスティング)パネルに表示され

ます。 

6. 検出したフォーマットが正しいかどうかや下記の対応する項目と正しくマッチしてデータが表

示されるかどうかを確認します。 

 Firewall id (ファイアーウォール ID)  

 Date (year, month, day, time) 日付（年月日時間）  

 Log entry code ログエントリーコード 

 Actual message 実際のメッセージ 

7. いくつかのログフォーマットについては、様々なフィールドが検出されます。しかし、注意が必

要なものもあります。（例）年フィールドに月などに関連する値を含んでいるかもしれません。その

ときは、「Mapping fields」を訂正して「Test settings」をクリックし修正が正しく反映しているか確認し

ます。それでもまだ間違っているようでしたら、下記にご連絡をお願いいたします。 

ジュピターテクノロジー株式会社 
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カスタマーポータル 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

FireGen 

http://www.firegen.com/contact.html 

（support@firegen.com） 

ログ命名規則が使用されるテンプレートを正しく反映するかどうかを確認します。（例）ログ命

名 規 則 に つ い て 、 syslog-2010-07-05.log の よ う な 名 前 は 、 FireGen で は

syslog-%yyyy%-%mm%-%dd%.log としてログ命名規則を検出します。 

 [None of the known patterns matched any of the log entries]（登録されているパターンとログエン

トリーが一致しませんでした）この場合、ファイアーウォールタイプがサポートされているフォ

ーマットである場合、一致するパターンおよびフィールドマッピングを手動で調節しなければ

なりません。 

8. Save (保存)をクリックして、新しく作成したプロファイルを保存します。 

注記：サンプルとして選ばれたログが圧縮(ZIP)されたログの場合、FireGen ははじめに

FireGen installation path>\temp\Unzip の中で解凍してから、解析の実行に進みます。 

5.1.3 Create an analysis profile (解析プロファイルの作成) 

1. Analysis (解析)タブをクリックします。 

2. NEW (新規)をクリックして新しい解析プロファイルを作成します。  

3. Log profile (ログプロファイル) のドロップダウンリストから 5.1.2 で作成したログプロファイルを

選択します。 

4. Report format (レポートフォーマット) のドロップダウンリストから、5.1.1 で作成したレポートフ

ォーマットを選択します。 

5. Analysis interval (解析間隔) を設定します。（解析したい時間間隔と一致するものを設定しま

す）サンプルとしてエントリーしたすべてのログを解析するためには、[All log entries]として設定し

ます。 

6. あるキーワード(特定の IP アドレスのような)と一致するログだけを解析したい場合は、

[Included keywords]フィールドに登録します。複数のキーワードはコンマ (,) またはセミコロン (;) 

でそれらを分離することにより設定することができます。 

7. Forensic analysis (フォレンジック解析) にチェックをすると、キーワードとマッチするログエント

リーがあり、レポートタイプが Forensic analysis (フォレンジック解析) である場合、時系列の順で

表示されます。 

注記：このタイプの解析のために Included keywords (キーワードを含む) の設定が必要です。 

8. 解析からあるキーワードと一致するログを除外したい場合は、Excluded keywords (キーワー

ドを含まない) フィールドにそれらを入力します。 

複数のキーワードはコンマ (,) またはセミコロン (;) でそれらを分離することにより設定することが

できます。 
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9. レポートに特定のプロトコルのための個別のセクションを作成する場合、Protocols with 

dedicated sections (プロトコル専用セクション)フィールドに設定します。 

10. 完成した解析レポートを電子メールで送信したい場合は、General (一般) タブの SMTP サー

バーの設定を行う必要があります。 

5.1.4 Click on the Analyze button to start the firewall log analysis 

      （ファイアーウォールログ解析を始めるには Analyze (解析) ボタンをクリックします） 

1. FireGen が 初に行うことは、解析パラメーターの有効性をチェックします。（例）選択された

時間間隔でファイアーウォールログがなければ、解析はキャンセルされます。そしてエラーメッセ

ージは Summary of analysis set (解析セットのサマリ) に表示されます。 

2. ユーザーは解析を実行する前に、解析に関する問題がないことを確認するために、Check 

settings (チェックセッティング) をクリックできます。 

3. 解析データが有効な場合、解析過程のステータスをプログレスウィンドウで表示します。解析

過程の 後に、レポートはデフォルトのウェブ・ブラウザで開かれます。 

5.2 Interface(インターフェイス) 

5.2.1 Analysis Tab (解析タブ) 

 

 Analysis set (解析セット) -解析を実行するために使用される基準を用意しているタブで

す。 

 Log profile (ログプロファイル) - Log profiles タブに定義した Log プロファイルを解析しま

す。 

 Report template (レポートテンプレート) - Report formats（レポートフォーマット）タブに定
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義したレポート形式を使用してレポートが生成されます。 

 Analysis time interval (解析時間間隔) –開始日と終了日で時間間隔を設定します。 ま

た、Last N hours (N 時間以上)、Today (今日)、Yesterday (明日)で相対的な時間間隔を

設定します。もし、All log entries (すべてのログエントリー)が選択された場合、FireGen は

log profile の Sample log (サンプルログ)に指定したログを解析します。選択された

Analysis time interval (解析時間間隔)によりますが、start date (開始日)、end date (終了

日)が Last N hours (N 時間以上)をコントロールし、Last N hours (N 時間以上)が有効にな

ったり無効になったりします。 

 Included keywords (キーワードを含む) - Included keywords (キーワードを含む)を設定し

た場合は、設定したキーワードに一致したログのみがレポートに含まれます。キーワード

は一般的な表現、複雑な表現で設定することができます。また、複数のキーワードをコン

マ (,)で区切ることができます。 

 Forensics analysis (フォレンジック解析) - Forensics analysis (フォレンジック解析)にチェ

ックすると、FireGen はキーワードに一致した多様なホストのすべてのアクティビティの時

系列レポートを作成します。このために、Forensics analysis (フォレンジック解析)は

Included keywords (キーワードを含む)が指定されている場合のみチェックができます。 

 Excluded keywords(キーワードを含まない) - Excluded keywords (キーワードを含まない)

にチェックすると、設定したキーワードに一致したログすべてがレポートから除外されます。

キーワードは一般的な表現、複雑な表現で指定することができます。また、複数のキー

ワードをコンマ (,)で区切ることができます。 

 Protocols with dedicated sections (専用セクションのあるプロトコル) – 各設定したプロト

コルのために、専用セクションがレポートに作成されます。このセクションには、その各プ

ロトコルの要求元、宛先、バイトのトラフィックレコードの詳細情報が記載されています。

複数のプロトコルをコンマ(,)で区切ることができます。[protocol type/port number]の形式

になります。（例）HTTP と SMTP トラフィックの専用セクションを作成する場合は、

[TCP/25, TCP/80]の形式になります。 

 Send email (メール送信) - 設定すると解析終了時にメールを送信します。メールを送信

するためには、General tab (一般タブ)で SMTP server (SMTP サーバー)と SMTP の情報

を設定する必要があります。３つの設定が可能です。Don't send email (メールを送信しな

い)、Always (常時) (両方のスケジュールされたレポート時間とその都度(ad-hoc)でメー

ルを送信します)、Only when scheduled (スケジュールのみ) (スケジュールされた解析の

みメールを送信します。その都度ではメールを送信しません) 

 Included in scheduled analysis (スケジュールされた解析に含む) –  Included in 

scheduled analysis (スケジュールされた解析に含む)にチェックすると、解析セットは

Schedule (スケジュール)で設定された時間間隔で FireGen が生成したレポートのリストに

含まれます。 
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 Analyze (解析) -  Analyze (解析)をクリックした場合、解析は設定したセッティングで実

行されます。 

 Check settings (セッティングをチェック) - Check settings (セッティングをチェック)をクリッ

クした場合、FireGen は、解析のために必要なログの存在やレポートロケーションの有効

性を検証します。もし、FireGen が問題を検出すると Summary of analysis set (解析セット

のサマリ)パネルに赤色で問題をハイライトします。チェックは、各解析前に自動で実施さ

れます。もし、問題が検出された場合は、問題が解決されるまで Analyze (解析)ボタンが

無効になります。 

 Schedule (スケジュール) - スケジュールをスタート、ストップ、再スタートさせるインターフ

ェイスを開きます。スケジュールした解析時間も定義できます。スケジュールした解析時

間は柔軟なスケジュールで設定ができます。 

 Reports location (レポートロケーション) - Reports location (レポートロケーション)をクリッ

クした場合、現在の設定したレポートのロケーションのフォルダーを開きます。 

 Host aliases (ホストエイリアス) - ホスト名と（又は）IP アドレスとそれらに対するエイリア

スの割り当てのリストを持ちます。FireGenはレポートにあるそれらのホスト名の一つに出

会ったとき、指定されたエイリアスに置き換えます。これは表示名又は、逆引き DNS ゾー

ンで設定したホスト名を持たない IP アドレスに指定した名前をカスタマイズするために用

いられる。 

 Forensics templates (フォレンジックテンプレート) – Forensics analysis (フォレンジック解

析)が実施された時、Forensics templates (フォレンジックテンプレート)は特定なプロトコ

ルを使用しながら接続するためのカスタム表現を設定するために使用されます。デフォ

ルトでは、（そして、もし、プロトコルのために設定されたテンプレートが無いならば）

FireGen は次のようなエントリーを作成します。 

[Host x accessed server y using protocol z] 

もし、テンプレートが Forensics templates (フォレンジックテンプレート)ファイルで設定さ

れた場合、その表現が使用されます。（例）デフォルトの Forensics templates (フォレンジ

ックテンプレート)ファイルは次のエントリーを含んでいます。 

[ICMP/8= %source% pinged %destination%]  

ICMP/8 プロトコル(ping)を使用した接続が検知された時は、FireGen は次のようなレポー

トを作成します。 

[x pinged y] 

 Monitored keywords (監視されたキーワード) - Monitored keywords (監視されたキーワ

ード)ファイルはキーワードとコメントのリストを含みます。一つのコメントがレポートの一つ

のエントリーと一致した場合、そのコメントはレポートの Comments section (コメントセクシ

ョン)に追加されます。（例）デフォルトの Monitored keywords (監視されたキーワード)ファ

イルは次のようなエントリーを含みます。 
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[123.123.123.123 = Strange IP address] 

もし、このエントリーがファイルに継続してある場合は、FireGen はレポートセクションの

一つに[123.123.123.123]キー.ワードを発見するたびに、そのレポートセクションの

Comment column (コメントコーラム)に[Strange IP address]エントリーを追加します。この

方法によって、様々なホストやプロトコルを監視でき、コメントを切り替えて見ることが出

来ます。 

 Protocols (プロトコル) - Protocols (プロトコル)ファイルはプロトコル定義のリストを含み

ます。この定義はレポートで使用されます。 

 Debug info (デバックインフォ) - Debug info (デバックインフォ)は 後の解析についての

詳細情報を含みます。これは、トラブルシューティングのために使用されます。 

 Quit (終了) - プログラムを終了します。 

5.2.2 Log Profiles Tab (ログプロファイルタブ) 

 

 Log profile (ログプロファイル) – ログセットのロケーションとフォーマットを確認するため

に使用される項目のセットです。 

 Sample log (サンプルログ) - Log profile (ログプロファイル)を作成する場合、ユーザーは

既存のログを設定しなければなりません。（Browse ボタンが使用可）Sample log (サンプ

ルログ)が設定されると、FireGen はログフォーマットの検出を試みます。すべての検出さ

れた情報は Log testing details (ログの詳細なテスティング)パネルに表示されます。ユー

ザーが Analyze this! (これを解析！) ボタンをクリックするとサンプルとして設定したログ

のクイック解析が表示されます。FireGen は Analysis (解析)タブで設定したセッティング

（フィルター、レポートフォーマット、プロトコル）を使用してログを解析します 

 Log naming convention (ログ命名規則) - Log naming convention (ログ命名規則)フィール
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ドは Detect format (フォーマット検出)ボタンが使用された時に、処理されます。 

もし、検出されたフォーマットが正しくなければ、ユーザーはそれを修正する必要があり

ます。基本的に FireGen は full sample log path (フルサンプルログパス)にあるパターン

の日付検出を試みます。そして、それらを次のような日付タグで置き換えます。 

[年は%yyyy%、 月は%mm%、その他] 

あるコンディションでは、検出するパターンを識別に失敗するかもしれません。 

（例）ログの名が syslog-01-02-2010.log とします。この場合、01 が月なのか日なのかを

識別することは出来ません。ユーザーは何らかの処置をする必要があります。検出され

た Log naming convention (ログ命名規則)は、設定した時間間隔で解析されなければな

らないログの名前を取得するために解析中に使用されます。 

 Today's log (今日のログ) – Log naming convention (ログ命名規則)が設定されると

FireGen は today's log (今日のログ)の名前を処理し、today's log (今日のログ)フィールド

に表示します。検出したログの名前が正しいかどうかを確認するために Check (チェック)

ボタンを使用して設定したログを開けます 

 New pattern (新パターン) – 新しいログパターンを作成します。（このフィールドは設定し

たログフォーマットに一致するために調節されなければならないデフォルト値で記載され

ます） 

 Log entry parsing syntax (ログエントリー構文解析) - このフィールドはさらに情報を要求

するためにログエントリーで使用する一般的な表現を代表しています。下記に７タイプの

情報を表示しました。 

[year、month、day、hour、firewall id、message code、message text] 

ファイアーウォールログを設定するために様々な方法があるために、抽出する情報が関

連しない情報と一致してしまう場合があります。FireGen がフォーマットを検出すると、

Log testing details に一致した情報を表示します。ユーザーはフィールド（year、month、

day、その他）の名前が正しく一致していることを確認するようにお勧めします。（例）年の

フィールドに月や別な情報が含まれていることがあります。 その様な場合は、Field 

mapping (フィールドマッピング)セッティングは実際のデータでフィールドに一致するよう

に使用されます。 

下記に Log testing details のサンプルを表示します。  

Test started on 12:53:09 PM  

 

Lines analyzed: 1 

Guessed naming convention: 

C:¥Temp¥Logs¥Netscreen¥SyslogCatchAll-%yyyy%-%mm%-%dd%.txt 

 

Matching pattern: 
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device_id=(.*?) .*?(¥d{5}).*?: start_time=.(¥d{4})-(¥d¥d)-(¥d¥d) 

(¥d¥d:¥d¥d:¥d¥d). (.+)< 

 

Matching groups: 

Matching group 1: 0185012006000016 

Matching group 2: 00257 

Matching group 3: 2006 

Matching group 4: 09 

Matching group 5: 26 

Matching group 6: 00:00:29 

Matching group 7: duration=1 policy_id=174372 service=http proto=6 src 

zone=Trust dst zone=Untrust action=Permit sent=1063 rcvd=2502 

src=172.22.73.70 dst=66.151.128.18 src_port=6210 dst_port=80 

src_port=6210 dst_port=80 dst-xlated ip=66.151.128.181 port=6210 

session_id=48001 reason=Close - AGE OUT 

 

Please verify if the following detected information is correct: 

Firewall: 0185012006000016 

Year: 2006 

Month: 09 

Day: 26 

Hour: 00:00:29 

Code: 00257 

Message: duration=1 policy_id=174372 service=http proto=6 src 

zone=Trust dst zone=Untrust action=Permit sent=1063 rcvd=2502 

src=172.22.73.70 dst=66.151.128.18 src_port=6210 dst_port=80 

src_port=6210 dst_port=80 dst-xlated ip=66.151.128.181 port=6210 

session_id=48001 reason=Close - AGE OUT 

 

If the fields do not match the description, please adjust the field 

mapping setting. 

Example mapping: 

Mapping setting: 5,1,2,3,4,6,7 

When a log entry is parsed using the matching pattern specified, the 

firewall identification should be captured by the 5th group, the year 

by the 1st group, month by the 2nd group, etc... 
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Firewall type: Netscreen 

 

Last analyzed line: 

2006-09-26 00:00:09 Local0.Notice 172.22.73.1 SSG140: NetScreen 

device_id=0185012006000016  

[Root]system-notification-00257(traffic): start_time="2006-09-26 

00:00:29" duration=1 policy_id=174372 service=http proto=6 src 

zone=Trust dst zone=Untrust action=Permit sent=1063 rcvd=2502 

src=172.22.73.70 dst=66.151.128.18 src_port=6210 dst_port=80 

src_port=6210 dst_port=80 dst-xlated ip=66.151.128.181 port=6210 

session_id=48001 reason=Close - AGE OUT<000> 

 

上記の太字で強調した部分は、確認が必要な情報を表しています。本ケースの場合、各項目はフ

ィールド名(year、month、その他)に合致します。もし、情報が合致しなければ、Field mapping を調

整する必要があります。合致しないエントリーの例を下記に示します： 

 

Test started on 12:56:56 PM 

 

Lines analyzed: 1 

Guessed naming convention: 

C:¥Temp¥Logs¥Pix¥fgout.txt 

 

Matching pattern: 

(¥d{1,3}¥.¥d{1,3}¥.¥d{1,3}¥.¥d{1,3})¥D.*?(¥D{3}) (¥d¥d) (¥d¥d¥d¥d) 

(¥d¥d:¥d¥d:¥d¥d).*?%¥D*?-(¥d-¥d{6}): (.*) 

 

Matching groups: 

Matching group 1: 192.168.5.1 

Matching group 2: Jul 

Matching group 3: 15 

Matching group 4: 2010 

Matching group 5: 10:52:34 

Matching group 6: 6-302015 

Matching group 7: Built outbound UDP connection 144042409 for 

outside:63.251.252.183/137 (63.251.252.183/137) to 
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inside:192.168.5.55/137 (208.76.111.139/137) 

 

Please verify if the following detected information is correct: 

Firewall: 192.168.5.1 

Year: Jul - does not appear a valid year! 

Month: 15 

Day: 2010 

Hour: 10:52:34 

Code: 6-302015 

Message: Built outbound UDP connection 144042409 for 

outside:63.251.252.183/137 (63.251.252.183/137) to 

inside:192.168.5.55/137 (208.76.111.139/137) 

 

If the fields do not match the description, please adjust the field 

mapping setting. 

Example mapping: 

Mapping setting: 5,1,2,3,4,6,7 

When a log entry is parsed using the matching pattern specified, the 

firewall identification should be captured by the 5th group, the year 

by the 1st group, month by the 2nd group, etc... 

 

Firewall type: Cisco Pix/ASA 

 

Last analyzed line: 

2010-07-15 06:04:45 Local4.Info 192.168.5.1 Jul 15 2010 

10:52:34: %PIX-6-302015: Built outbound UDP connection 144042409 for 

outside:63.251.252.183/137 (63.251.252.183/137) to 

inside:192.168.5.55/137 (208.76.111.139/137) 

 

上記の太字で強調した部分を見ると、year が Jul(July)になっており、明らかに間違っています

(FireGen は問題を検知して警告のメッセージを追加しています)。Field Mapping はデフォルトとして

1,2,3,4,5,6,7 の検知アルゴリズムを使用します。それらのフィールドは、正しく情報が合致するよう

に順番を並び替える必要があります。正しい順番とは、firewall id、year、month、day、hour、code、

message です。  Matching groups のセクションを見ると、firewall は Matching group 1 に合致して

います。しかし、year は Matching group 4 になっています。同様に、month は Matching group 2、

day は Matching group 3、hour は Matching group 5、code は Matching group 6、message は
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Matching group 7 になっています。つまり、要求された順番になるためには、Field Mapping は

1,4,2,3,5,6,7 (firewall、 year、 month、 day、 hour、 code、 message)を指定しなければなりませ

ん。Field Mapping をアップデートし、Test pattern ボタンをクリックすると正しく合致しているかを確

認することが出来ます。本ケースの場合、Log testing details に下記のように表示されます： 

 

Test started on 1:03:58 PM 

 

Lines analyzed: 1 

Please verify if the following detected information is correct: 

Firewall: 192.168.5.1 

Year: 2010 

Month: Jul 

Day: 15 

Hour: 10:52:34 

Code: 6-302015 

Message: Built outbound UDP connection 144042409 for 

outside:63.251.252.183/137 (63.251.252.183/137) to 

inside:192.168.5.55/137 (208.76.111.139/137) 

Firewall type: Cisco Pix/ASA 

 

Last analyzed line: 

2010-07-15 06:04:45 Local4.Info 192.168.5.1 Jul 15 2010 

10:52:34: %PIX-6-302015: Built outbound UDP connection 144042409 for 

outside:63.251.252.183/137 (63.251.252.183/137) to 

inside:192.168.5.55/137 (208.76.111.139/137) 

正しく表示されている事が確認できます。 

 

Log patterns ボ タ ン で 、 そ の シ ス テ ム の デ フ ォ ル ト XML エ デ ィ タ ー で <Firegen 

location>\temp\LogPatterns.xmlファイルを開けます。そのファイルはカスタムログパターンのため

に手動で調整できます。フィールドが保存されれば、Reload log patterns ボタンで、FireGen に修正

したパターンをロードすることができます。 
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5.2.3 Report Formats Tab (レポートフォーマット)タブ 

 

 Report format details (レポートフォーマット詳細) - 全ての詳細なHTMLレポートフォーマ

ットを設定します。個々のレポートフォーマットは異なったレポートアウトルックを取得する

ために設定されます。 

 Report location (レポートロケーション) - レポートとそのコンポーネント（html、gif ファイ

ル）が作成されるフォルダーを設定します。もしロケーションがリモートの場合は、UNC フ

ォーマットをお使いください。（例）[\\SERVER\SHARE]   

Report location (レポートロケーション)は日付関連の変数（%yyyy%、%mm%、%dd%）を含め

ることができます。FireGen はその変数を正しい値に置き換えます。 

 Actual report name and location if the report is created now (レポートが作成される時の

実際のレポート名とロケーション) – もし、変数が使用されると、その部分は実際に使用

されているフォルダー名が解析を実施した時に表示されます。 

 Report header (レポートヘッダー) – ここで設定したセッティングは FireGen が生成した

HTML 形式のレポートのトップに表示されます。 

 Email type (電子メールタイプ) – それぞれのレポートを送信するために電子メールタイプ

を設定します。 

Embedded (添付) レポートは電子メールメッセージに含まれます。 

Zipped report (ZIPされたレポート)レポートはZIPファイルで電子メールに添付されます。 

Hyperlink (ハイパーリンク)Web サイトに reports location (レポートロケーション)が公開さ

れている場合、レポートはその Web サイトにハイパーリンクとして設定されます。 

 Website to be used for hyperlinks (ハイパーリンクのために使用される Web サイト) – 

Email type (電子メールタイプ)が Hyperlink (ハイパーリンク)に設定されている時に使用さ
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れます。FireGen はこの Web サイトで公開している new report フォルダーにハイパーリン

クを指定するとレポートを電子メール送信します。（例）FireGen が起動しているコンピュー

ターはその Web サイトで公開している reports location (レポートロケーション)と Web サー

バーとして設定されます。この方法によって、Web サイトにアクセスするだけで複数の人

がレポートにアクセスできます。（また、簡単にレポートの履歴を残すためにも使用しま

す） 

 Report traffic (レポートトラフィック) – チェックをすると、レポートはトラフィックに関連する

情報（ホスト、プロトコル、バイト）を含みます。 

 Report denials (レポート拒否) - チェックをすると、レポートは拒否された接続についての

情報（ホスト、プロトコル、バイト）を含みます。 

 Report warnings (レポート警告) - チェックをすると、レポートは警告と見なすログ情報を

含みます。 

 Display blank sections (表示ブランクセクション) - チェックをすると、レポートはそのトラフ

ィックのタイプについて接続の記録がたとえ無い場合でも監視しているプロトコルのセク

ションを含みます。（接続の記録が無い場合は、セクションは[There are no connections 

for protocols....]というメッセージを含みます。）チェックをしないと、トラフィックの記録があ

るプロトコルのみをレポートします。 

 Remember top denied hosts (拒否されたトップホストを覚える) – FireGen は選ばれた拒

否されたトップホストを拒否数と日付の記録のノートといっしょに監視されるキーワードリ

ストに追加します。将来の解析において、それらのホストは関連するレポート（トラフィック、

プロトコル、拒否、その他）の Comments (コメント)フィールドにそのノートといっしょに表示

されます。 

 Traffic vs. denials % discrepancy notification (トラフィック vs 拒否 % 差異通知) – この

セッティングは[Hourly traffic and denials]（毎時間のトラフィックと拒否）レポートセッション

に適用されます。もし、特定の時間間隔で、拒否の%はトラフィックの%より高い値がある

場合、FireGen は、それを異常と見なしその時間を赤文字でハイライトし[!!!]をコメントフィ

ールドに追加します。（例）もし、時間間隔が06-07で、トラフィックがトータルトラフィックの

7%を示し、一方で拒否が 25%を示している場合、（7% x 3 よりも高い）FireGen は時間を

00-07（赤文字でハイライト）と表示しコメントには!!!が追加されます。 

 Set main report name as index.html (メインレポートの名前を index.html に設定) - チェッ

クをすると、それぞれのレポートのメイン HTML ページは、index.html という名前になりま

す。もし、レポートが Web サイトに公開されているならば、ユーザーがレポートフォルダー

にアクセスしている時にデフォルトでメインページがブラウザーで開くことを確認します。

もし、チェックをしないと、メインレポートは FireGenReport-Frame-20100804075250.html

という名前になります。 

（レポート名の数字は、解析を開始した現在の年、月、日、時、分、秒を表しています） 
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 Records per report section (レポートセクション毎に記録) – それぞれのレポートセクショ

ンにレポートされる記録の数を設定します。（例）もし、10 と設定した場合、レポートはトッ

プ 10 の要求先、宛先、プロトコルを含みます。 

 Upper value for traffic graph (トラフィックグラフの上位値) – 時間毎のトラフィックグラフ

のスケールを設定します。（Y（トラフィック）軸の 大値）もし、０（ゼロ）に設定すると、

FireGen はグラフが全体的に表示されるように自動スケールします。互いに関連した日々

毎にトラフィックボリュームの変化を管理者が閲覧したい時にこの設定は役に立ちます。

（例）もし、オートスケールが有効の場合、トラフィックボリュームにかかわらずグラフは常

に数字だけが変更して同じようにグラフの形が表示されます。しかし、例えば、一週間の

トラフィック 大値が約 200 MB/時間で、この値をセッティングとして入力した場合、稼働

日のグラフはフルで表示されますが、週末のトラフィックは非常に少ないグラフの線で現

れるかもしれません。従って、関係する値のビジュアル表示とより直感的グラフを提供し

ます。 

 Add IP address to resolved host names (解決されたホスト名に IP アドレスを追加) – チェ

ックをすると、レポートで設定されたそれぞれのホストは、その設定されたIPアドレスが括

弧で括られて一緒に表示されます。 

（例）www.firegen.com (208.76.111.139) 

 Add time stamps to all report files (全てのレポートファイルにタイムスタンプを追加) - チ

ェックをすると、もし、ファイルがある特定のレポートの一部分である場合、その名前にタ

イムスタンプが付与されます。（レポートが開始した時間など）これは、それぞれのファイ

ルが一意の名前を持つことになり、将来上書きがされないようになります。 

FireGen は、レポートファイルがシングルロケーションに集められていなければ、それぞ

れのレポートをそれ自身のフォルダーに保存します。 

 Save (保存) - 変更を保存します。 

 Reports location (レポートロケーション) - Reports location (レポートロケーション)として

設定されるフォルダーを開きます。 

 CSS Styles (CSS スタイル) – templates (テンプレート)フォルダーから CSS スタイルを開

きます。レポートの外見のほとんどを設定するために使用されるカスケードスタイルシー

トファイル（.css）は、デフォルトのエディターで開けます。templates (テンプレート)フォル

ダーには、default_style.css と呼ばれるデフォルトの.css バックアップファイルがあります。 



 
 
 

 

5.2.4 General Tab (一般)タブ 

 

全体的な適用の可否の設定を行います。 

 Delete old reports (古いレポートの削除) －チェックをすると、解析が稼動している時、現

在のレポートフォルダーから古いレポートが削除されます。 

 Reverse DNS resolution (逆引き DNS 名前解決) – チェックをすると、FireGen はレポート

に指定された IP アドレスの逆引き DNS 名前解決を行います。 

 Create protocol links (プロトコルリンク作成) – チェックをすると、レポート内のプロトコル

がプロトコルのデータベース www.eventid.net にリンクされます。 

 Create host links (ホストリンク作成) – チェックをすると、レポート内のホスト名や IP アド

レスは Whois ウエブページ www.eventid.net  にリンクされます。 

 Run at low priority (下位優先で稼動) –FireGen は CPU の も低いプライオリティで稼動

します。 

 SMTP Server (SMTP サーバー) – レポートを電子メールで送信する SMTP サーバーを設

定します。 

 SMTP Port (SMTP ポート) – SMTP トラフィックの ポートを設定します。 

 User ID and Password (ユーザーID とパスワード) –SMTP トラフィックに認証が必要な場

合に入力します。 

 Sender email address (送信元メールアドレス) – レポートを送信する送信元メールアドレ

ス。 

 Email subject (電子メール標題) – レポートを送信する電子メールの標題。 

 It can contain date-related variables (日付関連の変数を含む) - 日付関連の変数

を含むことができます（yyyy%, %mm%, %dd%, %hh%, %min%, %ss%）。 
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 Email destination (電子メール宛先) – 電子メールの機能をテストするための電子メール

宛先アドレスを設定します。 

実稼動のレポート送信のための電子メール宛先については、Analyze (解析)タブ上で設

定します。 
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6 Kiwi Syslog serverを使用する際の設定方法 

本章では、FireGen  Log Analyzer と も互換性がある Kiwi Syslog server のログを使用する

際の設定方法を説明します。 

 

1. 弊社ホームページから Kiwi Syslog server をダウンロードします。 

https://www.jtc-i.co.jp/product/kiwisyslogserver/kiwisyslogserver.html 

2. Kiwi Syslog server をインストールします。 

インストール手順については、弊社のインストール＆ライセンス登録マニュアルをご参照いただけ

ます。 

Kiwi Syslog Server 9.3.3 インストレーションと ライセンス・マネージャー 

（平成 24 年 11 月 14 日） 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/ksddoc.html 

インストール後デスクトップに Kiwi Syslog server のショートカットが作成されます。 

3. Kiwi Syslog server のショートカットをクリックして Kiwi Syslog server を起動します。 

下記の画面が表示されます。 

 

 

FireGen3.0 Log Ａｎａｌｙｚｅｒ ユーザーマニュアル 

Rev.1.2 

 34 

https://www.jtc-i.co.jp/product/kiwisyslogserver/kiwisyslogserver.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/solarwinds_docs/KiwiSyslogServer9.3.3_Install-LisenceManager_v1.0_rev1.1.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/solarwinds_docs/KiwiSyslogServer9.3.3_Install-LisenceManager_v1.0_rev1.1.pdf


 
 
 

 

4. File メニューから、Set up を選択します。 

 

5. 左の画面の中で、Action の下の Log to file を選択します。 

 

6. yyyy-mm-dd 命名規則を使用して、毎日新しいログを生成する Kiwi の設定のために、以下の

設定を行います。 
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 Path and file name of log file のパスに Insert AutoSplit から Date > ISO Date (YYYY-MM-DD) の

変数(%DateISO) を挿入します。 後に識別子.txt を.log に変更します。  

(例： C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\Syslog-%DateISO.log) 

 

設定後、セットアップ・ウィンドウは Example of actual path and file name に次のように表示されま

す。 

(表示例：C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\Syslog-2012-11-01.log) 
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FireGen ログ・ホスト・プロファイルを設定する時に、このパスおよびログ名をコピーして設定がで

きます。 

(C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\Syslog-2012-11-01.log) 

7. 上記で設定したサンプルログファイルを出力するために、Apply をクリックし、次に Test をクリ

ックします。正常に動作していることを確認します。 

8. FireGen でログを解析する前に、ファイアーウォールから新しく作成されたログにエントリーが

あることを確認します。 

頻繁に通信が出入りしているファイアーウォールであれば、数秒でエントリーがログに書き込まれ

ます。 

尚、ファイアーウォールから syslog メッセージを Kiwi Syslog Server に送信するためにはファイアー

ウォール側に設定する必要があります。 

詳細な設定については、弊社 Web サイトのユーザーマニュアル Kiwi Syslog Server ver.9.3 の 

「６ Syslog 送信デバイスの設定」をご参照ください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/ksddoc.html 

 

ファイアーウォールからログエントリーがあることを確認すれば、FireGen の 構成に移ることがで

きます。 
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注記：Kiwi Syslog Server とファイアーウォールの間で設定されている時間に差異があると、両方

から受けるログに含まれるタイムスタンプに時間差異が含まれログを解析する時に問題を起こし

ます。 

理由は、FireGen はファイアーウォールのタイムスタンプを優先します。 

（例） 

2005-08-03 22:00:03 Local4.Info 192.168.103.27 Aug 03 2005 

23:47:22: %PIX-6-302015: Built outbound UDP connection 80420 for 

outside:196.7.0.138/53 (196.7.0.138/53) to inside:192.168.103.28/4288 

(196.31.103.28/4288) 

 

このログエントリーは Kiwi のタイムスタンプが「2005-08-03 22:00:03」あり、ファイアーウォールのタ

イムスタンプが「8 月の 03 2005 23:47:22」を含んでいます。 

つまり、Kiwi は午後 10:00:03 を示しているのに対してファイアーウォールは午後 11:47:22 を示して

います。明らかに時間の差異が発生しています。 

ファイアーウォールの時間が適切に設定されていないか、異なる time zone を使用しているので、

このようなことが起こります。 

もし、午後 9:00:00 と午後 10:30:00 の間でログエントリーを解析したならば、FireGen はファイアーウ

ォールのタイムスタンプを使用するので、この時間間隔をスキップしてしまいます。( 午後 11:47 は

解析時間間隔を過ぎているため)  

 

問題を解決する方法は Kiwi Syslog Server とファイアーウォールの間で設定されている時間を同

期して同じにします。 

 

9. 新しいログを解析するために FireGen を設定する方法については、Set up をご参照くださ

い。 

FireGen の Log profiles タブの Sample log に入力するのは、Kiwi Syslog Server の Set up の

Example of actual path and file name の値になります。 

(例：C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\Syslog-2012-11-01.log) 
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7 FireGen 3.0 カスタムログパターンの説明 

ある１つのログを解析する時に、もしそのログのために事前に設定されたログパターンが用

意されていなければ、次のメッセージが表示されます。"None of the known patterns matched 

any of the log entries." (どのログエントリーも既存のパターンとは合致しません) 

Message: 

Test started on 8:35:50 AM  

Lines analyzed: 1001  

None of the known patterns matched any of the log entries.  

Last analyzed line: <166>Jul 07 2005 00:00:33 : %PIX-6-302016: 

Teardown UDP connection 7980317 for dmz:10.2.174.218/1041 to 

inside:10.1.174.152/53 duration 0:00:00 bytes 183 

メッセージ： 

午前８時３５分５０秒テスト開始 

解析された行数：1001 

どのログエントリーも既存のパターンとは合致しません。 

解析された 終行：<166>７月７日 ２００５年 00:00:33 : %PIX-6-302016: 分解 UDP 

接続 7980317 -  dmz:10.2.174.218/1041 から インサイド:10.1.174.152/53 へ 期間 

0:00:00 183 バイト 

 

サンプルログ（小さいサイズか上記の解析された 終行のみ）を下記にお送りください。適切なロ

グパターンを返信します。もし、解析しようとしているログが FireGen によってサポートされているフ

ァイアーウォールログのリストに記載されていない場合は、下記にその全ログをお送りください。サ

ポートの対象とするようにします。 

 

ジュピターテクノロジー株式会社 

カスタマーポータル 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

FireGen 

http://www.firegen.com/contact.html 

（support@firegen.com） 

Check http://www.firegen.com for updates!  
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Analyzer (アナライザー)は識別するために 後のログエントリーを表示します。 

本ケースでは： 

<166>Jul 07 2005 00:00:33 : %PIX-6-302016: Teardown UDP connection 7980317 for 

dmz:10.2.174.218/1041 to inside:10.1.174.152/53 duration 0:00:00 bytes 183 

ログエントリーパターン構文は、ログエントリーから７項目を抽出した正規表現を代表しています： 

- Firewall identification (ファイアーウォール識別) 

- Year (年) 

- Month (月) 

- Day (日) 

- Time (時間) 

- Log entry code (ログエントリーコード) 

- Log entry detailed message (ログエントリー詳細メッセージ) 

あるシスログサーバーは、上記の項目の全てを記録するわけではありません。上記の例では、シ

スログサーバーは IP アドレス又はシスログメッセージを送信するディバイス（ファイアーウォールな

ど）のホスト名を記録しません。本ケースでは、<166>を識別子とします。（他に何も無いので） 

ここで、下記の項目を抽出する正規表現を作成する事とします。 

1. Firewall (ファイアーウォール): 166  

2. Year (年): 2005  

3. Month (月): Jul  

4. Day (日): 07  

5. Time (時間): 00:00:33  

6. Code (コード): 6-302016 (Cisco Pix/ASA/FWSM のために %ASA/%Pix/%FWSM  

code prefix と表します)  

7. Message (メッセージ): Teardown UDP connection 7980317 for dmz:10.2.174.218/1041 

to inside:10.1.174.152/53 duration 0:00:00 bytes 183 
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正規表現を使用した完全なチュートリアルは、本マニュアルでは割愛しますが、インターネットなど

で多くのリソースが検索できます。しかしながら、本ログエントリーのために正規表現をどのように

表現したかをここに示します。 

<(.*?)>(\D{3}) (\d\d) (\d{4}) (\d\d:\d\d:\d\d).*?(\d-\d{6}): (.+) 

1. <(.*?)> - < >タグの中にある文字列と合致 – "166" ファイアーウォール ID を抽出 

2. (\D{3}) – 3 つの非数字文字列と合致 (\D) – 月を抽出: Jul  

3. (\d\d) – 連続する 2 桁の数字と合致 (\d) – 日を抽出: 07  

4. (\d{4}) – 連続する 4 桁の数字と合致 – 年を抽出: 2005  

5. (\d\d:\d\d:\d\d) – コロンで区切られた 3 つのペアー数字と合致 – 時間 

（時：分：）秒）: 00:00:33  

6. .*? – 時間と次の有益な情報（例：コード）の間にあるすべての情報と合致。 

本ケースでは、丸括弧で括られていないので抽出はされません。 

7. (\d-\d{6}): – 数字の後にハイフン（－）が続き 6 桁の数字の列と合致。 

本ケースでは、Cisco Pix/ASA エントリーコード: 6-302016.  

注記 コロン(:) が丸括弧の外に位置しているので抽出には含まれない。  

8. (.+) – 全ての文字列を抽出。 – ドット(.)は全ての文字列と合致し、プラス(+)は 

合致に含まれるべき前の全てを指します。本ケースでは、残りのメッセージです: 

Teardown UDP connection 7980317 for dmz:10.2.174.218/1041 to 

inside:10.1.174.152/53 duration 0:00:00 bytes 183 

一度このログパターンを入力し、保存して Test pattern をクリックすると以下が表示されます。 

Test started on 8:56:04 AM  

Lines analyzed: 1  

Matching groups:  

Matching group 1: 166  

Matching group 2: Jul  

Matching group 3: 06  

Matching group 4: 2005  

Matching group 5: 23:58:46  

Matching group 6: 6-302016  

Matching group 7: Teardown UDP connection 7979511 for 

outside:10.3.174.12/138 to inside:10.1.174.173/138 duration 

0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs)  

Please verify if the following detected information is correct:  

Firewall: 166  

Year: Jul  

Month: 06  
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Day: 2005  

Hour: 23:58:46  

Code: 6-302016  

Message: Teardown UDP connection 7979511 for 

outside:10.3.174.12/138 to inside:10.1.174.173/138 duration 

0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs)  

Last analyzed line: <166>Jul 06 2005 23:58:46 : %PIX-6-302016: 

Teardown UDP connection 7979511 for outside:10.3.174.12/138 to 

inside:10.1.174.173/138 duration 0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs) 

本メッセージの始めの部分は、ログエントリーから丸括弧を使用して抽出したデータセットである

matching groups を表示しています。必要な情報を抽出しますが、FireGen は、どのグループが

firewall id(ファイアーウォールID)なのか、day(日)なのか、year(年)なのか等のどれがどれなのかを

知る必要があります。そのためにField mapping設定が使用されます。Field mappingは、次の順番

で並んでいる：firewall id, year, month, day, time, code, message 必須フィールドに対応する

matching group を示すスペースなしのコンマ(,)で分割している１から７までの番号を含んでいま

す。 

Field mapping の中の 初の数字は、どの mapping group が firewall id であるかを示しています。

次の数字は year を示し、3 番目の数字は、month を示して、同様に day、time、code、message と

続いて示します。上記にあるように、本ケースのデフォルト Field mapping は 1,2,3,4,5,6,7 です。

FireGen は 初に抽出した情報のセットは firewall(ファイアーウォール)と認識し、２番目は year と

認識し、3 番目は month と認識し、同様に続いて認識するようにしなければなりません。つまり、

FireGen が要求する順番に合致するように Field mapping シンタックスを作成する必要があります。

こ れ ら は 、 " Please verify if the following detected information is 

correct:"の下に表示されます。 

firewall,year,month,day,time,code,message: 

Firewall: Matching group 1: 166  

Year: Matching group 4: 2005  

Month: Matching group 2: Jul  

Day: Matching group 3: 06  

Time: Matching group 5: 23:58:46  

Code: Matching group 6: 6-302016  

Message: Matching group 7:  

Teardown UDP connection 7979511 for outside:10.3.174.12/138 to 

inside:10.1.174.173/138 duration 0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs) 
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上記のリストについて言えば、Field mapping シンタックスは、1,4,2,3,5,6,7 とすべきです。もし、Field 

mapping 設定にこれを入力して、Save をクリックして、Test pattern をクリックすると下記の例が表

示されます。 

Test started on 9:04:38 AM  

Lines analyzed: 1  

Matching groups:  

Matching group 1: 166  

Matching group 2: Jul  

Matching group 3: 06  

Matching group 4: 2005  

Matching group 5: 23:58:46  

Matching group 6: 6-302016  

Matching group 7: Teardown UDP connection 7979511 for 

outside:10.3.174.12/138 to inside:10.1.174.173/138 duration 

0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs)  

Please verify if the following detected information is correct:  

Firewall: 166  

Year: 2005  

Month: Jul  

Day: 06  

Hour: 23:58:46  

Code: 6-302016  

Message: Teardown UDP connection 7979511 for 

outside:10.3.174.12/138 to inside:10.1.174.173/138 duration 

0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs) Last analyzed line: <166>Jul 06 

2005 23:58:46 : %PIX-6-302016: Teardown UDP connection 7979511 

for outside:10.3.174.12/138 to inside:10.1.174.173/138 duration 

0:02:03 bytes 176 (uvcs¥profs) 

これで情報が FireGen が要求するフィールドに合致するようになり、ログ解析の準備が整いまし

た。 
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8 FireGen 3.0 Reports Explained(レポートの説明) 

解析するファイアーウォールの種類にかかわらず FireGen レポートは標準的な情報のセッ

トを提供します。ファイアーウォールによって記録された情報のログにデータが存在するかど

うかはファイアーウォールの種類によります。例えば、あるファイアーウォールは訪れた Web 

サイトの URL を記録しますが、他のファイアーウォールはそのような情報を記録しません。 

HTML 形式のレポートは２つのパネルに分かれています。左側のパネルには、ファイアーウォ

ールがリストされ、ログに記録された情報のインターフェイスペアーがあります。 

 

8.1 Left Panel （左側パネル） 

 

本レポートの例では、ログに一種類のファイアーウォールのみが検知されています。

(10.55.116.150) 
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Traffic per hour (トラフィック/時間)セクションは、24 時間のトラフィックを MB で表示し、拒否を数

で表示したグラフにリンクしています。 

Interface pairs (インターフェイスペアー)セクションは、ログで検知されたネットワークインターフ

ェイスのペアーのサブレポートを提供します。上記の例では、”(from) inside to outside”

と”(from) outside to inside”の２つのインターフェイスを検知しています。(Cisco Pix ファイアー

ウォールのケース) 

サブセクションに"from"と”to”の両方に同じインターフェイスの名前が表示されているものは

(“(from) inside to inside”)、一方方向のインターフェイスのみが発生したトラフィックの詳細を提

供します。(例えば、ファイアーウォールのインターナルインターフェイスでブロードキャストが停

止された場合など。)  ファイアーウォールが宛先インターフェイスを記録しなかったためにこの

ような表示になっています。 

サブセクションの中に”if”という名のインターフェイスが表示されています。これは、上記で説明

したインターフェイスで収集しなかったファイアーウォールのログエントリーを集めたデータを含

んでいます。例えば、Cisco Pix ファイアーウォールは URL に関するメッセージを上記で説明した

インターフェイスで収集しません。”if to if”の下にある”URL”は単にある IP アドレスがアクセスし

た特定の URL を示しています。 

それぞれのインターフェイスペアーのために、レポートは Traffic(トラフィック)、Denials(拒否)、

Warnings(警告)、URLs(URL)セッションを含んでいます。もし、それらのタイプのデータが存在し

ない場合は、レポートのセッションには、表示されません。上記のサンプルでは、"outside to 

inside"セクションには、Traffic と Denials の両方が含まれていますが、Warnings と URLs は含ま

れていません。"inside to inside"セッションでは、Denials のみが含まれています。(インサイドイ

ンターフェイスから接続を試みたが拒否されたため) 

 

Other messages(その他のメッセージ)セクションは、analyzer によって解析されなかったファイア

ーウォールログメッセージのリストを含んでいます。世に存在するファイアーウォールログメッセ

ージの多さのために、異なった syslog サーバーによって使用されている多様なフォーマットは

すべて analysis エンジンには含まれていません。その様な場合、このセッションをコピーして下

記にお送りください。 

ジュピターテクノロジー株式会社 

カスタマーポータル 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php 

FireGen 

http://www.firegen.com/contact.html 

（support@firegen.com） 
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8.2 Right Panel (右側パネル) 

右側のパネルのトップセクションは、レポートや検知されたファイアーウォールのリストや

traffic、denials、warnings、URLs について編纂するために解析されたログについての詳細情報

を含んでいます。 

 

 

それぞれのファイアーウォールのために、別々なセクションが作成されます。それぞれのファイア

ーウォールセクションは、24 時間(１時間間隔)に発生したトラフィック量(MB)と拒否数を表したグラ

フから始まります。もし、ある時間帯にデータがなければ、それはファイアーウォールログに関連

するデータが無いことを意味しています。 
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グラフの後には、グラフを生成するために使用されたデータのテーブル(表)が続きます。 

Interface pairs (インターフェイスペアー)が次のセクションになります。それは、ファイアーウォール

ログから検知されたファイアーウォールインターフェイスのペアーのリストです。 

 

 

レポートテーブルのそれぞれの列には、インターフェイスペアーが表示されており、そのインターフ

ェイスの接続数、トラフィック量(MB)、総ファイアーウォールトラフィック量に対するトラフィック量の

パーセント、拒否数と警告数が表示されています。 

それぞれのインターフェイスペアーのために、いくつかのレポートセクションが作成されています。 

Top sources (トップソース) - トップソースホストは生成された総トラフィック量を基準に順位付けさ

れています。もし、特定のホストが Monitored keywords (監視されたキーワード)コンフィギュレーシ

ョンファイルに記載されているならば、コメントがそのホストのために指定されたどんなエントリーで

あっても Monitored keywords (監視されたキーワード)コンフィギュレーションファイルに含まれます。

レポートテーブルの後にソースホストのグラフが続きます。 

Top destinations (トップ宛先) - top source (トップソース)と似ていますが、これは宛先ホストにつ

いての情報を含みます。 

Top sources, protocol and bytes (トップソース、プロトコル、バイト) - トップソース、プロトコルとト

ラフィックをバイト単位で表示します。このセクションでは、トップソースセクションにプロトコルを追

加した形になります。 

Top sources, destinations, protocols and bytes (トップソース、宛先、プロトコル、バイト) - トップソ

ース、宛先、プロトコルデータ、トラフィック量（バイト）、そして総トラフィック量に対するパーセンテ

ージが続きます。 

Top protocols (トッププロトコル) - 特定のインターフェイスペアーのトッププロトコルを表示します。

接続数とトラフィック量（バイト）、そして総トラフィック量に対するパーセンテージが続きます。その

トッププロトコルテーブルの下にグラフが表示されます。 

FireGen の Analysis tab (解析タブ)の Protocols with dedicated sections (専用セクションのあるプ

ロトコル)にプロトコルが記載されている場合は、それぞれのプロトコルのためにセクションが作成

されます。例えば、もし、TCP/80 が Protocols with dedicated sections (専用セクションのあるプロ

トコル)に記載されているとすれば、ソース、宛先、特定プロトコルの総トラフィック量のテーブルが
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作成されます。もし、ログにこのプロトコルのデータが存在しない場合は、"No traffic recorded for 

protocol..." (プロトコルのトラフィック記録は無し)の一行がテーブルに表示されます。 

Top denied sources (トップ拒否ソース) – もし、拒否がログに記録されている場合、FireGen はこ

のセクションを作成します。ソースホストと拒否記録数が表示されます。First denial ( 初の拒否)

フィールドは、その特定のソースが 初に拒否が記録された時の日時が表示されます。 

Top destinations for denied connections (接続を拒否されたトップ宛先) – そのインターフェイスペ

アーの多様な拒否記録の宛先ホストについての情報を含んでいます。 

Top denial reasons (トップ拒否理由) – 様々な接続が拒否された理由についての情報を含みます。

この情報は、ファイアーウォールによって記録された実データに依存します。あるファイアーウォー

ルは詳細な理由を記録しますが、別なファイアーウォールは単に接続が拒否されましたとしか表

示されないものもあります。Denial reason (拒否理由)フィールドには理由が表示され、Altair 

Technologies 社の LogWiki オンラインデータベースにリンクされます。理由の識別名（ID）は

FireGen によって検知されたファイアーウォールログエントリーコードです。もし、特定な拒否理由

のために LogWiki にエントリーがない場合は、ユーザーは、LogWiki に登録し情報を共有するオプ

ションもあります。 

例えば、Cisco Pix firewall場合、Access group ACL-OUT拒否理由は実際にCisco Pix/ASAログエ

ントリータイプであるLogWikiエントリーの 4-106023 を指します。あるファイアーウォールはログエン

トリーのために特定なコードを記録しません。このログタイプのために、FireGenはその目的のため

に使用できるカスタムコードを作成します。 

 

Top denied protocols and reasons (トップ拒否プロトコルと理由) – 上記のセクションと同じように、

本レポートサブセクションは拒否されたプロトコルと拒否理由についてステータスを含みます。 
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Top warning messages (トップ警告メッセージ) – 上記の Top denials (トップ拒否)と非常に似ていま

す。本セッションはソース、宛先ホスト、プロトコル、警告メッセージを含んでいます。また、警告は

LogWiki にリンクしています。 

 

Top URLs (トップ URL) - ファイアーウォールインターフェイスの特定なペアーを通過したホストに

よってアクセスしたトップ Web ページについての情報を含みます。 
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（ 終ページ） 

日本語マニュアル発行日 2012 年 12 月 25 日 

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ 
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