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ガイドの適用範囲  

 
本書の目的は、Firepower Threat Defense のポリシー コンポーネントのハイレベルな

概要、基本ポリシー要素の設定方法、および詳細を知るための方法を提供することです。

他のドキュメントや VoD へのリンクは、本書の著者が直接関与したものではなく、参

考資料となり得るものとして提供されていることにご注意ください。それらのリンクは

古い場合があり、本書の新しいバージョンで更新される予定です。 
 

トラフィック フローの概要：  
 
次の図は、Cisco Next Generation Firepower デバイスを介した高レベルのトラフィッ

ク フローを示しています。数多くの高度な機能がありますが、設定が必須な唯一のブ

ロックは、強調表示されているアクセス コントロール ポリシー ブロックです。 
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本書では、基本的なアクセス コントロール ポリシーの作成と、関連するコンポーネン

トに関するベスト プラクティスを提供します。次に、基本的なアクセス コントロール 

ポリシーを使用して、侵入防御やマルウェア ポリシーなどの高度なセキュリティ機能

を組み込みます。ルールに基づくポリシーとトラフィック フローの詳細については、

『NGFW Policy Order of Operations』をお読みください。 

セキュリティ インテリジェンス： 
 
悪意のあるインターネット コンテンツに対する防御の前線として、セキュリティ イン

テリジェンスは疑わしい IP アドレス、URL、ドメイン名が関連する接続をレピュテー

ション インテリジェンスを使用して迅速にブロックします。これはセキュリティ イン
テリジェンス ブラックリスト登録と呼ばれます。 

セキュリティ インテリジェンスはアクセス制御の初期のフェーズであり、大量のリ

ソースを消費する評価をシステムが実行する前に行われます。ブラックリスト登録によ

り、インスペクションの必要がないトラフィックを迅速に除外することで、パフォーマ

ンスが向上します。 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/firepower/Self-Help/NGFW_Policy_Order_of_Operations.pdf
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セキュリティ インテリジェンスの詳細については、こちらを参照してください。 

カスタムのサード パーティ フィードの追加による VoD の概要については、こちらを

参照してください。 

アクセス コントロール ポリシー： 
 
アクセス コントロール ポリシーは、次のコンポーネントで構成されています。 

オブジェクト：システム全体で使用され、類似の要素を定義するのに役立ちます。 

ルール：トラフィック条件をトップダウンの順序で一致させる方法です。 

プレフィルタ ポリシー：任意。すべての検査オプションで fastpath およびバイ

パスが可能になります。 

デフォルト アクション：トラフィックに一致するルールがない場合に実行され

るアクションです。 

ロギング：一致するトラフックについて記録された接続イベントのタイプです。 

追加のインスペクション：任意。トラフィックが次に移動するマルウェアまた

は侵入ポリシーを示します。 
 

アクセス コントロール ポリシーを構築する手順は次のとおりです。 
 

1. [ポリシー（Policies）] -> [アクセスコントロール（Access Control）] -> [アクセ

スコントロール（Access Control）] の順に移動します。 

2. [新しいポリシー（New Policy）] をクリックします。 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/security_intelligence_blacklisting.html
https://www.youtube.com/watch?v=JU3MN6MsoNE&feature=youtu.be
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3. 名前を定義します（選択した名前とその説明を入力します）。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 
 

 

  
 
 

アクセス コントロール ポリシーにルールを追加する手順は次のとおりです。 
 
[ポリシー（Policies）] -> [アクセスコントロール（Access Control）] -> [アクセスコン

トロール（Access Control）] の順に移動し、鉛筆アイコンをクリックしてポリシーを

編集します。 
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次に [ルールの追加（Add Rule）] をクリックしてルールを追加します。（下図の 1 を

参照）  

 
アクセス コントロール ポリシーの作成に関する同様の資料の VoD は、こちらからご

覧いただけます。 
 
アクセス コントロール ルールの順序に関する推奨事項（上記参照）です。 
 
ルールは最初に一致したものから順に適用されるため、限定的なトラフィック一致基準

を持つルールは、同じトラフィックに適用され、汎用的な基準を持つルールよりも上に

置く必要があります。次の推奨事項を考慮してください。 

• 固有のルールは一般的なルールの前に来る必要があります（特に特定のルールが一般的

なルールの例外である場合）。 

• レイヤ 3/4 基準（IP アドレス、セキュリティ ゾーン、ポート番号など）にのみ基づい

てトラフィックをドロップするルールはできるだけ早く来る必要があります。（例は、
上記のルール 1 および 2 です。）レイヤ 3/4 基準は迅速かつ検査なしで評価すること

ができるので、アプリケーションや URL 基準などの検査を必要とするルールの前に実

行することをお勧めします。（検査に必要なルールの例は、上記のルール 3 および 4 

です。）もちろん、これらのルールの例外はこれらより上位に配置されなければなりま

せん。 

https://www.youtube.com/watch?v=15XZJZ1V5SM
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• 可能な限り、固有のドロップ ルールはポリシーの最上位近くに配置します。これによ

り、望ましくないトラフィックへの可能な限り早期の決定が保証されます。例は、上記
の図のルール 1 です。 

• アプリケーションと URL の基準を組み合わせることで、予期しない結果が生じること

がある（特に暗号化されたトラフィックの場合）ため、可能な限り、URL とアプリ

ケーションのフィルタリング用に個別のルールを作成することをお勧めします。アプリ

ケーションと URL の基準の両方を含むルールは、より一般的なアプリケーションのみ

または URL のみのルールの例外として機能している場合を除き、単純なアプリケー

ションのみまたは URL のみのルールの後に来る必要があります。 

• アクセス コントロール ポリシーのデフォルト アクションが [すべてのトラフィックを

ブロック（Block All Traffic）] に設定されていることに注意してください。（上の図で
示され、2 とラベルが付けられています。）これは典型的な従来のファイアウォールで

あり、デフォルトのファイアウォール動作と一致しています。ただし、次世代ファイア

ウォールでは、設定したルールに基づいてトラフィックをさらに増やすことができます。 

URL ルールの作成についての VoD は、こちらからご覧いただけます。 

FDM での IPS およびポリシーの作成を VoD で視聴するには、こちらをクリックしてく

ださい。 

 

侵入およびファイル ポリシー： 

侵入ポリシーとファイル ポリシーは、トラフィックが宛先に対して許可される前の最

後のとりでとして連携して動作します。 

• 侵入ポリシーは、システムの侵入防御機能を制御します。 

• ファイル ポリシーは、システムのファイル制御と AMP for Networks の機能を管理します。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cT3aGCBLgvs
https://www.youtube.com/watch?v=TcbkaSts-50
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アクセス コントロールはディープ インスペクションの前に発生し、アクセス コントロール ルール

およびアクセス コントロールのデフォルト アクションによって、侵入ポリシーおよびファイル ポ

リシーで検査されるトラフィックが決まります。 

侵入ポリシーまたはファイル ポリシーをアクセス コントロール ルールに関連付けることで、アク

セス コントロール ルールの条件に一致するトラフィックを通過させる前に、侵入ポリシーまたは

ファイル ポリシー（またはその両方）を使ってトラフィックを検査するよう、システムに指示でき

ます。デフォルトでは、暗号化されたペイロードの侵入インスペクションとファイル イ

ンスペクションは無効になっています。これにより、侵入およびファイル インスペク

ションが設定されたアクセス コントロール ルールに暗号化接続が一致したときの誤検

出が減少し、パフォーマンスが向上します。この追加機能は SSL ポリシーを有効にす

ることにより追加できます。詳細は、このテクニカル ノートの以降のリリースで提供

される予定です。 

 
注：SSL ポリシーを有効にすると、暗号化されたトラフィックとペイロードの検査を追加で

きます。SSL ポリシーの作成の詳細については、こちらからご覧いただけます。 
  

ネットワーク分析ポリシーと侵入ポリシーの基本： 

ネットワーク分析ポリシーと侵入ポリシーは、Firepower システムの侵入検知および防

御機能の一部として連携して動作します。侵入検知という用語は、一般に、ネットワー

ク トラフィックへの侵入の可能性を受動的に分析し、セキュリティ分析用に攻撃デー

タを保存するプロセスを指します。侵入防御という用語には、侵入検知の概念が含まれ

ますが、さらにネットワークを通過中の悪意のあるトラフィックをブロックしたり変更

したりする機能も追加されます。 

侵入防御の展開では、システムがパケットを検査するときに次のことが行われます。 

• ネットワーク分析ポリシーは、トラフィックのデコードと前処理の方法を管理し、特

に、侵入を試みている兆候がある異常なトラフィックについて、さらに評価できるよう

にします。 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/getting_started_with_ssl_policies.html
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• 侵入ポリシーでは侵入およびプリプロセッサ ルール（総称して「侵入ルール」とも呼

ばれることもあります）を使用して、パターンに基づいて複合化されたパケットを検査

し、攻撃の可能性を調べます。侵入ポリシーは変数セットとペアになり、それによって

名前付き値を使用してネットワーク環境を正確に反映できます。 
 
ネットワーク分析ポリシーは、[ポリシー（Policies）] -> [アクセスコントロール（Access 

Control）] -> [アクセスコントロール（Access Control）] の下で、[詳細（Advanced）] 

（下の図では 1 のラベルが付けられています）タブをクリックしてカスタマイズできます。 
 

  
 
本書では、ネットワーク分析ポリシーについて詳しく触れていません。詳細はこちらを

参照してください。 
 

侵入ポリシー： 
 
Firepower システムには複数の侵入ポリシーが付属しています。システムによって提供

される侵入ポリシーを使用することで、 Cisco Talos セキュリティ インテリジェンス & 

リサーチ グループ（Talos）の経験を活用できます。これらのポリシーでは、Talos は

侵入ルールおよびプリプロセッサ ルールの状態を設定し、詳細設定の初期設定も提供

します。システムによって提供されるポリシーをそのまま使用するか、またはカスタム 

ポリシーのベースとして使用できます。カスタム ポリシーを作成すれば、環境内のシ

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/getting_started_with_network_analysis_policies.html
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ステムのパフォーマンスを向上させ、ネットワーク上で発生する悪意のあるトラフィッ

クやポリシー違反に焦点を当てたビューを提供できます。 
 
システムが提供するポリシーの違いは、下の図で示します。 
 
 
Connectivity Over Security 

• CVSS スコア 10 2 年 

• 499 ルール 

• プリプロセッサ X 15 が有効化 

バランスのとれたセキュリティと接続性 

• CVSS スコア 9 以上2 年 

• 9250 ルール 

• プリプロセッサ X 15 が有効化 

接続性を上回るセキュリティ 

• CVSS スコア 8 以上3 年 

• 11944 ルール 

• プリプロセッサ X 17 が有効化 
 

注：それぞれのデフォルト ポリシー内で有効化されているルールの具体的な数は、プラッ

トフォーム内でルールを維持している Cisco Talos の組織による現行の推奨事項に基づき、

わずかに異なる場合があります。 

注：最大検出ポリシーは実稼働ネットワークでは推奨されません。これらはテスト環境での

み使用されます。 
 

推奨事項：  

上記で触れたように、テスト目的以外で最大検出ポリシーを使用しないことをお勧め

します。推奨されるシステムが提供するポリシーは、[バランスのとれたセキュリティ

と接続性（Balanced Security and Connectivity）]です。このポリシーは、全体的なネッ

トワーク パフォーマンスとネットワーク インフラストラクチャのセキュリティのバラ

ンスを取るように設計されています。このポリシーは大部分のネットワークに適してい

ます。このポリシーは、侵入防御を適用したい大部分の状況で選択できます。 
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システムが提供するポリシーを継承し、特定の種類のトラフィックのアカウントに追加

のルールを有効にすることもできます。詳細はこのガイドを参照してください。これは

次の手順で示します。 
 

基本侵入ポリシーの構築： 
 

1. [ポリシー（Policies）] -> [アクセスコントロール（Access Control）] -> [侵入ポ

リシー（Intrusion Policy）] の順に移動します。 

2. [新しいポリシー（New Policy）] をクリックします。 

3. [名前（Name）] を定義します（名前の説明などを任意で入力します）。 

4. [基本ポリシー（Base Policy）] を（ドロップダウンから）選択します。 

5. [ポリシーの作成（Create Policy）] をクリックします。 

 
 
 

アクセス コントロール ポリシーにルールを追加する手順は次のとおりです。 
 
[ポリシー（Policies）] -> [アクセスコントロール（Access Control）] -> [侵入

（Intrusion）] の順に選択し、鉛筆アイコンをクリックしてポリシーを編集します。 
 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/tuning_intrusion_policies_using_rules.html
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以下で、基本ポリシー、接続性を上回るセキュリティ（前に [侵入ポリシー（Intrusion 

Policy）] の下の図で示しています）から開始し、追加のルールを有効にするレイヤを

追加します。基本ポリシーに表示されているように、11,944 の有効なルールがありま

すが、そのうち 243 はイベントを生成するのみで、残りはドロップしてイベントを作

成します。 
 

 
 
次に、[ポリシーレイヤ（Policy Layer）] セクションの下でルールを有効にし、すべて

のポリシーに対する効果を確認します。 
 
[ポリシーレイヤ（Policy Layer）]  [自分の変更（My Changes）]  [ルール（Rules）] 

の順に選択します（下の図ごとに Telnet をフィルタリングします）。 
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変更が保存されると、[ポリシーレイヤ（Policy Layers）] セクションに移動し、ポリ

シーにおける累積的な効果を確認します。ルールの総数が 4 つ増えており、コンポー

ネントがレイヤ セクションに分類されていることに注意してください。 
 

 
 
 
最後の手順は、侵入ポリシーを既存のアクセス コントロール ルールにリンクさせるこ

とです。 
 
[ポリシー（Policies）]  [アクセスコントロール（Access Control）]  [アクセスコン

トロールポリシー（Access Control Policy）]  の順に移動します。 

[TELNETルールの許可（Allow TELNET rule）] で [編集（Edit）]（鉛筆アイコン）をク

リックします。 
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次に、右側の [インスペクション（Inspection）] タブをクリックして [侵入ポリシー

（Intrusion Policy）] セクションの下の [カスタム侵入ポリシー（Custom Intrusion 

Policy）] を選択し、[保存（Save）] をクリックして保存します。その後、展開します。 
 

 

ファイルとマルウェア ポリシー： 
 
アクセス コントロール ルールによって処理される単一接続の場合、ファイル インスペクションは

侵入インスペクションの前に行われます。つまり、システムは侵入のためファイル ポリシーによっ

てブロックされたファイルを検査しません。ファイル インスペクション内では、タイプによる単純

なブロッキングの方が、マルウェア インスペクションおよびブロッキングよりも優先されます。

ファイルがセッションで検出されてブロックされるまで、セッションからのパケットは侵入インス

ペクションの対象になります。 
 

AMP for Firepower は、ネットワーク トラフィックで検出された潜在的なマルウェアの性質を取得

し、ローカル マルウェア ファイル分析と事前分類の更新を取得するために AMP クラウドを使用し

ます。AMP クラウドにアクセスし、マルウェア ルックアップを実行するため、管理インターフェ

イスにはインターネットへのパスが必要です。デバイスが対象ファイルを検出すると、ファイルの 

SHA-256 ハッシュ値を使用してファイルの性質について AMP クラウドに問い合わせます。可能な

性質を次に示します。 
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• マルウェア（Malware）：AMP クラウドはファイルをマルウェア クラウドとして分類しました。

ファイル内のいずれかのファイルがマルウェアである場合、アーカイブ ファイル（たとえば zip 

ファイル）はマルウェアとしてマークされます。 

• クリーン（Clean）：AMP クラウドはファイルをマルウェアが含まれないクリーンな状態であると

分類しました。その中のすべてのファイルがクリーンであれば、アーカイブ ファイルはクリーンで

あるとマークされます。 

• 不明（Unknown）：AMP クラウドがまだファイルの性質を指定していません。その中のすべての

ファイルが不明であれば、アーカイブ ファイルは不明であるとマークされます。 

• 利用不可（Unavailable）：システムは、ファイルの性質を判断するために AMP クラウドに問い合

わせできませんでした。この性質に関するイベントが、わずかながら存在する可能性があります。

これは予期された動作です。複数の「利用不可」イベントが連続して発生している場合、管理アド

レスのインターネット接続が正常に機能していることを確認します。 

使用可能なファイル ポリシー 

次のいずれかのファイル ポリシーを選択できます。 

• なし（None）：送信されたファイルに対してマルウェアかどうかを評価せず、ファイ

ル固有のブロックも行いません。このオプションは、ファイル送信が信頼されている、

またはファイル送信の可能性が低い（または不可能である）、あるいはアプリケーショ

ンを信頼している、または URL フィルタリングがネットワークを適切に保護している

ルールに対して選択します。 

• [マルウェアをすべてブロック（Block Malware All）]：ネットワークに送信されたファ

イルにマルウェアが含まれるかどうか AMP クラウドに問い合わせ、脅威を意味する

ファイルをブロックします。 

• [すべてをクラウドルックアップ（Cloud Lookup All）]：AMP クラウドに問い合わせてネッ

トワークを通過するファイルの評価を取得して記録したうえでその伝送を許可します。 

• [OfficeドキュメントおよびPDFのアップロードをブロック、その他のマルウェアをブ

ロック（Block Office Document and PDF Upload, Block Malware Others）]：ユーザ

に対し、Microsoft Office ドキュメントおよび PDF のアップロードをブロックします。
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AMPクラウドに問い合わせてネットワークを通過するファイルにマルウェアが含まれ

ているかどうかを判断し、脅威を示しているファイルをブロックします。 

• [Officeドキュメントのアップロードをブロック、その他のマルウェアをブロック

（Block Office Documents Upload, Block Malware Others）]：ユーザに対し、

Microsoft Office ドキュメントのアップロードを禁止します。AMPクラウドに問い合わ

せてネットワークを通過するファイルにマルウェアが含まれているかどうかを判断し、

脅威を示しているファイルをブロックします。 
 
FMC でマルウェア ポリシーを作成する例の VoD はこちらをご覧ください。 
 
 

ファイル ポリシーの構築： 
 
以下の例は、マルウェア ポリシーを作成するためのファイル ポリシーおよびルールを

作成する手順の例を示します。 
 
ファイル ポリシー： 

1. [ポリシー（Policies）] -> [アクセスコントロール（Access Control）] -> [マル

ウェアとファイルのポリシー（Malware & File Policy）] の順に移動します。 

2. [新しいポリシー（New Policy）] をクリックします。 

3. 名前を定義します（意味のある名前なら何でもかまいません）。 

4. [ファイルカテゴリ（File Categories）] -> [ファイルタイプ（File Types）] -> [ア

クション（Action）] の順に選択します。 

5. [アクション（Action）] の下で [ファイルブロック（Block Files）] を選択します。 

6. すべての実行可能ファイルをブロックするルールを作成します。（[実行可能

ファイル（Executables）] ボックスをオンにします） 

7. [追加（Add）]、[保存（Save）] の順にクリックします。 
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マルウェア ポリシー：  

1. [ポリシー（Policies）] -> [アクセス コントロール（Access Control）] -> [マル

ウェアとファイルのポリシー（Malware & File Policy）] の順に移動します。 

2. [新しいポリシー（New Policy）] をクリックします。 

3. 名前を定義します（意味のある名前なら何でもかまいません）。 

4. [ファイル カテゴリ（File Categories）] -> [ファイル タイプ（File Types）] -> 

[アクション（Action）] の順に選択します。 

5. [アクション（Action）] の下で [マルウェアクラウドルックアップ（Malware 

Cloud Lookup）] を選択します。 

6. PDF、実行ファイル、アーカイブ、および Office ドキュメントを検査するルー

ルを作成します。（[ファイルタイプ（File Types）] の下でこれらのファイル タ

イプを選択します） 

7. [追加（Add）]、[保存（Save）] の順にクリックします。 
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8. ファイル ポリシーが存在する場合は、検査するトラフィックを定義するそれら

のアクセス コントロール ルールを追加する必要があります。これは、アクセス 

コントロール ポリシー内で実行されます。特定のルールを編集し、[インスペク

ション（Inspection）] タブを選択して、作成した [ファイルポリシー（File 

Policy）] を選択します。 
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マルウェア検査とパフォーマンス調整の詳細については、このガイドをクリックします。 
 

法的情報：  
 

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。この

マニュアルに記載されている表現、情報と推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示

的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべて

ユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されていま

す。このソフトウェアライセンスまたは限定保証を見つけられない場合は、シスコの代理店に連絡しコピーを入

手してください。 

シスコが導入する TCP ヘッダー圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校（UCB）により、UNIX オペレー

ティング システムの UCB パブリック ドメイン バージョンの一部として開発されたプログラムを適応したもの

です。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.  

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルとソフトウェアは、障害も含め

て「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、

および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ

とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/file_and_malware_inspection_performance_and_storage_tuning.html
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いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発

生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あら

ゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものでは

ありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図とその他の図は、説明のみを目的と

して使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的な

ものではなく、偶然の一致によるものです。 

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。 

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の 

Web サイト（www.cisco.com/go/offices）をご覧ください。 
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