
ポリシーオブジェクトの管理

ポリシーオブジェクトは、ポリシー内で使用する基準を定義した再利用可能なコンテナです。

ここでは、ポリシーオブジェクトについてより詳細に説明します。

• Policy Objects, 1 ページ

• ポリシーオブジェクトのリファレンス, 9 ページ

Policy Objects
ポリシーオブジェクトは、ポリシー内で使用する基準を定義した再利用可能なコンテナです。一

部のオブジェクトは、トラフィック一致基準を定義します。たとえば、ネットワークグループ

は、アクセスを制御したりアイデンティティポリシーを定義したりするホストまたはネットワー

クを指定できます。プロファイルを定義するオブジェクトもあります。これは、一致したトラ

フィックに対して特定のタイプのサービスを適用します。

ポリシーオブジェクトでは提案基準を定義することができ、同じ基準を異なるポリシーで簡単に

再利用できるようになります。ポリシーオブジェクトを更新すると、そのオブジェクトを使用す

るすべてのポリシーが自動的に更新されます。

CXポリシーでは、ポリシーオブジェクトを使用する必要があります。ポリシーにはトラフィッ
ク照合設定またはプロファイル設定を直接入力できません。 [Policy Objects]ページでは、独立し
てオブジェクトを作成できるという柔軟性があります。また、ポリシーの設定中にオブジェクト

を作成することもできます。

オブジェクトの作成、編集、削除、表示を行う [Policy Objects]ページを開くには、[Components]
> [Objects]を選択します。[PolicyObjects]ページでは、独立してオブジェクトを作成できるという
柔軟性があります。また、ポリシーの設定中にオブジェクトを作成することもできます。

[Policy Objects]ページには、次の項目が含まれています。
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I want to

このリストには、次のコマンドが含まれています。

• [Add Object Type]：このタイプの新しいオブジェクトを作成します。使用可能なオブ
ジェクトの概要については、ポリシーオブジェクトタイプ, （2ページ）を参照し
てください。

• [Import External Objects]：（マルチデバイスモードのみ）。ネットワーク管理アプリ
ケーションからエクスポートされたオブジェクトをインポートします。サポートされ

るアプリケーションおよびオブジェクトタイプのリストについては、リリースノート

を参照してください。

ポリシーオブジェクトのリスト

すべてのポリシーオブジェクトが単一のリストに表示されます。

オブジェクトごとに、オブジェクト名、オブジェクトの内容の要約が表示され、右側には、

オブジェクトタイプと、そのオブジェクトが使用されているポリシーとオブジェクトの要

約（ある場合）が表示されます。 [PendingCommit]バナーが右側に表示されている場合、オ
ブジェクトはまだデバイスデータベースにコミットされていません。

オブジェクトに関連するコマンドを表示するには、そのオブジェクトの上にマウスを置きま

す。オブジェクトの行の下に次のコマンドが現れます。

• [Delete Object]：オブジェクトを削除します。ポリシーまたは別のオブジェクトで現在
使用中のオブジェクトを削除することはできません。また、システムにより作成され

たオブジェクト（事前定義システムオブジェクト）も削除できません。

• [Edit Object]：オブジェクトを編集します。

• [View Object]：（事前定義システムオブジェクトのみ）オブジェクトの内容を表示し
ます。

ここでは、オブジェクト管理についてより詳細に説明します。

ポリシーオブジェクトタイプ

ポリシーオブジェクトを次のタイプに分割できます。

• CXポリシーだけで使用できるもの。

• ASAと CXの両方のポリシーで使用でき、シングルデバイスモードとマルチデバイスモー
ドの両方で使用可能なもの。

• ASAと CXの両方のポリシーで使用できるが、マルチデバイスモードのみで使用可能なも
の。これらのオブジェクトは、一般的にASAに特有です。CXポリシーで使用できる機能は
便宜です。
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• ASAポリシーだけで使用できるもの。これらのオブジェクトはマルチデバイスモードでの
み使用可能です。

次のリストでは、作成できるオブジェクトの概要を説明します。詳細については、参照トピック

を参照してください。

CXオブジェクトのアベイラビリティは、CXプラットフォームおよび購入した機能ライセン
スによって異なります。これらのリストは全部を含みます。プラットフォームまたはライセ

ンスによってすべてのオブジェクトタイプをサポートしていない場合があります。

（注）

CX-only ポリシーオブジェクト

次のオブジェクトは CXポリシーだけで使用できます。

• [CX Network Group]：ホストとネットワークを識別する IPアドレス。

• [CX IdentityObject]：ユーザ名およびユーザグループ名を含む、ユーザのアイデンティティ。

• [URL Object]：Webドメインまたはサーバ（example.com、www.example.comなど）のWeb
URLリソース（HTTPまたは HTTPSのみ。http://example.com/gamesなど）、およびWeb
（URL）カテゴリ。

• [User Agent Object]：HTTP要求の作成に使用されたエージェントのタイプ。HTTPパケット
ヘッダーのユーザエージェントフィールドに示されます。たとえば、ブラウザのタイプ

（Internet Explorer、Firefoxなど）があります。

• [ApplicationObject]：アプリケーションまたはアプリケーションタイプ。特定の接続セッショ
ンで使用されるポートにかかわらず特定できます。

• [Secure Mobility Object]：AnyConnect Secure Mobilityのリモートアクセス VPN接続で使用さ
れているクライアントのプラットフォーム（オペレーティングシステム）。これは、ネット

ワークに接続しているデバイスのタイプを示します。

•アプリケーションサービス：サービスグループオブジェクト（従来のプロトコルおよび仕
様）、アプリケーションの仕様、またはアプリケーションオブジェクトの組み合わせに基づ

いてアプリケーションを定義します。 OR結合された複数の組み合わせを作成することによ
り、単一のアプリケーションサービスオブジェクトで正確なトラフィックパターンを定義

できます。

• [Destination Object Group]：ポリシーの宛先フィールドに指定可能なオブジェクトを使用し
て、宛先に関する複雑なトラフィック一致基準を定義します。 AND結合されたネットワー
クグループと URLオブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条件が満
たされないとトラフィックがポリシーに一致しないようにすることができます。 OR結合さ
れた複数の組み合わせを作成することにより、単一の宛先オブジェクトグループで正確なト

ラフィック宛先パターンを定義できます。

• [SourceObjectGroup]：ポリシーの送信元フィールドに指定可能なオブジェクトを使用して、
送信元に関する複雑なトラフィック一致基準を定義します。 AND結合されたネットワーク
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グループ、アイデンティティ、ユーザエージェント、およびセキュアモビリティオブジェ

クトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条件が満たされないとトラフィックが

ポリシーに一致しないようにすることができます（このような関係をアクセスポリシー内に

直接作成することはできません）。OR結合された複数の組み合わせを作成することにより、
単一の送信元オブジェクトグループで正確なトラフィック送信元パターンを定義できます。

• [File Filtering Profile]：アップロードまたはダウンロードをユーザに許可するファイルのタイ
プを制御するアクションプロファイル。

• [Web Reputation Profile]：その他の点では許可されたWebページについて、Webサイトのパ
ブリックレピュテーションに基づき、ユーザに返せる部分を制御するアクションプロファ

イル。

• [NG IPS Profile]：その他の点では許可されたトラフィックをドロップできるNext Generation
IPSフィルタリングを適用するアクションプロファイル。

•ヘッダー挿入プロファイル：アクションのプロファイルでは、ヘッダーをサポートするWeb
サイトへの HTTP要求ヘッダーをメッセージに挿入する指示しました。これは、Webペー
ジを要求の特別な処理を提供できます。

ASA と CXのポリシーオブジェクト（シングルデバイスモード、マルチデバイスモード）

次のオブジェクトはASAと CXの両方のポリシーで使用でき、すべての動作モードで使用できま
す。

• [Interface Role]：デバイスのインターフェイスを識別する名前パターンのグループ。

• [Service Group]：プロトコルとポートの定義。たとえば、ポート 80の TCPトラフィックの場
合は TCP/80。

• [Time range]：ポリシーの有効期間を制限するか、またはポリシーが有効な時刻と曜日を定義
する時間範囲を定義します。

ASA と CXのポリシーオブジェクト（マルチデバイスモードのみ）

次のオブジェクトは、ASAとCXの両方のポリシーに使用できます。 これらのオブジェクトは、
マルチデバイスモードでのみ使用可能です。ただし、これらのオブジェクトを CXポリシーで使
用し、CXをシングルデバイスモードに戻した場合、これらのオブジェクトはデバイスで使用可
能で、そこで編集および削除できますが、新しいオブジェクトは作成できません。

• [Network object group]：ホストおよびネットワークを識別する 1以上の IPアドレス。 他のオ
ブジェクトも参照できます。

• [Network]：ホスト、ネットワーク、またはアドレスの範囲を定義する単一値。 値は、アド
レスでも、完全修飾ドメイン名（FQDN）でもかまいません。これらのオブジェクトでオブ
ジェクト NATを定義できます。

• [Service]：プロトコルまたはプロトコル/ポートなど、サービスを定義する単一値。
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ASA-only ポリシーオブジェクト（マルチデバイスモードのみ）

次のオブジェクトは ASAポリシーだけで使用できます。

• [ASAIdentityObject]：アイデンティティベースのファイアウォールルールで使用するユーザ
名またはグループ名を定義します。

ポリシーオブジェクトの設定

ポリシーオブジェクトは、[Policy Objects]ページから直接設定することも、ポリシーを設定する
ときに設定することもできます。どちらの方式でも同じ結果となり、新規または更新されたオブ

ジェクトが作成されるので、その時点で適した方法を使用します。

事前定義システムオブジェクトの内容は、表示可能ですが編集できません。（注）

手順

ステップ 1 オブジェクトを作成または編集するためのフォームを開くには、次のいずれかを実行します。

•オブジェクトを直接作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want to] > [AddObject
Type]を選択します。

•オブジェクトを直接編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェクトの上に
マウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

•ポリシーを作成または編集中にオブジェクトを作成するには、オブジェクトを追加するフィー
ルドをクリックし、ドロップダウンリストの下部にある [Create New Object]を選択します。
フィールドに複数のオブジェクトタイプを入力した場合は、オブジェクトのプロパティを入

力する前に、[Object Type]フィールドでタイプを選択します。

•ポリシーを編集中にオブジェクトを編集するには、オブジェクトの詳細フォームを開く必要
があります。詳細フォームの [Edit Object]ボタンをクリックすると、オブジェクトの定義を
編集できます。

•オブジェクトがポリシーですでに指定されている場合は、オブジェクト名をクリックし
ます。

•オブジェクトが指定されていない場合は、オブジェクトを追加するフィールドの空白部
分をクリックして使用可能なオブジェクトのリストを開き、そのリストで該当するオブ

ジェクトを見つけ、オブジェクト横の [View Details]リンクをクリックしてください。

ステップ 2 オブジェクトタイプに基づいてさまざまなオブジェクトのプロパティを入力します。オブジェク

トタイプの詳細については、リファレンストピックを参照してください。

少なくとも、オブジェクトの名前を入力します。名前は、選択したタイプのオブジェクト間だけ

ではなく、すべてのタイプのオブジェクト間で固有のものにする必要があります。既存のオブ
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ジェクトの名前を変更すると、そのオブジェクトを参照しているすべてのポリシーオブジェクト

またはポリシーでもオブジェクト名が変更されます。

オブジェクトに許可リストとブロックリストの両方が含まれている場合、ブロックリストは許可

リストの内容だけに関連したものとなり、許可リストの基準と一致する項目が除外対象となりま

す。許可リストの一般的なデフォルト値はAnyで、許可プロパティに何も指定しない場合にだけ
使用されます。いずれかの許可プロパティに何らかの項目を指定すると、その他のプロパティの

デフォルトは削除され、明示的に値を入力しない限り、そのプロパティは無視されます。

オブジェクトに複数の値を入力できます。これらの値は明示的に ANDが指定されない
限り、OR関係と判断されます。したがって、指定された項目のいずれかにトラフィッ
クが一致すれば、そのトラフィックはオブジェクトと一致することになります。一般

的に、オブジェクトには値を入力したり、他の既存オブジェクトをネストできるフィー

ルドが複数あります。たとえば、URLオブジェクトで、特定の URL、Webカテゴリお
よび他の URLのオブジェクトの組み合わせを入力できます。空白のままのフィールド
は無視されます。

ヒント

ステップ 3 変更を保存するには、[Save Object]をクリックします。

デバイスのオブジェクトの内容のカスタマイズ

（マルチデバイスモードのみ）。単一オブジェクトで異なるデバイスに対して異なる値を定義す

るために、オブジェクトのオーバーライドを作成できます。

そのため、ほとんどのデバイスに定義を適用できるオブジェクトを作成し、若干異なる定義を必

要とする少数のデバイスについてオブジェクトを変更することが可能です。オブジェクトオー

バーライドでは、デバイス全体で使用する共有ポリシーの小さなセットを作成し、個々のデバイ

スに対して必要に応じてポリシーを変更することが可能です。

たとえば、各サイトごとにより制限的なアクセス要件を管理ネットワークに適用する場合があり

ます。このネットワークのネットワークアドレスがサイトによって異なる場合、管理ネットワー

クと呼ばれる単一のネットワークオブジェクトを作成し、デバイスごとにオーバーライドを作成

してローカル管理ネットワークアドレスを指定します。つまり、各サイトの管理ネットワークに

同じサービスを提供する単一のオブジェクトおよび単一のポリシーを作成できます。

デバイスは、すべてのオブジェクトをカスタマイズできるわけではありません。オブジェクトで

[Overrides]セクションが表示されない場合、デバイスごとに異なる値を定義するには、個別のオ
ブジェクトとポリシーを作成する必要があります。

手順

ステップ 1 [Components] > [Objects]を選択します。

ステップ 2 オブジェクトの上にマウスを置き、[Edit Object]をクリックします。
新しいオブジェクトを作成するときに、オーバーライドを定義することもできます。

ステップ 3 [Overrides]セクションで、次のいずれかを実行します。
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•オーバーライドを追加するには、[Add+]ボタンをクリックし、オーバーライドを定義するデ
バイスを選択して、目的の値を入力します。

•既存のオーバーライドを編集するには、リストで開き、変更を加えます

•オーバーライドを削除するには、オーバーライドの右にあるゴミ箱アイコンをクリックしま
す。

ステップ 4 [Save Object]をクリックします。

オブジェクトのインポート

（マルチデバイスモードのみ）。サポートされるネットワーク管理アプリケーションからエクス

ポートする特定のタイプのオブジェクトをインポートできます。サポートされている特定のアプ

リケーション、オブジェクト・タイプの詳細については、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-next-generation-firewall-services/products-release-notes-list.htmlhttp:/
/www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-next-generation-firewall-services/products-release-notes-list.html
にあるリリースノートを参照してください。

インポートしたオブジェクトによってコンフィギュレーションデータベースの既存のオブジェク

トがオブジェクト名だけに基づいて更新されるかどうかは、次の複雑な要因によって異なります。

•同じ名前のオブジェクトがデータベースに存在しない場合、オブジェクトがインポートされ
ます。内部的には、オブジェクトはインポートしたオブジェクトとしてマークされます。

•同じ名前のオブジェクトがデータベースに存在し、そのオブジェクトがインポートしたオブ
ジェクトとしてまだマークされている場合、オブジェクトの定義がインポートされた定義に

置き換えられます。そのため、他のアプリケーションのオブジェクトを更新し、PRSMにエ
クスポートすると、オブジェクトのPRSMバージョンを更新して他のアプリケーションの定
義と揃えることができます。

•同じ名前のオブジェクトがデータベースに存在するが、PRSMでそのオブジェクトを編集し
ている場合、インポートしたオブジェクトは既存のオブジェクトと競合すると見なされま

す。インポートしたオブジェクトにサフィックスを追加するように求められるか、またはサ

ポートされている場合、デバイスレベルのオーバーライドを作成するように求められます。

PRSMデータベースのオブジェクトは変更されません。

•インポートされたオブジェクトに、定義されたデバイスレベルのオーバーライドがある場
合、これらのオーバーライドはPRSMで保持されません。代わりに、オーバーライドごとに
一意のオブジェクトが作成されます。

この動作を次の表に要約します。
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アクション

オブジェクトを PRSM
で編集した

インポートしたオブ

ジェクトの名前が

PRSMにある

オブジェクトがインポートされます。該当なしNo

PRSMオブジェクトは、インポートしたオブ
ジェクトの内容で更新されます。

NoYes

インポートされたオブジェクトの名前にサ

フィックスを追加するように求められます。

PRSMオブジェクトは変更されません。

YesYes

はじめる前に

サポートされるアプリケーションの機能を使用してオブジェクトをエクスポートします。

Cisco Security Managerでは、オブジェクトタイプの列を含むをオプションをイネーブルにする必
要があります（-g true）。サービスオブジェクトの場合、PRSMはポートリストをサポートして
いないため、ポートリストオブジェクトをそのコンテンツに対してフラット化するオプションも

含む必要があります（-e true）。たとえば、次のコマンドを使用して、サービスオブジェクトを
エクスポートできます（完全で最新の使用方法に関する情報については、CSMのユーザガイドを
参照してください）。

C:\CSCOpx\bin> perl PolicyObjectImportExport.pl -u admin –p admin -o export
-t Service –e true –g true -f C:\csmServices.csv

オブジェクトをエクスポートしてから、インポートすると、他のアプリケーションから PRSMに
直接アクセスできる場合があります。詳細については、他のアプリケーションのマニュアルを参

照してください。アプリケーションによって、CSVまたは JSON形式でオブジェクトをエクス
ポートします。 Cisco Security Managerは CSV（カンマ区切り値）を使用します。

手順

ステップ 1 [Components] > [Objects]を選択します。

ステップ 2 [I Want To] > [Import external objects]を選択します。
まだ保存されていない保留中の変更がある場合、続行する前にこれらの変更を保存する必要があ

ります。 [Go to Pending Changes]をクリックし、[Commit and Deploy changes]ページを開き、変更
を保存します。このページに戻り、プロセスを再開できます。

ステップ 3 [Import Objects]ウィンドウで [Browse]をクリックして、エクスポートされたオブジェクトを含む
ファイルを選択します。

ステップ 4 [Import]をクリックします。
PRSMはファイルの内容を評価し、すでにデータベースで定義されているオブジェクトと比較し
ます。インポートしたオブジェクトとデータベースのオブジェクトが同じ名前で、内容が異なる

競合がある場合、その競合が表示されます。競合を処理し、続行する方法を選択します。
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すべてのオブジェクトがすでにインポートされている場合、そのように表示されます。変更は行

われず、ウィザードを閉じることができます。

ステップ 5 プロセスを完了するために、[Commit]をクリックします。
すぐに変更を保存しない場合は、[Commit Later]をクリックします。

ポリシーオブジェクトの削除

不要になったポリシーオブジェクトは削除できますが、次の制限があります。

•事前定義システムオブジェクトは削除できません。

•ポリシーやポリシーオブジェクトなどで現在使用中のオブジェクトは削除できません。オ
ブジェクトを削除する前に、オブジェクトへの参照をすべて削除する必要があります。オブ

ジェクトの [Object Usage]リストを調べて、オブジェクトを使用しているポリシーまたはオ
ブジェクトを確認してください。

手順

ステップ 1 [Components] > [Objects]を選択します。

ステップ 2 削除するオブジェクトの上にマウスを置き、[Delete Object]をクリックします。

ポリシーオブジェクトのリファレンス
ここでは、さまざまなタイプのポリシーオブジェクトについて説明します。

ポリシーオブジェクトの共通プロパティ

次の表に、ほとんどのポリシーオブジェクトに見られるプロパティを示します。各オブジェクト

に固有のプロパティについては、個々のポリシーオブジェクトに関するリファレンス情報を参照

してください。
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表 1：ポリシーオブジェクトの共通プロパティ

説明プロパティ

オブジェクトの名前。

オブジェクトの編集時に名前を変更すると、そのオブジェクトを参照し

ているポリシーまたはオブジェクトでも名前が自動的に変更されます。

Name

オブジェクトのタイプ。ポリシーの編集時にオブジェクトを作成する

場合は、関連付けられているフィールドで、サポートされるオブジェク

トタイプの中から目的のタイプを選択できます。それ以外の場合、こ

の情報は読み取り専用です。

Object Type

オブジェクトの説明。Description

ご使用のサポートシステム（Remedyなど）からのケース IDまたはチ
ケット ID。ネットワークサポートケースに関連する変更を行う場合、
トラッキング用にここにチケット IDを入力できます。新しい IDを入
力するか、保留中の変更に使用されている既存の IDから選択すること
ができます。必要なだけの IDを指定します。（すでにコミットされて
いる変更で使用した IDは、このリストに表示されません）

Ticket ID

この項目の識別に役立つ語とフレーズ。たとえば、同じタグを複数の

項目に割り当てると、検索での表示が容易になります。タグでは、ユー

ザが選択した使用例、目的、またはその他の特性を識別できます。こ

れらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。システムやポリ

シーの機能には影響しません。複数のタグを入力（または選択）でき

ます。

Tags

オブジェクトに関する情報は、通常、オブジェクトウィンドウの右側

に表示され、次の情報が含まれています。

• [Status]：オブジェクトの現在の状態。次のものがあります。

• [Pending (New)]：新しいオブジェクトであり、これまでコミッ
トされたことはありません。

• [Pending (Modified)]：前回のコミット以降、オブジェクトが変
更されています。

• [Committed]：オブジェクトはデバイス構成にコミットされて
おり、前回のコミット以降、変更されていません。

• [Created]：オブジェクトが作成された日付、およびオブジェクトを
作成したユーザのユーザ ID。Systemユーザの場合、そのオブジェ
クトが事前定義システムオブジェクトであることを示します。シ

ステムオブジェクトは変更または削除もできません。

Object Information
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説明プロパティ

同じオブジェクトタイプの 1つ以上の既存オブジェクト。このフィー
ルドをクリックすると、既存オブジェクトのドロップダウンリストが

開きます。このリストは、入力によりスクロールされ、フィルタリング

されます。オブジェクトを指定しなかった場合、またはオブジェクト

内の他のプロパティを指定しなかった場合は、デフォルトの [Any]が適
用されます。ブロックリストのデフォルトは [None]で、いずれのオブ
ジェクトも除外されません。

複数のタイプのオブジェクトを含めることが可能な場合は、ドロップダ

ウン矢印リストからオブジェクトタイプを選択すると、リストを事前

にフィルタリングできます。

Object Type Objects

一部のオブジェクトでは、特定のデバイスのオブジェクトのコンテンツ

にオーバーライドを作成する必要があります。そのため、それぞれの

デバイスに異なるコンテンツを定義する単一オブジェクトを設定できま

す。すべてのオブジェクトでオーバーライドを作成できるわけではあ

りません。

オーバーライドを作成するには、この項を開いて [+ Add]ボタンをク
リックして、オーバーライドを定義するデバイスを選択し、目的の値を

入力します。オーバーライドの右側にあるゴミ箱のアイコンをクリッ

クして、オーバーライドを削除できます。適用するデバイスに必要な

数のオーバーライドを追加できますが、デバイスにつき1つのオーバー
ライドに限られます。

Overrides

（マルチデバイスモー

ドのみ）。

このオブジェクトを使用している、ポリシーおよびオブジェクトについ

ての情報。ポリシー用と他のオブジェクト用のフォルダが別になって

います。そのフォルダの見出しには、このオブジェクトを使用してい

る、ポリシーまたは他のオブジェクトの数が含まれています。フォル

ダの中で、各ポリシーまたはオブジェクトに関する詳細な情報を確認で

きます。

Usage

ネットワークグループとネットワークオブジェクト

ネットワークグループおよびネットワークオブジェクト（まとめてネットワークオブジェクト

と呼ばれる）は、ポリシーのトラフィック一致基準を定義するという目的で、ホストまたはネッ

トワークのアドレスを定義するために使用します。ネットワークオブジェクトには次のタイプが

あります。

• CXネットワークグループ：これらのオブジェクトは、CXのポリシーまたはオブジェクト
でのみ使用できます。
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•ネットワークグループまたはネットワークオブジェクト：（マルチデバイスモードのみ）。
これらのオブジェクトは、ASAと CXのポリシーまたはオブジェクトの両方で使用できま
す。 これらのオブジェクトは、マルチデバイスモードでのみ使用可能です。ただし、これ

らのオブジェクトをCXポリシーで使用し、CXをシングルデバイスモードに戻した場合、
これらのオブジェクトはデバイスで使用可能で、そこで編集および削除できますが、新しい

オブジェクトは作成できません。

次の項では、さまざまなネットワークオブジェクトについて説明します。

CX ネットワークグループ
CXのネットワークグループは、CXポリシーのトラフィック一致基準を定義するという目的で、
ホストまたはネットワークのアドレスを定義するために使用します。

CXのネットワークグループオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くの
ポリシーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ,
（9ページ）を参照してください。

許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。
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IP Addresses

IPアドレスのリスト。少なくとも 1つの IPアドレスまたはネットワークオブジェクトグ
ループを指定する必要があります。

アドレスは次の形式で入力できます。

•ホストの IPアドレス。次のいずれか。

•標準 IPv4アドレス（10.100.10.10など）。

•圧縮形式の IPv6アドレス。この形式では、連続する 0フィールドが 2つのコロン
（::）に置き換られます（2001:DB8::0DB8:800:200C:417Aなど）。

•非圧縮形式の IPv6アドレス（2001:DB8:0:0:0DB8:800:200C:417Aなど）。これら
のアドレスは圧縮形式に変換されます。

•ネットワークアドレス。次のいずれか。

•サブネットマスクを含む IPv4ネットワーク（10.100.10.0/24、
10.100.10.0/255.255.255.0など）。

•プレフィックスを含む IPv6ネットワーク（2001:DB8:0:CD30::/60など）。

• IPv4アドレス範囲。範囲の先頭と末尾のアドレスをハイフンで区切る
（10.100.10.5-10.100.10.10など）。先頭のアドレスは、2番目のアドレスよりも小さい
数値にする必要があります。

Network Objects

グループオブジェクトに含めるオブジェクト（ある場合）。 CXのネットワークグループ
には次のオブジェクトタイプを含めることができます。CXのネットワークグループ、ネッ
トワークグループ、ネットワークオブジェクト。

ナビゲーションパス

• CXのネットワークグループオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択
し、[I want to] > [Add ASA CX Network Group]を選択します。

• CXネットワークグループオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、
オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX
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ネットワークオブジェクトグループ

ネットワークオブジェクトグループは、ASAとCXの両方のポリシーのトラフィック一致基準を
定義するという目的で、ホストまたはネットワークのアドレスを定義するために使用します。

ネットワークオブジェクトグループには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリ

シーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （
9ページ）を参照してください。

Hosts/Networks

ホストまたはネットワークの IPv4または IPv6アドレス。アドレスの範囲を含めることはで
きません。アドレスは次の形式で入力できます。

•ホストの IPアドレス。次のいずれか。

•標準 IPv4アドレス（10.100.10.10など）。

•圧縮形式の IPv6アドレス。この形式では、連続する 0フィールドが 2つのコロン
（::）に置き換られます（2001:DB8::0DB8:800:200C:417Aなど）。

•非圧縮形式の IPv6アドレス（2001:DB8:0:0:0DB8:800:200C:417Aなど）。これら
のアドレスは圧縮形式に変換されます。

•ネットワークアドレス。次のいずれか。

•サブネットマスクを含む IPv4ネットワーク（10.100.10.0/24、
10.100.10.0/255.255.255.0など）。

•プレフィックスを含む IPv6ネットワーク（2001:DB8:0:CD30::/60など）。

ネットワークオブジェクト/グループ

グループに含めるオブジェクト（ある場合）。ネットワークオブジェクトグループには、

ネットワークオブジェクトグループ、ネットワークグループというタイプのオブジェクト

を含めることができます。 CXネットワークグループオブジェクトを含めることはできま
せん。

ナビゲーションパス

•ネットワークオブジェクトグループを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I
want to] > [Add Network Object Group]を選択します。

•ネットワークオブジェクトグループを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オ
ブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント
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サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

• ASA

Network Objects
ネットワークオブジェクトは、ASAと CXの両方のポリシーのトラフィック一致基準を定義する
という目的で、ホストまたはネットワークのアドレスを定義するために使用します。

完全修飾ドメイン名（FQDN）または IPv6アドレス範囲を含める場合、CXポリシーでネット
ワークオブジェクトを使用することはできません。すでに CXポリシーでネットワークオブ
ジェクトを使用している場合、FQDNまたは IPv6範囲を含むように編集できません。

（注）

基本オブジェクトの内容

ネットワークオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオブ

ジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ペー
ジ）を参照してください。

IP Address / FQDN

単一アドレス値、次のいずれか。

•ホストの IPアドレス。次のいずれか。

•標準 IPv4アドレス（10.100.10.10など）。

•圧縮形式の IPv6アドレス。この形式では、連続する 0フィールドが ::に置き換ら
れます（2001:DB8::0DB8:800:200C:417Aなど）。

•非圧縮形式の IPv6アドレス（2001:DB8:0:0:0DB8:800:200C:417Aなど）。これら
のアドレスは圧縮形式に変換されます。

•ネットワークアドレス。次のいずれか。

•サブネットマスクを含む IPv4ネットワーク（10.100.10.0/24、
10.100.10.0/255.255.255.0など）。

•プレフィックスを含む IPv6ネットワーク（2001:DB8:0:CD30::/60など）。

• IPv4または IPv6アドレス範囲。範囲の先頭と末尾のアドレスをハイフンで区切る。先
頭のアドレスは、2番目のアドレスよりも小さい数値にする必要があります。
（10.100.10.5-10.100.10.10 or 2001:DB8:0:CD30::1-2001:DB8:0:CD30::FFFFなど）。

•完全修飾ドメイン名（FQDN）、server.example.comなどの DNSホスト名。
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ナビゲーションパス

•ネットワークオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want to] >
[Add Network Object]を選択します。

•ネットワークオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェク
トの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

• ASA

サービスグループオブジェクト

サービスグループオブジェクトは、プロトコルとポートまたは ICMPサービスに基づいてトラ
フィックパターンを定義するために使用します。特に、ポートまたはポート範囲、あるいは ICMP
サービスを対象とする場合に、これらのオブジェクトを使用します。特定の接続セッションで使

用されるポートにかかわらず、必ず、特定のアプリケーションを対象とする必要がある場合は、

アプリケーションオブジェクトの使用を検討してください。サービスグループには、ファイア

ウォールルール用の従来のポートベースの一致基準が用意されています。

次の 2つのタイプのサービスオブジェクトがあります。

•サービスグループ：これらのオブジェクトは、ASAまたはCXのポリシーまたはオブジェク
トで使用できます。

•サービスオブジェクト：（マルチデバイスモードのみ）。これらのオブジェクトは、ASA
またはCXのポリシーまたはオブジェクトで使用できます。これらのオブジェクトは、マル
チデバイスモードでのみ使用可能です。ただし、これらのオブジェクトをCXポリシーで使
用し、CXをシングルデバイスモードに戻した場合、これらのオブジェクトはデバイスで
使用可能で、そこで編集および削除できますが、新しいオブジェクトは作成できません。

サービスオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオブジェ

クトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ページ）を
参照してください。

サービス

サービスのリスト。デフォルトの [Any]は、サービスまたはサービスオブジェクトを指定
しない場合に適用されます。除外リストのデフォルトは [None]で、いずれのサービスも除
外されません。サービスを指定する方法の詳細については、次を参照してください。
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Service Objects（サービスグループオブジェクトのみ）。

オブジェクトグループに含めるサービスオブジェクト（ある場合）。マルチデバイスモー

ドでは、サービスオブジェクトを選択することもできます。

サービスの指定

次の形式でサービスを入力できます。

TCPポートまたは UDPポート

次のいずれかになります。

• {TCP| UDP}[/destination_port_or_range]

• {TCP| UDP}[/source_port_or_range/destination_port_or_range]

値は次のとおりです。

•プロトコルは TCPまたは UDPです。 TCPおよび UDPポートを個別に指定する必要
があります。

• destination_port_or_rangeは単一ポート（80など）またはポートの範囲（80-100など）
で、トラフィックの宛先ポートを定義します。宛先ポートを指定しない場合、オブジェ

クトは送信元ポートの要件を満たす任意のトラフィックに、宛先ポートに関係なく適

用されます。たとえば、tcp/80と指定します。

• source_port_or_rangeは、単一ポート（80など）またはポートの範囲（80-100など）
で、トラフィックの送信元で使用されるポートを定義します。送信元ポートを指定す

るには、宛先ポートを指定する必要があります。ポートを指定しなかった場合、ポー

トにかかわらず、そのプロトコルのすべてのトラフィックに対してオブジェクトが適

用されます。たとえば、tcp/8080/80と指定します。

•ポート番号と共に演算子を含めることができます。lt（より小さい）、gt（より大き
い）、eq（等しい）、range start end（等しくない）、または range start end。たとえ
ば、TCP/lt 400となります。

IPプロトコル

{IP| protocol}

一般的なプロトコル名（IP、GRE、AH、ESPなど）、またはプロトコルに関連付けられた
番号（AHは51など）を入力します。番号を入力した場合、オブジェクトを保存した後で、
広く知られているプロトコル名または _protocolnumberに変換されます。 IP/プロトコルとい
う形式で番号を入力することもできます。 IPプロトコル番号については、『Protocol
Numbers』（http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xml）を参照し
てください。
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ICMPサービス

{ICMP| ICMP6}[/message_number]

値は次のとおりです。

•プロトコルは ICMPまたは ICMP6です（IPv6の場合）。

• message_numberは ICMPメッセージタイプ（1～ 255）です。エコー要求などの一般
的な ICMPコマンドに関連付けられている番号を調べるには、ICMPの参考資料を参照
してください。

事前定義サービスグループ

一般的なプロトコルと ICMPと ICMPv6メッセージをカバーする多くの定義済みサービスグルー
プがあります。対象となるサービスはすべて、システムオブジェクトにより網羅されているはず

です。

ナビゲーションパス

•サービスグループオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want
to] > [Add Service Group]を選択します。

•サービスオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェクトの
上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

• ASA

TCP および UDP のポートキーワード
TCPおよび UDPポートに基づいてサービスを指定するときには、tcp/80のようにポート番号を直
接入力することも、tcp/WWWのようにキーワードを使用することもできます。次の表に、
well-knownポートで使用可能なキーワードの一覧を示します。

キーワードは小文字で入力できますが、変更の保存後は、大文字で表示されます。キーワードを

使用するには、正しいプロトコルを含める必要があります。たとえば、tcp/WWWは機能します
が、udp/WWWは使用して udp/80を示すことはできません。
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ポート番号の詳細については、IANAのWebサイト http://www.iana.org/assignments/port-numbersを
参照してください。

説明

プロトコ

ル

ポート番

号キーワード

エコー。TCP、UDP7echo

廃棄。TCP、UDP9DISCARD

Day time（日時）（RFC 867）。TCP13DAYTIME

キャラクタジェネレータ。TCP19CHARGEN

ファイル転送プロトコル（データポート）。TCP20FTPDATA

ファイル転送プロトコル（コンソールポー

ト）。

TCP21FTP

セキュアシェル。TCP22SSH

RFC 854 Telnet。TCP23TELNET

シンプルメール転送プロトコル。TCP25SMTP

時刻。UDP37TIME

ホストネームサーバ。UDP42NAMESERVER

Who Is。TCP43WHOIS

Terminal Access Controller Access Control System
Plus（ターミナルアクセスコントローラアク
セスコントロールシステムプラス）。

TCP、UDP49TACACS

DNS（ドメインネームシステム）。TCP、UDP53DOMAIN

ブートストラッププロトコルサーバ。UDP67BOOTPS

ブートストラッププロトコルクライアント。UDP68BOOTPC

Trivial File Transfer Protocol。UDP69TFTP

Gopher。TCP70GOPHER

Finger。TCP79FINGER

ワールドワイドウェブ。TCP80WWW
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説明

プロトコ

ル

ポート番

号キーワード

NICホストネームサーバ。TCP101HOSTNAME

Post Office Protocol（POP）Version 2。TCP109POP2

Post Office Protocol（POP）Version 3。TCP110POP3

Sun Remote Procedure Call。TCP、UDP111SUNRPC

ID認証サービス。TCP113IDENT

Network News Transfer Protocol。TCP119NNTP

Network Time Protocol（ネットワークタイムプ
ロトコル）。

UDP123NTP

NetBIOSネームサービス。UDP137NETBIOSNS

NetBIOSデータグラムサービス。UDP138NETBIOSDGM

NetBIOSセッションサービス。TCP139NETBIOSSSN

Internet Message Access Protocolバージョン 4。TCP143IMAP4

簡易ネットワーク管理プロトコル。UDP161SNMP

簡易ネットワーク管理プロトコル（トラッ

プ）。

UDP162SNMPTRAP

X Display Manager Control Protocol。UDP177XDMCP

ボーダーゲートウェイプロトコル（RFC
1163）。

TCP179BGP

インターネットリレーチャットプロトコル。TCP194IRC

DNSIX Session Management Module Audit
Redirector。

UDP195DNSIX

Lightweight Directory Access Protocol。TCP389LDAP

モバイル IPエージェント。UDP434MOBILEIP

HTTP over SSL。TCP443HTTPS
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説明

プロトコ

ル

ポート番

号キーワード

Protocol IndependentMulticast、逆パスフラッド、
デンスモード。

TCP、UDP496PIMAUTORP

Internet Security Association and Key Management
Protocol。

UDP500ISAKMP

リモートプロセスの実行。TCP512EXEC

新しいメールの受信をユーザに通知するため

に、メールシステムが使用。

UDP512BIFF

リモートログイン。TCP513LOGIN

Who。UDP513WHO

cmdは自動認証機能がある点を除いて、execと
同様。

TCP514CMD

システムログ。UDP514SYSLOG

ラインプリンタデーモン（プリンタスプー

ラー）。

TCP515LPD

Talk。TCP、UDP517TALK

ルーティング情報プロトコル。UDP520RIP

UNIX間コピープログラム。TCP540UUCP

KLOGIN。TCP543KLOGIN

Kornシェル。TCP544KSHELL

ライトウェイトディレクトリアクセスプロト

コル（SSL）。
TCP636LDAPS

[Kerberos]。TCP、UDP750KERBEROS

IBM Lotus Notes。TCP1352LOTUSNOTES

Citrix Independent Computing Architecture（ICA）
プロトコル。

TCP1494CITRIXICA

構造化照会言語ネットワーク。TCP1521SQLNET
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説明

プロトコ

ル

ポート番

号キーワード

RemoteAuthenticationDial-InUser Service（リモー
ト認証ダイヤルインユーザサービス）。

UDP1645RADIUS

リモート認証ダイヤルインユーザサービス（ア

カウンティング）。

UDP1646RADIUSACCT

H.323発呼信号。TCP1720H323

ポイントツーポイントトンネリングプロトコ

ル。

TCP1723PPTP

Computer Telephony Interface Quick Buffer
Encoding。

TCP2748CTIQBE

America Online。TCP5190AOL

SecureID over UDP。UDP5510SECUREIDUDP

pcAnywhereデータ。TCP5631PCANYWHEREDATA

pcAnywhereステータス。UDP5632PCANYWHERESTATUS

CX アイデンティティオブジェクト
CXアイデンティティオブジェクトは、個々のユーザ、ユーザグループ、またはユーザとグルー
プの組み合わせを指定するために使用します。

オブジェクトに含めるユーザまたはグループの名前を入力するときには、入力を自動的に補完す

るためのクエリーが作成され、システムに定義済みの全レルムに設定されているディレクトリか

ら、一致するユーザまたはグループの名前のリストが取り出されます。取り出されたリストから

目的の名前を選択します。 CXアイデンティティオブジェクトを作成する前に、レルムを定義す
る必要があります。

CXアイデンティティオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシー
オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9
ページ）を参照してください。
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許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。

グループ

ユーザグループ名のリスト。ユーザまたはアイデンティティオブジェクトをまったく指定

しなかった場合、デフォルトの [Any]が適用されます。ブロックリストのデフォルトは
[None]で、いずれのグループも除外されません。

グループ名には大文字と小文字の区別はありませんが、Realm\group_nameという形式でレ
ルム名を含める必要があります。たとえば、Marketingというグループが、Corporateレルム
としてシステムに定義済みのディレクトリ内に定義されている場合、Corporate\Marketingと
指定します。

ユーザ

ユーザ名のリスト。名前またはアイデンティティオブジェクトをまったく指定しなかった

場合、デフォルトの [Any]が適用されます。ブロックリストのデフォルトは [None]で、い
ずれのユーザも除外されません。

ユーザ名には大文字と小文字の区別はありませんが、Realm\user_nameという形式でレルム
名を含める必要があります。たとえば、Corporate\user1のようにします。

事前定義システムオブジェクト

次の事前定義システムオブジェクトが使用可能です。

•ゲストユーザ：このオブジェクトでは、認証、ゲストアクセスを有効にしたアイデンティ
ティポリシー違反したユーザに一致します。ゲストユーザが未知のユーザのサブセットで

す。
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• [KnownUsers]：ユーザがアクティブ認証された場合、CDAまたはADエージェントから取得
したユーザの IPアドレスに対するパッシブマッピングが存在する場合、このオブジェクト
は、アイデンティティを使用できる全ユーザと一致します。

• [UnknownUsers]：このオブジェクトは、既知ユーザオブジェクトに一致しなかったユーザ、
つまり、ユーザマッピングが使用できない IPアドレスと一致します。

ナビゲーションパス

• CXアイデンティティオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I
want to] > [Add CX Identity Object]を選択します。

• CXアイデンティティオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オ
ブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

URL オブジェクト
URLオブジェクトは、Webドメインまたはサーバ（example.com、www.example.comなど）のWeb
URLリソース（HTTPまたはHTTPSのみ。http://example.com/gamesなど）、およびWeb（URL）
カテゴリを指定するために使用します。これらのオブジェクトを使用すると、Webブラウジング
に関するアクセプタブルユースポリシーを実施できます。

URLオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオブジェクト
に共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ページ）を参照
してください。
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許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。
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URL

個々のWebベース URLのリスト。カテゴリまたは URLオブジェクトをまったく指定しな
かった場合、デフォルトの [Any]が適用されます。除外リストのデフォルトは [None]で、
いずれのURLも除外されません。ドメイン名またはサーバ名のみを含むURLを指定して、
ドメイン上の全サーバ、または指定のサーバにある全ページに適用することも、特定のWeb
ページへのパスを含めて、同じサイト上でホストされているページを区別することもできま

す。プロトコルは含めないでください。たとえば、http://www.example.comではなく
www.example.comまたは example.comとします。 HTTPおよび HTTPSがこれらの URLと一
致する唯一のプロトコルです。

ドメイン内の全サーバを同じように扱う場合は、example.comのようにドメイン名だけを入
力します。これにより、このオブジェクトは、www.example.com、games.example.com、
photos.example.comなどに適用されます。

特定の URLを入力する方法の詳細については、次のヒントを参照してください。

復号化ポリシーで使用する URLオブジェクトを設定する際には、パ
ス情報を含めないでください。トラフィックが URLオブジェクトと
一致するかどうか評価する際に、復号化ポリシーではパス情報を含ん

だすべての URLを完全に無視します。オブジェクトに、ドメイン名
だけの URLと、パスが含まれる URLが混在している場合、復号化ポ
リシーはそのオブジェクトを、ドメイン名だけを指定した URLのみ
が含まれるものとして扱います。アクセスポリシーに応じたオブジェ

クトを設定する際には、暗号化されたトラフィック（復号化ポリシー

でフローが復号化されていないもの）または HTTPSではない復号化
されたフローに対して、パスを照合できないことに注意してくださ

い。こうした場合、アクセスポリシーではドメイン名のみが指定され

た URLが照合されます。

ヒント

Webカテゴリ

Webカテゴリのリスト。目的のカテゴリをカテゴリリストからすべて選択します。

カテゴリを許可または除外するということは、そのカテゴリに属するすべてのWebサイト
を許可または除外することになります。URLまたはURLオブジェクトをまったく指定しな
かった場合、デフォルトの [Any]が適用されます。ブロックリストのデフォルトは [None]
で、いずれのカテゴリも除外されません。

まだ分類されていない URLに一致させるには Uncategorized選択します。

URL 入力のヒント

ドメイン名および URLのパス名により、ソフトウェアを区別できます。パスとは、URLの中の
最初のスラッシュ「/」よりも右側の文字列です。たとえば、www.example.com/us/の場合、パス
は「us/」です。ドメインのみのURLと、ドメインとパスを組み合わせたURLには大きな違いが
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あります。パスを含む URLには、復号化ポリシーは一致しません。次の各指定は等価であり、
いずれもパス情報を含むものとは見なされません。

www.example.com
www.example.com/
www.example.com/*

Web上の複数のページに該当するURLパターンを作成するために、次のワイルドカードを使用で
きます。

• *（アスタリスク）：ゼロ文字以上の文字と一致します。たとえば、www.example.com/us/*
は、www.example.com/us/というWebサーバスペース上の全Webページと一致します。

• ^（キャレット）：URLの先頭に指定して、そのキャレットの後の文字列でURLが始まるこ
とを示します。たとえば、^www.example.comは、www.example.comで始まる全Webページ
と一致します。 ^www.example.comと www.example.comの違いは、www.example.comの場合
は、「www.example.com」の前に修飾子がある server1.www.example.comといった他のサイト
にも一致するという点です。

• $（ドル記号）：URLの最後に指定して、その $の前の文字列でURLが終わることを示しま
す。たとえば、/index.html$は、index.htmlという名前のページを指す全URLに一致します。

次に、一般的な一致を得るためのヒントを示します。

•特定のドメインの全ホストと一致：完全修飾ホスト名ではなく、ドメイン名を入力します。
たとえば、example.comは、example.comだけではなくwww.example.com、photos.example.com、
finance.example.comなどとも一致します。 example.com$も同じ一致結果になります。この場
合の $の範囲はドメイン名に限定されるため、example.comサイト上の特定のパスに対する
要求が一致しなくなるわけではありません。

• 1台のホストと一致：^finance.example.comのように URLの入力を ^で始めます。こうする
と finance.example.comホストのみが一致します。games.example.com、
quotes.finance.example.com、または example.comは一致しません。

•名前が似たホストのグループと一致：他の文字があってもよいことを示すためにアスタリス
クを使用します。たとえば、example.co.*は、www.example.co.us、example.co.ukなどを含
め、「example.co.」文字列を含む全サーバと一致します。この場合、サイト名の先頭に他の
修飾子があってもよく、また、文字列の最後に（無限の文字列の）他の修飾子があっても許

容されます。このようにアスタリスクを使用する場合は、必要以上に一致することがあるた

め注意してください。たとえば、example.co*は example.commercialbank.comと一致します。

事前定義システムオブジェクト

次の事前定義システムオブジェクトが使用可能です。

•学校向けYouTube：教材を渡すために学校にYouTubeで使用されるドメインを定義します。
学校または所属 IDを挿入するヘッダー挿入のプロファイルを作成する場合は、このオブジェ
クトを使用します。
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ナビゲーションパス

• URLオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want to] > [AddURL
Object]を選択します。

• URLオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェクトの上に
マウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

ライセンス要件

このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効なWeb Security Essentialsライセンス
が必要です。

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

ユーザエージェントオブジェクト

HTTP要求の作成に使用されたエージェントのタイプ。HTTPパケットヘッダーのユーザエージェ
ントフィールドに示されます。たとえば、ブラウザのタイプ（Internet Explorer、Firefoxなど）が
あります。これらのオブジェクトを使用すると、ネットワークへのアクセスに使用されているデ

バイスに基づいてポリシーを調整できます。たとえば、認証を要求するアイデンティティポリ

シーから、アクティブ認証のプロンプトに対応できないユーザエージェントを明示的に除外する

ことができます。

ユーザエージェントオブジェクトは、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシー

オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9
ページ）を参照してください。
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許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。

ユーザエージェント

ユーザエージェントのリスト。入力する文字列は、HTTPパケットヘッダーのユーザエー
ジェントフィールドに含まれているどの部分であってもかまいません。ユーザエージェン

トオブジェクトをまったく指定しなかった場合、デフォルトの [Any]が適用されます。ブ
ロックリストのデフォルトは [None]で、いずれのユーザエージェントも除外されません。

アスタリスク（*）を、0個以上の文字と一致するワイルドカード文字として使用できます。
たとえば、Mozilla/* Gecko/* Firefox/は、あらゆるバージョンの Firefoxブラウザと一致しま
す。

事前定義システムオブジェクト

多数の事前定義ユーザエージェントオブジェクトがあります。対象となるエージェントはすべ

て、システムオブジェクトにより網羅されているはずです。これら既存のオブジェクトを構築ブ

ロックとして使用して、さまざまなタイプのユーザエージェントに適用される独自のユーザエー

ジェントオブジェクトを作成できます。

NTLMBrowsers事前定義オブジェクトは、NTLM認証要求に対応できるメインブラウザを示しま
す。

ナビゲーションパス

•ユーザエージェントオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I
want to] > [Add User Agent Object]を選択します。

•ユーザエージェントオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブ
ジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。
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ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

アプリケーションオブジェクト

アプリケーションオブジェクトは、個々のアプリケーションまたはアプリケーションタイプを指

定するために使用します。特定の接続セッションで使用されるポートにかかわらず、トラフィッ

クインスペクションによりアプリケーションを特定できます。これらのオブジェクトを使用する

と、プロトコルとポートに基づく従来のサービス定義の代わりに、セッションで使用されている

アプリケーションまたはアプリケーションタイプに基づいてポリシーを調整できます。

アプリケーションオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシー

オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9
ページ）を参照してください。

許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。
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アプリケーション名

個々のアプリケーションのリスト。インスペクタが特定可能なアプリケーションのリスト

から、目的のアプリケーションを選択します。対象のアプリケーションがリストされてい

ない場合は、別の名前でリストされていないか探してみてください。ない場合は、サービ

スグループオブジェクトを使用して、従来のプロトコルとポートの指定によりアプリケー

ションを定義する必要があります。デフォルトは、他のフィールドの選択を適用しないと

します。ブロックリストのデフォルトは [None]で、いずれのアプリケーションも除外され
ません。

不明なアプリケーションに対応できるようにUncategorizedアプリケーションを選択します。

アプリケーションタイプ

アプリケーションタイプのリスト。アプリケーションでは一つのアプリケーションタイプ

にマッピングします。アプリケーションタイプのリストから、目的のタイプをすべて選択

します。

アプリケーションタイプを許可または除外するということは、そのタイプに属するすべて

のアプリケーションを許可または除外することになります。デフォルトは、他のフィール

ドの選択を適用しないとします。ブロックリストのデフォルトは [None]で、いずれのタイ
プも除外されません。

アプリケーションタイプが不明なアプリケーションに対応できるように Uncategorizedアプ
リケーションタイプを選択します。

Application Tag

アプリケーションユーザのリストは、あるアプリケーションの追加分類を実行します。ア

プリケーションタイプのリストから、目的のタイプをすべて選択します。アプリケーショ

ンが複数のアプリケーションにタグをマッピングできるするタグとタイプが類似する可能性

があることに注意してください。

アプリケーションタグを含めるまたは除外することはタグに属するすべてのアプリケーショ

ンを含めるか、または除外します。デフォルトは、他のフィールドの選択を適用しないと

します。ブロックリストのデフォルトは [None]で、いずれのカテゴリも除外されません。

ナビゲーションパス

•アプリケーションオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want
to] > [Add Application Object]を選択します。

•アプリケーションオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブ
ジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント
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ライセンス要件

このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Application Visibility and Controlラ
イセンスが必要です。

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

セキュアモビリティオブジェクト

セキュアモビリティオブジェクトは、リモートアクセス VPN接続の作成に使用されたクライア
ントのタイプを指定するために使用します。クライアントのタイプは、AnyConnectSecureMobility
アプリケーションからレポートされます。これらのオブジェクトを使用すると、リモートアクセ

ス VPN接続を経由したネットワークアクセスに使用されているデバイスに基づいてポリシーを
調整できます。

セキュアモビリティオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシー

オブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9
ページ）を参照してください。

許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。

デバイスタイプ

デバイスで実行されているオペレーティングシステム（OS）に基づくデバイスタイプのリ
スト。リストからタイプを選択します。セキュアモビリティオブジェクトをまったく指定

しなかった場合、デフォルトの [Any]が適用されます。ブロックリストのデフォルトは
[None]で、いずれのデバイスタイプも除外されません。
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事前定義システムオブジェクト

[All Remote Devices]という名前の事前定義システムオブジェクトがあります。このオブジェクト
は、リモートアクセス VPN接続で使用されているあらゆるデバイスに一致します。

ナビゲーションパス

•セキュアモビリティオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I
want to] > [Add Secure Mobility Object]を選択します。

•セキュアモビリティオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブ
ジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

アプリケーションサービスオブジェクト

サービスグループ（従来のプロトコルおよび仕様）、アプリケーションの仕様、またはアプリ

ケーションオブジェクトの組み合わせに基づいてアプリケーションを定義するには、アプリケー

ションサービスオブジェクトを使用します。OR結合された複数の組み合わせを作成することに
より、単一のアプリケーションサービスオブジェクトで正確なトラフィックパターンを定義で

きます。

アプリケーションサービスオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くの

ポリシーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ,
（9ページ）を参照してください。
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AND結合された条件から成る行を複数 OR結合したもの

トラフィック一致条件の行を1行以上作成できます。行を追加するには、[AddAnotherEntry]
リンクをクリックします。行を削除するには、行の [DeleteEntry]リンクをクリックします。

一致基準は、次のように評価されます。

• 1つのフィールドに含まれている複数の項目は OR結合されます。たとえば、2つの
サービスグループを指定している場合、トラフィックはオブジェクト1またはオブジェ
クト2に一致する必要があります。トラフィックが、フィールドに含まれる全オブジェ
クトと一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。

• 1行に含まれている複数のフィールドは AND結合されます。たとえば、1行にサービ
スグループ1つとアプリケーションオブジェクトを1つ指定している場合、トラフィッ
クは、そのサービスグループに一致しなければならず、また、そのアプリケーション

オブジェクトにも一致しないと、行が一致したとは見なされません。

•複数の行は OR結合されます。たとえば、条件を独立した 2行で指定している場合、
トラフィックは行 1または行 2と一致する必要があります。トラフィックがすべての
行と一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。少なくとも 1
行が一致すれば、そのトラフィックフローはオブジェクトに一致することになります。

サービスオブジェクト

行のトラフィック一致定義のサービスグループオブジェクト（ある場合）。サービスグ

ループは、トラフィックフローのプロトコルとポート、または ICMPメッセージタイプを
指定したものです。

（マルチデバイスモード）。PRSMをマルチデバイスモードで使
用する際には、ASAで定義されているサービスオブジェクトも使用
できます。サービスグループオブジェクトはASAと CXデバイスの
両方で使用できます。

（注）

アプリケーションオブジェクト、アプリケーションタイプ、またはアプリケーション名

トラフィック一致定義のアプリケーションオブジェクト、またはその他のアプリケーショ

ン詳細（存在する場合）に進みます。ドロップダウン矢印からタイプを選択すると、リス

トを事前にフィルタリングし、あるタイプの項目のみにできます。

ナビゲーションパス

•アプリケーションサービスオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択
し、[I want to] > [Add Application Service Object]を選択します。

•アプリケーションサービスオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択
し、オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

   ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.3 ユーザガイド
34 OL-32018-01-J   

ポリシーオブジェクトの管理

アプリケーションサービスオブジェクト



ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

ライセンス要件

このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Application Visibility and Controlラ
イセンスが必要です。

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

宛先オブジェクトグループ

宛先オブジェクトグループは、ポリシーの宛先フィールドに指定可能なオブジェクトを使用し

て、宛先に関する複雑なトラフィック一致基準を定義するときに使用します。 AND結合された
ネットワークグループと URLオブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条
件が満たされないとトラフィックがポリシーに一致しないようにすることができます。 OR結合
された複数の組み合わせを作成することにより、単一の宛先オブジェクトで正確なトラフィック

宛先パターンを定義できます。

宛先オブジェクトグループには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオブ

ジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ペー
ジ）を参照してください。

AND結合された条件から成る行を複数 OR結合したもの

トラフィック一致条件の行を1行以上作成できます。行を追加するには、[AddAnotherEntry]
リンクをクリックします。行を削除するには、行の [DeleteEntry]リンクをクリックします。

一致基準は、次のように評価されます。

• 1つのフィールドに含まれている複数の項目は OR結合されます。たとえば、2つの
ネットワークグループを指定している場合、トラフィックはオブジェクト 1またはオ
ブジェクト 2に一致する必要があります。トラフィックが、フィールドに含まれる全
オブジェクトと一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。

• 1行に含まれている複数のフィールドは AND結合されます。たとえば、1行にネット
ワークグループ 1つとURLオブジェクトを 1つ指定している場合、トラフィックは、
そのネットワークグループに一致しなければならず、また、そのURLオブジェクトに
も一致しないと、行が一致したとは見なされません。

•複数の行は OR結合されます。たとえば、条件を独立した 2行で指定している場合、
トラフィックは行 1または行 2と一致する必要があります。トラフィックがすべての
行と一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。少なくとも 1
行が一致すれば、そのトラフィックフローはオブジェクトに一致することになります。
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ネットワークオブジェクト

行のトラフィック一致定義のネットワークグループ（ある場合）。ネットワークグループ

とは、トラフィックフローに関連付けられている IPアドレスを指定するものです。

（マルチデバイスモード）。PRSMをマルチデバイスモードで使
用する際には、CXデバイスを含むデバイスで定義されているネット
ワークオブジェクトまたはグループを使用することもできます。ネッ

トワークグループオブジェクトには 2つのタイプがあります。1つは
ASAと CXデバイスの両方で使用できます。もう 1つは CXデバイス
でのみ使用でき、特に CXネットワークグループと呼ばれます。

（注）

URLオブジェクト

行のトラフィック一致定義の URLオブジェクト（ある場合）。 URLオブジェクトとは、
HTTP要求でターゲットとされている URLまたは URLカテゴリを指定するものです。

ナビゲーションパス

•宛先オブジェクトグループを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want to] >
[Add Destination Object Group]を選択します。

•宛先オブジェクトグループを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェク
トの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

ライセンス要件

このタイプのオブジェクトに URLオブジェクトを含めるには、デバイスに有効なWeb Security
Essentialsライセンスが必要です。

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

送信元オブジェクトグループ

送信元オブジェクトグループは、ポリシーの送信元フィールドに指定可能なオブジェクトを使用

して、送信元に関する複雑なトラフィック一致基準を定義するときに使用します。AND結合され
たオブジェクトの定義を作成することにより、全オブジェクトの条件が満たされないとトラフィッ
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クがポリシーに一致しないようにすることができます（このような関係をアクセスポリシー内に

直接作成することはできません）。 OR結合された複数の組み合わせを作成することにより、単
一の送信元オブジェクトグループで正確なトラフィック送信元パターンを定義できます。

送信元オブジェクトグループには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオ

ブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ペー
ジ）を参照してください。

AND結合された条件から成る行を複数 OR結合したもの

トラフィック一致条件の行を1行以上作成できます。行を追加するには、[AddAnotherEntry]
リンクをクリックします。行を削除するには、行の [DeleteEntry]リンクをクリックします。

一致基準は、次のように評価されます。

• 1つのフィールドに含まれている複数の項目は OR結合されます。たとえば、2つの
ネットワークグループを指定している場合、トラフィックはオブジェクト 1またはオ
ブジェクト 2に一致する必要があります。トラフィックが、フィールドに含まれる全
オブジェクトと一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。

• 1行に含まれている複数のフィールドは AND結合されます。たとえば、1行にネット
ワークグループ 1つとユーザエージェントオブジェクトを 1つ指定している場合、ト
ラフィックは、そのネットワークグループに一致しなければならず、また、そのユー

ザエージェントオブジェクトにも一致していないと、行が一致したとは見なされませ

ん。 4つのすべてのフィールドでオブジェクトを選択した場合、トラフィックフロー
は、フィールドごとに、指定されているオブジェクトの少なくとも 1つと一致する必
要があります。

•複数の行は OR結合されます。たとえば、条件を独立した 2行で指定している場合、
トラフィックは行 1または行 2と一致する必要があります。トラフィックがすべての
行と一致する必要はありません（ただし、一致してもかまいません）。少なくとも 1
行が一致すれば、そのトラフィックフローはオブジェクトに一致することになります。

ネットワークオブジェクト

行のトラフィック一致定義のネットワークグループ（ある場合）。ネットワークオブジェ

クトとは、トラフィックフローに関連付けられている IPアドレスを指定するものです。

（マルチデバイスモード）。PRSMをマルチデバイスモードで使
用する際には、CXデバイスを含むデバイスで定義されているネット
ワークオブジェクトまたはグループを使用することもできます。ネッ

トワークグループオブジェクトには 2つのタイプがあります。1つは
ASAと CXデバイスの両方で使用できます。もう 1つは CXデバイス
でのみ使用でき、特に CXネットワークグループと呼ばれます。

（注）
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CXアイデンティティオブジェクト

行のトラフィック一致定義のアイデンティティオブジェクト（ある場合）。アイデンティ

ティオブジェクトとは、トラフィックフローに関連付けられているユーザ名、またはユー

ザが属するユーザグループを指定するものです。

ユーザエージェントオブジェクト

行のトラフィック一致定義のユーザエージェントオブジェクト（ある場合）。ユーザエー

ジェントオブジェクトとは、ブラウザなどの、HTTP要求の作成に使用されたエージェント
を定義するものです。

セキュアモビリティオブジェクト

行のトラフィック一致定義のセキュアモビリティオブジェクト（ある場合）。セキュアモ

ビリティオブジェクトとは、AnyConnect SecureMobilityアプリケーションを使用してリモー
トアクセスVPN接続を作成したときに使用されたクライアントのタイプを指定するもので
す。

ナビゲーションパス

•送信元オブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want to] > [Add
Source Object Group]を選択します。

•送信元オブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェクトの上
にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

ファイルフィルタリングプロファイルオブジェクト

ファイルフィルタリングプロファイルオブジェクトは、ブロックする必要があるファイルアッ

プロードまたはダウンロードのタイプを指定するために使用します。ネットワークアクセスを許

可するアクセスポリシーで、このプロファイルを使用して、ファイル転送のアクセプタブルユー

スポリシーを実施することができます。たとえば、ダウンロードはすべて許可するものの、アッ

プロードはすべて禁止することで、企業内のファイルがネットワークの外に転送されないように

することができます。

アクセスルールにファイルフィルタリングプロファイルを指定しなかった場合は、すべてのファ

イルのアップロードおよびダウンロードが許可されます。
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ファイルフィルタリングプロファイルオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれていま

す。多くのポリシーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共

通プロパティ, （9ページ）を参照してください。

MIME タイプの指定

[Block file downloads]および [Block file uploads]リストには、ユーザにダウンロードまたはアップ
ロードさせないようにする必要があるファイルのMIMEタイプ（Multipurpose Internet Mail
Extensions、または一般的にインターネットメディアタイプ）が含まれます。 application/*などの
一般的なカテゴリや application/pdfなどの特定のタイプを選択します。デフォルトはブランクで、
すべてのファイルのダウンロードとアップロードが許可されます。

選択リストには、サポートされているすべてのMIMEタイプが含まれています。他のタイプは指
定できません。

MIME タイプについて

MIMEタイプはメディアタイプとも呼ばれ、現在扱っているファイルのタイプを示すもので、
Content Typeヘッダーに示されます。多数のMIMEタイプがあります。それぞれのタイプの詳細
については、各タイプが登録されているWikipediaや IANAなどの情報サイトで調べることができ
ます（公式のタイプについては、http://www.iana.org/assignments/media-types/index.htmlを参照して
ください）。MIMEタイプの目的は、ASCII以外のファイルを判別して、電子メールクライアン
トやブラウザなどのファイルを扱うアプリケーションが、ファイルを開くために使用すべきアプ

リケーションを特定できるようにすることです。

このオブジェクトにMIMEタイプを指定する場合、1つのMIMEタイプ全体をターゲットにする
ことも、特定のタイプ/サブタイプをターゲットにすることもできます。メインタイプは次のと
おりです。

• application/*：他のカテゴリに当てはまらない独立したデータ。一般的には特定のタイプのア
プリケーションプログラムで処理されないと、表示または使用できないデータ。この

applicationカテゴリには、コンピュータ関連の言語が含まれるため、転送されたコードがマ
ルウェアだった場合、潜在的なセキュリティホールが開く可能性があります。例としては、

application/pdf（Adobe Acrobatファイル）、application/java、application/postscriptなどがあり
ます。

• audio/*：音声ファイル。audio/mp4や audio/mpegなど。ファイルに動画が含まれている場
合、タイプは audioではなく videoになります。

• image/*：画像またはグラフィックファイル。image/gifや image/jpegなど。

• message/*：カプセル化されたメールメッセージ。message/newsなど。

• model/*：3Dモデルファイル。model/vrmlなど。

• text/*：プレーンテキストおよびリッチテキストを含むテキストファイル。text/plain、
text/html、text/rtf、text/javascriptなど。

• video/*：ビデオファイル。video/quicktimeや video/mpegなど。このメディアタイプには、
同期された音声を含めることができます。たとえば、動画と音を含む一般的なMPEGビデ
オファイルは、video/mpegファイルになります。
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ナビゲーションパス

•ファイルフィルタリングプロファイルオブジェクトを作成するには、[Components]> [Objects]
を選択し、[I want to] > [Add File Filtering Profile]を選択します。

•ファイルフィルタリングプロファイルオブジェクトを編集するには、[Components]> [Objects]
を選択し、オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

Web レピュテーションプロファイルオブジェクト
Webレピュテーションプロファイルオブジェクトは、低レピュテーションゾーンを定義して、
そのゾーンにレピュテーションが該当したWebトラフィックに対して特殊な処理を適用するため
に使用します。

Cisco Threat Operations Centerは、動的な更新と、ASA、IPS、電子メールセキュリティアプライ
アンス、Webセキュリティアプライアンス、およびシステム管理者から取得したアクション可能
な知識を使用して、WebサイトのWebレピュテーションスコアを計算します。Webレピュテー
ションは、コンテキストおよび過去の動作に基づいた統計的な評価で、重要度が異なる多くの要

素を組み合わせて 1つの関連付けられたメトリックにするものです。個人の信用スコアと同様
に、Webレピュテーションは、-10～ 10の段階的なスケールに沿った連続値です。低レピュテー
ションゾーンを定義することで、ユーザにマルウェアを提供する可能性が高い、低レピュテー

ションサイトに対して予防的なゼロデイ保護を実装できます。

レピュテーションベースの処理を実装するには、次のタイプのポリシーにWebレピュテーション
プロファイルを適用します。

•トラフィックを許可するアクセスポリシー。Webレピュテーションプロファイルを追加す
ることで、一致するトラフィックは全般的に許可され、低レピュテーションサイトからのト

ラフィックはすべてドロップされます。 [Allow]アクションがあるアクセスポリシーの一部
またはすべてにプロファイルを適用できます。

•アクションが [Decrypt Potentially Malicious Traffic]の復号化ポリシー。Webレピュテーショ
ンプロファイルを追加することで、ポリシーと一致する低レピュテーションサイトが復号

化され、アクセスポリシーによってトラフィックの内容が認識されます。その後、設定に

従って、アクセスポリシーでトラフィックをドロップできます。トラフィックをドロップ

する、一致するアクセスポリシーがなくても、低レピュテーショントラフィックを復号化

することで、暗号化された TLS/SSLトラフィックフローでは利用できなかったデータがレ
ポートに提供されます。
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アクセスポリシーに対して、デバイスレベルのプロファイルを設定し、ポリシーにそのプロファ

イルを使用させることができます。次に、[Malware Protection][Malware Protection]設定を編集し
て、デフォルトのフィルタリングポリシーを簡単に変更できます。

Webレピュテーションの許可ゾーンおよび拒否ゾーンを設定するには、スライダを目的の位置ま
で移動します。スライダの左側のレピュテーションはすべて低レピュテーションゾーンとなり、

右側はすべて高レピュテーションと見なされるため、特殊な処理を受けません。レピュテーショ

ン分析は、Webページ上のすべての要素に個別に適用されるため、一部の要素がブロックされた
ページが表示される可能性があることに注意してください。たとえば、低レピュテーションゾー

ンに該当するレピュテーションを持つサイトから提供された広告が、ブロックされた状態でペー

ジが表示される可能性があります。

以下は、スコアの一般的なガイドラインです。

-10～ -6

レピュテーションが最も低いゾーンのサイトは、継続的にキーロガー、ルートキット、お

よびその他のマルウェアを配布する専用サイト、またはハイジャックされたサイトです。

フィッシングサイト、ボット、ドライブバイインストーラも含まれます。このレピュテー

ション範囲のサイトは、ほぼ確実に悪意のあるサイトです。

事前定義されているデフォルトのWebレピュテーションプロファイルで、このゾーンは低
レピュテーションゾーンとして定義されています。

-6～ -3

このゾーンのサイトは、攻撃的な広告シンジケートおよびユーザトラッキングネットワー

クの可能性があります。これらのサイトは、悪意がある疑いがありますが、確実ではあり

ません。

-3～ 3

このゾーンのサイトは、管理された信頼できるコンテンツシンジケートネットワークおよ

びユーザが生成したコンテンツサイトの可能性があります。

0～ 5

このゾーンのサイトは、信頼できる動作の歴史がある、または第三者の検証を受けたサイト

です。

5～ 10

このゾーンのサイトは、信頼できる動作の長い歴史があり、トラフィック量が多く、広くア

クセスされているサイトです。

[コンポーネント >網フィルタリングカテゴリサイトの評判を調べると、ネットワークのレ
ピュテーションスコアを確認し >たい[i]を選択します。

ヒント

多くのポリシーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロ

パティ, （9ページ）を参照してください。
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事前定義 Web レピュテーションオブジェクト

[Default web reputation profile]事前定義オブジェクトを使用すると、推奨される低レピュテーショ
ンゾーンが実装されます。

ナビゲーションパス

• Webレピュテーションプロファイルオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]
を選択し、[I want to] > [Add Web Reputation Profile]を選択します。

• Webレピュテーションプロファイルオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]
を選択し、オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

ライセンス要件

このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効なWeb Security Essentialsライセンス
が必要です。

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

NG IPS プロファイルオブジェクト
Next Generation IPS脅威に一致するトラフィックの処理方法を定義するには、NG IPSプロファイ
ルオブジェクトを使用します。次の方法を使用してフィルタリングポリシーを定義するために

これらのオブジェクトを使用できます。

• [Intrusion Prevention]：デフォルトのポリシーを定義する単一のプロファイルを選択します。
また、デバイスレベルのオブジェクトを使用するには、アクセスポリシーを設定する必要が

あります。

•アクセスポリシー：アクセスポリシー内のプロファイルを選択するか、またはデバイスレ
ベルのプロファイルを使用することを指定します。これにより、アクセスポリシーに一致

するトラフィックに適用する Next Generation IPSフィルタリングが定義されます。アクセス
ポリシーで NG IPSプロファイルを指定しない場合、フィルタリングは適用されません。

NG IPSプロファイルには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオブジェク
トに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ページ）を参
照してください。
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脅威ゾーンスライダ

スライダは、3つの異なる脅威ゾーンを定義します。スライダは、危険性が最悪の 100（左
側）から最小の 0（右側）までの脅威スコアに基づいています。次のゾーンを定義するに
は、スライダを移動します。

• [Block and Monitor]（拒否）：このゾーンの脅威を含むトラフィックはドロップされ、
Event Viewerに接続のイベントが表示されます。

• [Allow and Monitor]（アラート）：このゾーンの脅威を含むトラフィックは許可されま
すが、接続のイベントは生成されます。これらの接続をモニタするには、ダッシュボー

ドと Event Viewerを使用できます。

• [Allow and Do Not Monitor]（無視）：このゾーンの脅威を含むトラフィックは許可さ
れ、イベントは生成されません。

脅威の詳細設定

このテーブルに、スライダで定義されたゾーンの例外が定義されます。たとえば、脅威ス

コアに関係なく、常にブロックする必要がある脅威を識別できます。または、脅威が問題

のないと思われ、無視してよい脅威を識別できます。

•脅威を追加するには、例外リストから選択し、脅威に対するアクションを選択して、
[Apply]をクリックします。例外がテーブルに追加されます。

•既存の例外を編集するには、テーブルで検索し、そのエントリに別のアクションを選
択します。

•既存の例外を削除するには、テーブルで検索し、そのエントリに対して [Remove]をク
リックします。

定義済みの NG IPS プロファイルオブジェクト

[Default NG IPS profile]事前定義オブジェクトを使用すると、推奨されるゾーンが実装されます。

ナビゲーションパス

• NG IPSのプロファイルオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I
want to] > [Add NG IPS Profile]を選択します。

• NG IPSのプロファイルオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オ
ブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント
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ライセンス要件

このタイプのオブジェクトを使用するには、デバイスに有効な Next Generation IPSライセンスが
必要です。

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

Header-Injection プロファイル
HTTP要求メッセージに挿入ヘッダーへの挿入ヘッダープロファイルオブジェクトを使用しま
す。

ヘッダーを挿入すると、ヘッダーをサポートするサイトに要求の特殊な処理を適用できます。

Header-Injectionアイデンティティオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多
くのポリシーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパ

ティ, （9ページ）を参照してください。

ドメインの一致

URLオブジェクトWebサイトを定義する目標としています。ヘッダーはサポートされるサ
イトだけに送信されるメッセージに挿入されるため、オブジェクトは単なるターゲット・サ

イトを含めることができます。デフォルトは学校オブジェクトの YouTubeです。

Header Name

自分が注入するヘッダーの名前。学校のヘッダー、 X YouTube Eduフィルタの YouTube
は、自動的に認識されます。他のヘッダーを挿入できません。

Header Value

ヘッダーに挿入する値。 X YouTube Eduフィルタに、学校向け YouTubeで株価学校または
所属 IDを入力します。

ナビゲーションパス

•ヘッダー挿入プロファイルオブジェクトを、オブジェクト[Components] > [Objects] > [Policies]
を選択するために作成するには、[i]を選択するヘッダーインジェクションプロファイルを追
加する必要があります。

• Webレピュテーションプロファイルオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]
を選択し、オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

   ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.3 ユーザガイド
44 OL-32018-01-J   

ポリシーオブジェクトの管理

Header-Injection プロファイル



サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

インターフェイスロールオブジェクト

インターフェイスロールオブジェクトは、トラフィックが通過するデバイスのインターフェイス

を識別するために使用されます。指定されたインターフェイスを通過するトラフィックだけにポ

リシーのアプリケーションを制限するために、インターフェイスロールをポリシーで使用できま

す。

ポリシーでインターフェイスロールを指定しても、そのロールで定義しているインターフェ

イス名に一致するインターフェイスがデバイス上にない場合は、そのデバイス上のどのトラ

フィックにもポリシーは適用されません。

ヒント

インターフェイスロールには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリシーオブジェ

クトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （9ページ）を
参照してください。

許可リスト、ブロックリスト

許可リストとブロックリストという 2つのプロパティのリストを設定できます。ブロック
リストは必ず許可リストに関連したものとなり、リストに含まれている項目を除外します。

ブロックリストの範囲は厳格にオブジェクト内に制限されており、同じポリシーで選択さ

れる可能性のある他のどのオブジェクトにも適用されません。次のヒントを考慮してくだ

さい。

•許可リスト内のすべてのプロパティのデフォルトを Anyにした場合でも、ブロックリ
ストに項目を指定できます。得られたオブジェクトは、「除外項目を除いたこのオブ

ジェクトタイプのすべて」に適用されます。

•許可リストで任意のプロパティを指定した場合、たとえばポリシーオブジェクトを選
択した場合、ブロックリストはこの選択内容に制限されます。ブロックフィールド

は、許可リストにある同名のフィールドに対して排他的な関係にはなりません。

•オブジェクトはブロックフィールド内で定義された項目のコンテナにすぎません。オ
ブジェクトの許可またはブロックは、そのオブジェクトの内容を、コンテナとして機

能するオブジェクトに手動で入力することと同じです。

インターフェイス名のパターン

インターフェイス名のリスト。アスタリスク（*）をワイルドカードとして使用して、ゼロ
文字以上の文字を指定できます。たとえば、outsideは outsideというインターフェイスだけ
に一致しますが、*outside*はインターフェイス名内に文字列「outside」が含まれるすべて
のインターフェイスと一致します。
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一致するインターフェイスの表示

インターフェイス名のパターンに一致する実際のインターフェイス。リストは、セクショ

ンを開くか、[Refresh]をクリックすると更新されます。一致はデバイスごとにフォルダに
整理されます。

ナビゲーションパス

•インターフェイスロールオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、
[I want to] > [Add Interface Role]を選択します。

•インターフェイスロールオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、
オブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

• ASA

CXデバイスの場合、インターフェイス名はホストデバイスまたは親デバイスにあるインター
フェイス名です。

（注）

ASA アイデンティティオブジェクト
ASAアイデンティティオブジェクトを作成すると、アイデンティティベースの ASAポリシーに
使用するために、個々のユーザ、ユーザグループ、またはユーザとグループの組み合わせを識別

できます。これらのユーザとグループは、Active Directory（AD）に、またはローカルに ASAで
定義されている必要があります。他のタイプのユーザは定義できません。

ASAアイデンティティオブジェクトは、アイデンティティユーザグループオブジェクトと
して ASAで定義されます。 ADに定義済みのグループを複製するために、これらのグループ
を作成する必要はありません。 ADグループはファイアウォールルール内に直接指定できま
す。アイデンティティオブジェクトは、それ以外ではADに存在しないユーザとユーザグルー
プの集合を定義するためのみに必要です。

ヒント
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オブジェクトに含めるユーザまたはグループの名前を入力するときには、入力を自動的に補完す

るためのクエリーが作成され、CXポリシーに対してシステムに定義済みのADレルムに設定され
ているディレクトリから、または他の ASAアイデンティティオブジェクトで使用されるドメイ
ン名から、一致するユーザまたはグループの名前のリストが取り出されます。これらのいずれか

を選択でき、部分的に一致する場合、選択を編集できます。また、自由形式の名前を入力できま

す。

ASAアイデンティティオブジェクトには、次の主要プロパティが含まれています。多くのポリ
シーオブジェクトに共通のプロパティについては、ポリシーオブジェクトの共通プロパティ, （
9ページ）を参照してください。

グループ

ユーザグループ名のリスト。ユーザまたはアイデンティティオブジェクトをまったく指定

しなかった場合、デフォルトの [Any]が適用されます。

DOMAIN\\group形式でグループを入力します。ADドメインとグループ名を 1つの \マーク
よって区切って入力します。

この形式は、グループ名を指定するときに 2つの \\が必要なアクセスルールで使用される
ものとと異なります。

ユーザ

ユーザ名のリスト。名前またはアイデンティティオブジェクトをまったく指定しなかった

場合、デフォルトの [Any]が適用されます。

DOMAIN\\group形式でユーザ名を入力します。ADドメインとユーザ名を1つの \マークよっ
て区切って入力します。 ASAで定義されたユーザの場合、ドメイン名として LOCALを使
用します。

ナビゲーションパス

• ASAアイデンティティオブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I
want to] > [Add ASA Identity Object]を選択します。

• ASAアイデンティティオブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オ
ブジェクトの上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA
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時間範囲オブジェクト

ポリシーを特定の時刻および曜日に制限するには、時間範囲オブジェクトを使用します。

時間ベースのアクセスを作成する場合に使用するための時間範囲オブジェクトを作成できます。

時間ベースのアクセスルールはアクセスコントロールでは時間を考慮ができます。時間範囲が

特定のルールに適用され、それらのルールは範囲で定義された特定の時間アクティブになります。

たとえば、特定のタイプのアクセスを許可または阻止する通常の勤務時間のルールを実装できま

す。トラフィックは時間範囲外のピリオドのポリシーに一致しないため、トラフィックがどのよ

うに扱われるか後続のルールで決まります。

ルールの適用を決定するために使用される時間は、デバイスのローカル時刻です。したがって、

時間範囲オブジェクトが導入されると、同じ相対時間が定義されますが、グローバルな視点から

は、UTCに基づく時間とは異なる場合があります。

有効開始、有効終了

オブジェクトの全体的な開始時刻および終了時刻。新しいオブジェクトを作成すると、デ

フォルトでは開始時刻と終了時刻は指定されていません。それにより、オブジェクトを使用

するポリシーに対して永続的な時間範囲が定義されます。

オブジェクトの有効な時間枠を制限し、実装が特定の日付まで遅延されるか、または特定の

日付後に期限切れになる（またはその両方）ようにする場合、カレンダーアイコンをクリッ

クし、目的の日付を選択し、12時間形式を使用して時間を入力します。

繰り返し

全体的な開始時刻および終了時刻内で発生する繰り返し期間（ある場合）。たとえば、勤

務時間を定義する時間範囲オブジェクトを作成する場合、全体的な範囲については開始日ま

たは終了日なしを選択し、平日の 08:00 AM～ 06:00 PMという繰り返し範囲を入力できま
す。すべての該当する時間を定義するために複数の繰り返しを入力できます。

•繰り返しを追加するには、[Add Recurrence]ボタンをクリックし、オプションに入力し
ます。

◦ [Series/Range]：繰り返しは、連続しない日のセット（シリーズ）か、日の範囲か。
シリーズとして範囲をモデル化することもできます。

◦ [From, To]：12時間形式での期間。

◦ [Every]（シリーズのみ）：この繰り返しを実行する曜日を選択します。

◦ [On]（範囲のみ）：範囲を定義するために開始曜日および終了曜日を選択します。

•繰り返しを削除するには、繰り返しの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
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ナビゲーションパス

•時間範囲オブジェクトを作成するには、[Components] > [Objects]を選択し、[I want to] > [Add
Time Range Object]を選択します。

•時間範囲オブジェクトを編集するには、[Components] > [Objects]を選択し、オブジェクトの
上にマウスを置いて、[Edit Object]をクリックします。

ポリシーを作成または編集するときは、オブジェクトも作成または編集できます。ヒント

サポートされるデバイスタイプ

これらのオブジェクトは、次のデバイスタイプのポリシーに使用できます。

• ASA CX

• ASA
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