アクセス コントロール
ここでは、アクセス コントロール ルールについて説明します。これらのルールにより、デバイ
スを通過するトラフィックが制御されるとともに、侵入インスペクションなどの高度なサービス
がトラフィックに適用されます。
• アクセス コントロールの概要, 1 ページ
• アクセス コントロール ポリシーの設定, 7 ページ
• アクセス コントロール ポリシーのモニタリング, 23 ページ
• アクセス コントロールの制限事項, 25 ページ

アクセス コントロールの概要
以下の各トピックでは、アクセス コントロール ポリシーについて説明します。

アクセス コントロール ルールとデフォルト アクション
アクセスポリシーを使用すると、ネットワークリソースへのアクセスを制御できます。ポリシー
は、順序付けられた一連のルールで構成され、各ルールが上位から下位に向かって順に評価され
ます。すべてのトラフィック条件が一致したトラフィックに適用されるルールが、最初に使用さ
れます。
アクセスは、以下に基づいて制御できます。
• 送信元および宛先の IP アドレス、プロトコル、ポート、インターフェイス（セキュリティ
ゾーンとして）など、従来的なネットワーク特性。
• 使用されるアプリケーション。特定のアプリケーションに基づいてアクセスを制御すること
もできますが、アプリケーションのカテゴリ、特定の特性をタグ付けられたアプリケーショ
ン、アプリケーションのタイプ（クライアント、サーバ、Web）、またはアプリケーション
のリスクやビジネスとの関連性の評価に基づくルールを作成することもできます。
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• 一般化した URL カテゴリを含む、Web 要求の接続先 URL。カテゴリとの一致を、ターゲッ
ト サイトのパブリック レピュテーションに基づいて細かく絞り込むことができます。
• 要求を送信したユーザ、またはこのユーザが属するユーザ グループ。
通過を許可する非暗号化トラフィックに対しては、IPS インスペクションを適用して脅威の有無を
調べ、攻撃の可能性のあるトラフィックをブロックできます。また、ファイル ポリシーを使用す
ると、禁止したファイルまたはマルウェアの有無のインスペクションを実行できます。
アクセス ルールと一致しないすべてのトラフィックは、アクセス コントロールのデフォルト ア
クションによって処理されます。デフォルトでトラフィックを許可する場合は、トラフィックに
IPS インスペクションを適用できます。しかし、デフォルト アクションによって処理されたトラ
フィックに対し、ファイルまたはマルウェアのインスペクションを実行することはできません。

アプリケーション フィルタリング
アクセス コントロール ルールを使用すると、接続に使用されるアプリケーションに基づきトラ
フィックをフィルタ処理できます。システムでは、幅広い種類のアプリケーションを認識できま
す。したがって、すべての Web アプリケーションをブロックすることなく、1 つの Web アプリ
ケーションだけをどのようにブロックするのか、ユーザが理解している必要はありません。
広く使用されている一部のアプリケーションに対しては、アプリケーションのさまざまな側面に
対してフィルタ処理できます。たとえば、Facebook をすべてブロックするのではなく、Facebook
のゲームだけをブロックするルールを作成できます。
一般的なアプリケーション特性に基づくルールを作成することもできます。リスク、ビジネスと
の関連性、タイプ、カテゴリ、またはタグを選択することで、該当するアプリケーション グルー
プ全体をブロックまたは許可できます。ただし、アプリケーション フィルタ内のカテゴリを選択
する場合は、意図しないアプリケーションまで含まれてしまうことのないように、一致したアプ
リケーションのリストを十分に確認してください。可能なグループ化の詳細については、アプリ
ケーション条件, （14 ページ）を参照してください。
アプリケーション フィルタリングで注意すべき制限事項については、アプリケーション コント
ロールの制約, （25 ページ）を参照してください。最も注意が必要な制限は、暗号化トラフィッ
クの処理です。
HTTPS 接続など、暗号化を使用するアプリケーションは、システムによって識別されない可能性
があります。アプリケーションに復号が必要かどうかを確認するには、アプリケーション フィル
タのダイアログボックスで以下のタグを選択して、表示されたアプリケーションリストを検証し
ます。
• [SSL プロトコル（SSL Protocol）]：「SSL プロトコル」のタグが付いたトラフィックは、復
号する必要はありません。このトラフィックはシステムによって認識され、指定したアクセ
ス コントロール アクションが適用されます。リストされたアプリケーションに対するアク
セス コントロール ルールは、予期された接続と一致します。
• [復号トラフィック（Decrypted Traffic）]：このトラフィックは、事前に復号しておかないと
システムによって認識されません。Firepower Device Manager を使用して SSL 復号を設定する
ことはできないため、これらのアプリケーションに対するアクセス コントロール ルールは
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機能しません。たとえば、本稿執筆時点で、Dropbox にはこのタグが付けられています。し
たがって、Dropbox アプリケーションに対するアクセス ルールは、Dropbox の接続と一致し
ません。

URL フィルタリング
URL 条件は、ネットワークのユーザがアクセスできる Web サイトを制御します。この機能は、
URL フィルタリングと呼ばれます。
次の手法を使用して、URL フィルタリングを実装することができます。
• カテゴリとレピュテーション ベースの URL フィルタリング：URLフィルタリング ライセン
スを使用すると、URL の一般的な分類（カテゴリ）とリスク レベル（レピュテーション）
に基づいて、Web サイトへのアクセスを制御することができます。
• 手動 URL フィルタリング：任意のライセンスを使用して、手動で個別に URL および URL
グループを指定し、きめ細かくカスタマイズした Web トラフィックの制御を実現することが
できます。
次のトピックでは、URL フィルタリングに関する詳細を説明します。

レピュテーションベースの URL フィルタリング
URL フィルタリング ライセンスでは、要求された URL のカテゴリとレピュテーションに基づい
て、Web サイトへのアクセスを制御できます。
• カテゴリ：URL の一般的な分類。たとえば ebay.com は [オークション（Auctions）] カテゴ
リ、monster.com は [求職（Job Search）] カテゴリに属します。1 つの URL は複数のカテゴリ
に属することができます。
• レピュテーション：URL が組織のセキュリティ ポリシーに反する目的で使用される可能性
のレベル。レピュテーションの範囲は、[高リスク（High Risk）]（レベル 1）から [ウェルノ
ウン（Well Known）]（レベル 5）まであります。

（注）

イベントおよびアプリケーションの詳細で URL カテゴリおよびレピュテーション情報を確認
するには、URL 条件を指定して少なくとも 1 つのルールを作成する必要があります。また、
最新の脅威インテリジェンスを入手するためには、Cisco Collective Security Intelligence（CSI）
との通信を有効にする必要があります。

レピュテーションベースの URL フィルタリングの利点
URLカテゴリとレピュテーションは、URLフィルタリングを迅速に設定するのに役立ちます。た
とえば、アクセス コントロールを使用して、[乱用薬物（Abused Drugs）] カテゴリの高リスクの
URL をブロックできます。
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カテゴリおよびレピュテーション データを使用すると、ポリシーの作成と管理が簡単になりま
す。この方法により Web トラフィックが期待通りに制御されます。シスコでは、既存 URL の新
しいカテゴリとリスクだけでなく、脅威インテリジェンスと新しい URLを継続的に更新している
ため、システムが最新の情報を使用して要求された URLをフィルタ処理していることを保証でき
ます。（たとえば）セキュリティに対する脅威を示しているサイトや望ましくない内容を提供し
ているサイトは、ユーザが新しいポリシーを更新して展開するよりも速く現れたり、消えたりす
ることがあります。
次に、システムの適応方法の例をいくつか示します。
• アクセス コントロール ルールですべてのゲーム サイトがブロックされる場合、新しいドメ
インが登録されて [ゲーム（Gaming）] に分類されると、これらのサイトを自動的にブロック
できます。
• アクセス コントロール ルールですべてのマルウェア サイトがブロックされ、あるブログ
ページがマルウェアに感染すると、システムはその URL を [ブログ（Blog）] から [マルウェ
ア（Malware）] に再分類して、そのサイトをブロックできます。
• アクセス コントロール ルールで高リスクのソーシャル ネットワーキング サイトがブロック
され、それらのサイトのプロファイル ページに悪意のあるペイロードへのリンクを含むリン
クが掲載されると、システムはそのページのレピュテーションを [無害なサイト（Benign
Sites）] から [高リスク（High Risk）] に変更してページをブロックできます。

手動 URL フィルタリング
アクセス コントロール ルールでは、個々の URL または URL グループを手動でフィルタリングす
ることで、カテゴリおよびレピュテーションベースの URLフィルタリングを補足したり、選択的
にオーバーライドしたりすることができます。このタイプの URLフィルタリングは、特別なライ
センスなしで実行できます。
たとえば、アクセス コントロールを使用して、組織に適していない Web サイトのカテゴリをブ
ロックできます。ただし、カテゴリに、アクセスの提供を希望する適切な Web サイトが含まれて
いる場合は、そのサイトの手動許可ルールを作成し、カテゴリのブロック ルールの前に配置でき
ます。
手動で特定の URLをフィルタリングする場合は、影響を受ける可能性のあるその他のトラフィッ
クを慎重に考慮してください。ネットワーク トラフィックが URL 条件に一致するかどうか判別
するために、システムは単純な部分文字列マッチングを実行します。要求された URLが文字列の
一部と一致する場合、URL は一致するものと見なされます。
たとえば example.com へのすべてのトラフィックを許可する場合、ユーザは次の URL を含むサイ
トを参照できます。
• http://example.com/
• http://example.com/newexample
• http://www.example.com/
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別の例として、ign.com（ゲーム サイト）を明示的にブロックする場合を考えてください。ただ
し、部分列の一致は ign.com をブロックすることを意味していますが、意図していない verisign.com
もブロックしてしまいます。

HTTPS トラフィックのフィルタリング
暗号化トラフィックをフィルタリングする場合、システムは SSL ハンドシェイクの実行時に渡さ
れた情報（トラフィックの暗号化に使用された公開キー証明書のサブジェクト共通名）に基づき、
要求された URL を判断します。
HTTP フィルタリングでは、サブドメインを含むホスト名全体が考慮されます。しかし、HTTPS
フィルタリングではサブジェクト共通名に含まれるサブドメインは無視されるため、内で HTTPS
URL を手動でフィルタリングする場合は、サブドメイン情報を含めないようにしてください。た
とえば、www.example.com ではなく example.com を使用します。
暗号化プロトコルによるトラフィックの制御
内で URL フィルタリングを実行する場合、暗号化プロトコル（HTTP に対する HTTPS）は無視さ
れます。これは、手動、およびレピュテーションベースの URL条件の両方で生じます。つまり、
URL フィルタリングでは、次の 2 つの Web サイト宛てのトラフィックが同じものとみなされま
す。
• http://example.com/
• https://example.com/
HTTP、HTTPS トラフィックのどちらか一方だけに一致するルールを設定するには、アプリケー
ション条件をルールに追加します。たとえば、サイトへの HTTPS アクセスを許可しつつ、HTTP
アクセスは禁止するには、2 つのアクセス コントロール ルールを作成し、それぞれでアプリケー
ションおよび URL 条件を指定します。
最初のルールでは、Web サイトへの HTTPS トラフィックを許可します。
アクション：許可
アプリケーション：HTTPS
URL：example.com
2 番目のルールでは、同じ Web サイトに対する HTTP アクセスをブロックします。
アクション：ブロック
アプリケーション：HTTP
URL：example.com

Web サイトをブロックしたときのユーザへの表示
URL フィルタリング ルールを使用して Web サイトをブロックした場合にユーザに何が表示され
るかは、サイトが暗号化されているかどうかによって異なります。
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• HTTP 接続：タイムアウトまたは接続リセット時の通常のブラウザ ページの代わりに、シス
テムのデフォルトのブロック応答ページが表示されます。このページでは、接続が意図的に
ブロックされたことを明らかにする必要があります。
• HTTPS（暗号化）接続：システムのデフォルトのブロック応答ページは表示されません。代
わりに、安全な接続に障害が発生した場合のブラウザのデフォルト ページが表示されます。
エラー メッセージは、ポリシーによってサイトがブロックされたことを示しません。その代
わりに、一般的な暗号化アルゴリズムがないことを示します。このメッセージからは、接続
を意図的にブロックしたことは明らかになりません。
加えて、Web サイトは、明示的な URL フィルタリング ルールではない他のアクセス コントロー
ルルールによって、あるいはデフォルトアクションによってブロックされる可能性もあります。
たとえば、ネットワークまたは地理位置情報全体をブロックすると、そのネットワーク上にある、
またはその地理的な場所にある Web サイトもブロックされます。これらのルールによってブロッ
クされたユーザには、次の制限事項に示すように、応答ページが表示される場合も、されない場
合もあります。
URL フィルタリングを実行する際は、サイトが意図的にブロックされたときにユーザに何が表示
され、どのようなサイトがブロックされるかをエンドユーザに説明することを検討してください。
そうしないと、ユーザはブロックされた接続のトラブルシューティングに相当の時間を費やすお
それがあります。
HTTP 応答ページの制限事項
HTTP 応答ページは、システムが Web トラフィックをブロックしたときに常に表示されるわけで
はありません。
• 容易なアクセス コントロール ルール（シンプルなネットワーク条件を使用した、早い段階
でのブロッキング ルール）の結果として Web トラフィックがブロックされた場合、応答ペー
ジは表示されません。
• システムが要求された URL を特定する前に Web トラフィックがブロックされた場合、応答
ページは表示されません。
• アクセス コントロール ルールによってブロックされた暗号化接続には、応答ページが表示
されません。

侵入、ファイル、マルウェアのインスペクション
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 コントロールと Firepower 機能の AMP を制御し
ます。
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他のトラフィック処理はすべて、侵入、禁止されたファイル、およびマルウェアについて、ネッ
トワークトラフィックが調べられる前に実行されます。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 ルールと関連付けることで、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受け渡す前に、まずは侵入ポリシー、ファイル ポリシー、または両方を使用
してトラフィックのインスペクションを実行するようにシステムに指示できます。
トラフィックを [許可（allow）]するのみの侵入ポリシーおよびファイル ポリシーを設定できま
す。トラフィックを [信頼（trust）]または [ブロック（block）] するように設定されたルールでは
インスペクションは実行されません。さらに、アクセスコントロールポリシーのデフォルトのア
クションが [許可（allow）]の場合は、侵入ポリシーを設定できますが、ファイル ポリシーは設定
できません。
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のインスペクションを実行しません。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。

（注）

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。暗号化されていないトラフィックのみのインスペクションが実行されます。

NAT とアクセス ルール
アクセス ルールは、NAT を設定している場合でも、アクセス ルールの一致を決定する際に常に
実際の IP アドレスを使用します。たとえば、内部サーバ 10.1.1.5 用の NAT を設定して、パブリッ
クにルーティング可能な外部の IP アドレス 209.165.201.5 をこのサーバに付与する場合は、この内
部サーバへのアクセスを外部トラフィックに許可するアクセス ルールの中で、サーバのマッピン
グ アドレス（209.165.201.5）ではなく実際のアドレス（10.1.1.5）を参照する必要があります。

アクセス コントロール ポリシーの設定
アクセス コントロール ポリシーを使用すると、ネットワーク リソースへのアクセスを制御でき
ます。ポリシーは、順序付けられた一連のルールで構成され、各ルールが上位から下位に向かっ
て順に評価されます。すべてのトラフィック条件が一致したトラフィックに適用されるルールが、
最初に使用されます。トラフィックに一致するルールがまったく存在しない場合は、ページ下部
に表示されるデフォルト アクションが適用されます。
アクセス コントロール ポリシーを設定するには、[ポリシー（Policies）] > [アクセス コントロー
ル（Access Control）] を選択します。
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アクセスコントロールテーブルに、順序付けられたすべてのルールが表示されます。各ルールに
対し、以下を行えます。
• 最左列に表示されるルール メンバーの横にある [>] ボタンをクリックすると、ルールの図が
開きます。この図は、各ルールがどのようにトラフィックを制御するかを分かりやすく示し
ます。ボタンを再度クリックすると、図が閉じます。
• ほとんどのセルでは、インライン編集を行えます。たとえば、アクションを選択すると、別
のアクションを選択できます。また、送信元ネットワーク オブジェクトをクリックすると、
送信元の条件を追加または変更できます。
• ルールを移動するには、ルール上にマウス オーバーして移動アイコン（

）を表示します。
この状態でルールをクリックすると、ドラッグ アンド ドロップによって別の場所に移動で
きます。また、ルールを編集し、[順序（Order）] リスト内の任意の場所を選択して、ルール
を移動することもできます。各ルールは、処理させたい順に配置することが重要です。特定
のルール、特に汎用ルールに対する例外を定義するようなルールは、最上位の付近に配置す
る必要があります。

• 最右列は、ルールに対するアクション ボタンです。このセル上をマウス オーバーすると、
ボタンが表示されます。ルールは編集（

）または削除（

）することができます。

以下の各トピックでは、ポリシーを設定する方法について説明します。

デフォルト アクションの設定
ある接続が特定のアクセス ルールと一致しない場合、その接続はアクセス コントロール ポリシー
のデフォルト アクションによって処理されます。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アクセス コントロール（Access Control）] を選択します。

ステップ 2

[デフォルト アクション（Default Action）]フィールドの任意の場所をクリックします。

ステップ 3

一致するトラフィックに適用するアクションを選択します。
• [信頼（Trust）]：追加のインスペクションを行わずにトラフィックを許可します。
• [許可（Allow）]：侵入ポリシーの対象であるトラフィックを許可します。
• [ブロック（Block）]：トラフィックを無条件でドロップします。トラフィックのインスペク
ションは実行されません。

ステップ 4

アクションが [許可（Allow）]の場合は、[侵入ポリシー（Intrusion Policy）] の下で [ポリシーの有
効化（Enable Policy）] > [オン（On）] を選択して、侵入ポリシーを選択します。
ポリシー オプションの説明については、侵入ポリシーの設定, （19 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 5

（オプション）デフォルト アクションのロギングを設定します。
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ダッシュボード データまたはイベント ビューアに含まれる、デフォルト アクションに一致する
トラフィックのロギングを有効にする必要があります。ロギングの設定, （21 ページ）を参照し
てください。
ステップ 6

[OK]をクリックします。

アクセス コントロール ルールの設定
アクセス コントロール ルールを使用して、ネットワーク リソースへのアクセスを制御できます。
アクセスコントロールポリシーのルールは上から下へ順番に評価されます。トラフィックに適用
されるルールは、すべてのトラフィック基準が一致した最初のルールです。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アクセス コントロール（Access Control）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• 新しいルールを作成するには、[+]ボタンをクリックします。
• 既存のルールを編集するには、ルールの編集アイコン（
不要になったルールを削除するには、ルールの削除アイコン（

ステップ 3

）をクリックします。
）をクリックします。

[順序（Order）]で、ルールの順序付きリストにそのルールを挿入する場所を選択します。
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る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。
デフォルトでは、ルールはリストの最後に追加されます。ルールの位置を後から変更するには、
このオプションを編集します。

ステップ 4

[タイトル（Title）]にルールの名前を入力します。
名前にスペースを含めることはできません。英数字と次の特殊文字を使用できます：+ ._-

ステップ 5

一致するトラフィックに適用するアクションを選択します。
• 信頼（Trust）：さらにどの種類のインスペクションも行うことなく、トラフィックを許可し
ます。
• 許可（Allow）：ポリシーの侵入およびその他のインスペクションの設定に従ってトラフィッ
クを許可します。
• ブロック（Block）：トラフィックを無条件でドロップします。トラフィックのインスペク
ションは実行されません。

ステップ 6

次のタブの任意の組み合わせを使用して、トラフィックの一致基準を定義します。
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• 送信元/宛先（Source/Destination）：トラフィックが通過するセキュリティ ゾーン（インター
フェイス）、IP アドレスまたは IP アドレスの国か大陸（地理的位置）、またはトラフィッ
クに使用されるプロトコルとポート。デフォルトは、任意のゾーン、アドレス、地理的位
置、プロトコルおよびポートです。送信元/宛先条件, （11 ページ）を参照してください。
• アプリケーション（Application）：アプリケーション、またはタイプ、カテゴリ、タグ、リ
スクまたはビジネスとの関連性によってアプリケーションを定義するフィルタ。デフォルト
は任意のアプリケーションです。アプリケーション条件, （14 ページ）を参照してくださ
い。
• URL：Web 要求の URL または URL カテゴリ。デフォルトは任意の URL です。URL の条件,
（16 ページ）を参照してください。
• ユーザ（Users）：ユーザまたはユーザ グループ。アイデンティティ ポリシーは、トラフィッ
クの照合にユーザおよびグループ情報が使用できるかどうかを決定します。この基準を使用
するには、アイデンティティ ポリシーを設定する必要があります。ユーザの条件, （17 ペー
ジ）を参照してください。
条件を変更するには、その条件内の [+]ボタンをクリックして、目的のオブジェクトまたは要素を
選択し、ポップアップ ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。基準にオブジェクトが必
要で、必要なオブジェクトが存在しない場合は、[オブジェクトの新規作成（Create New Object）]
をクリックします。オブジェクトまたは要素をポリシーから削除するには、その [x]をクリックし
ます。
条件をアクセス コントロール ルールに追加する場合は、次のヒントを考慮してください。
• 1 つのルールにつき複数の条件を設定できます。ルールがトラフィックに適用されるには、
トラフィックがそのルールのすべての条件に一致する必要があります。たとえば、特定のホ
ストの URL フィルタリングを実行する単一のルールを使用できます。
• ルールの条件ごとに、最大 50 の条件を追加できます。条件の基準のいずれかに一致するト
ラフィックはその条件を満たします。たとえば、最大 50 のアプリケーションおよびアプリ
ケーション フィルタのアプリケーション制御を適用する単一のルールを使用できます。した
がって、OR 関係は単一の条件内の項目間で生じますが、AND 関係は条件タイプ間で生じま
す（たとえば、送信元/宛先とアプリケーションの間）。
• 一部の機能では、適切なライセンスを有効にする必要があります。
ステップ 7

（オプション）[許可（Allow）] アクションを使用するポリシーの場合は、暗号化されていないト
ラフィックに対するさらなるインスペクションを設定できます。次のいずれかのリンクをクリッ
クします。
• 侵入ポリシー（Intrusion Policy）：侵入とエクスプロイトに関してトラフィックのインスペク
ションを実行するには、[侵入ポリシー（Intrusion Policy）] > [オン（On）] を選択し、IPS 侵
入インスペクション ポリシーを選択します。侵入ポリシーの設定, （19 ページ）を参照して
ください。
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• ファイル ポリシー（File Policy）：マルウェアを含むファイルおよびブロックする必要があ
るファイルに関してトラフィックのインスペクションを実行するには、ファイル ポリシーを
選択します。ファイル ポリシーの設定, （19 ページ）を参照してください。
ステップ 8

（オプション）ルールのロギングを設定します。
ファイルポリシーを選択した場合、デフォルトでファイルイベントが生成されますが、デフォル
トでは、ルールに一致するトラフィックに関する接続イベントは生成されません。この動作は変
更できます。ダッシュボードデータまたはイベントビューアに含まれるポリシーに一致するトラ
フィックのロギングを有効にする必要があります。ロギングの設定, （21 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 9

[OK]をクリックします。

送信元/宛先条件
アクセス ルールの送信元/宛先条件は、トラフィックが通過するセキュリティ ゾーン（インター
フェイス）、IP アドレス、または IP アドレスの国または大陸（地理的な場所）、あるいはトラ
フィックに使用されるプロトコルやポートを定義します。デフォルトは任意のゾーン、アドレス、
地理的な場所、プロトコル、およびポートです。
条件を変更するには、その条件内の [+]ボタンをクリックして、対象のオブジェクトまたは要素を
選択し、[OK]をクリックします。条件がオブジェクトを必要とする場合で、必要なオブジェクト
が存在しない場合、[オブジェクトの新規作成（Create New Object）]をクリックします。ポリシー
からオブジェクトまたは要素を削除するには、[X]をクリックします。
次の条件を使用して、ルールに一致する送信元と宛先を特定できます。
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送信元ゾーン、宛先ゾーン
トラフィックが通過するインターフェイスを定義する、セキュリティ ゾーンのオブジェク
ト。一方または両方の基準を定義することもできれば、どちらも定義しないでおくこともで
きます。指定されていない基準は、あらゆるインターフェイスのトラフィックに適用されま
す。
• ゾーン内のインターフェイスからデバイスを離れるトラフィックを照合するには、そ
のゾーンを [宛先ゾーン（Destination Zones）]に追加します。
• ゾーン内のインターフェイスからデバイスに入るトラフィックを照合するには、その
ゾーンを [送信元ゾーン（Source Zones）]に追加します。
• 送信元ゾーン条件と宛先ゾーン条件の両方をルールに追加する場合、一致するトラ
フィックは指定された送信元ゾーンの 1 つから発生し、宛先ゾーンの 1 つを通って出
力する必要があります。
トラフィックがデバイスに入出力する場所に基づいてルールを適用する必要がある場合に、
この基準を使用します。たとえば、内部ホストに向かうすべてのトラフィックに IPS インス
ペクションを受けさせるには、内部ゾーンを [送信元ゾーン（Destination Zones）]として選
択し、宛先ゾーンを空にします。ルールに IPS フィルタリングを実装するには、ルール ア
クションは [許可（Allow）]として、ルールの侵入ポリシーを選択する必要があります。
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送信元ネットワーク、宛先ネットワーク
トラフィックのネットワーク アドレスまたは場所を定義するネットワーク オブジェクトま
たは地理的位置です。
• IP アドレスまたは地理的位置からのトラフィックを照合するには、[送信元ネットワー
ク（Source Networks）]を設定します。
• IP アドレスまたは地理的位置へのトラフィックを照合するには、[宛先ネットワーク
（Destination Networks）]を設定します。
• 送信元（Source）ネットワーク条件と宛先（Destination）ネットワーク条件の両方をルー
ルに追加する場合、送信元 IP アドレスから発信されかつ宛先 IP アドレスに送信される
トラフィックの照合を行う必要があります。
この基準を追加する場合は、次のタブから選択します。
• [ネットワーク（Network）]：制御するトラフィックの送信元または宛先 IP アドレスを
定義するネットワーク オブジェクトまたはグループを選択します。
• [地理位置情報置（Geolocation）]：送信元または宛先の国または大陸に基づいてトラ
フィックを制御するための地理的位置を選択します。ある大陸を選択すると、大陸内
のすべての国が選択されます。ルールで地理的位置を直接選択するほか、作成した地
理位置情報オブジェクトを選択して場所を定義することもできます。地理的位置を使
用すると、そこで使用される可能性のある IP アドレスをすべて把握する必要なく、ア
クセスを特定の国へ容易に制限できます。

（注）

常に最新の地理的位置データを使用してネットワーク トラフィックをフィル
タ処理できるように、シスコでは、位置情報データベース（GeoDB）を定期
的に更新することを強くお勧めします。
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送信元ポート、宛先ポート/プロトコル
トラフィックで使用されるプロトコルを定義するポート オブジェクトです。TCP/UDP の場
合は、これにポートが含まれる場合があります。ICMP では、コードとタイプが含まれる場
合があります。
• プロトコルまたはポートからのトラフィックを照合するには、[送信元ポート（Source
Ports）]を設定します。送信元ポートに指定できるのは、TCP/UDP のみです。
• プロトコルまたはポートへのトラフィックを照合するには、[宛先ポート/プロトコル
（Destination Ports/Protocols）]を設定します。宛先ポートだけを条件に追加する場合は、
異なるトランスポート プロトコルを使用するポートを追加できます。ICMP およびそ
の他の非 TCP/UDP 仕様は宛先ポートのみで許可され、送信元ポートでは許可されませ
ん。
• 特定の TCP/UDP ポートから発信されるトラフィックと、特定の TCP/UDP ポート宛て
のトラフィックの両方を照合するには、両方を設定します。送信元ポートと宛先ポー
トの両方を条件に追加する場合は、単一のトランスポート プロトコル（TCP または
UDP）を共有するポートのみを追加できます。たとえば、TCP/80 から TCP/8080 への
トラフィックを対象にすることができます。

アプリケーション条件
アクセス ルールのアプリケーション条件は、IP 接続またはフィルタで使用されるアプリケーショ
ンを定義します。アプリケーションの定義は、タイプ、カテゴリ、タグ、リスク、またはビジネ
スとの関連性に基づいて行われます。デフォルトは、すべてのアプリケーションです。
ルール内に個々のアプリケーションを指定することもできますが、アプリケーション フィルタを
使用することで、ポリシーを簡単に作成および管理できます。たとえば、リスクが高く、ビジネ
スとの関連性が低いアプリケーションをすべて認識してブロックするアクセスコントロールルー
ルを作成できます。ユーザがそれらのアプリケーションの 1 つを使用しようとすると、セッショ
ンがブロックされます。
また、シスコでは、システムおよび脆弱性データベース（VDB）の更新により、さらなるアプリ
ケーション検出プログラムを高頻度で更新および追加しています。したがって、ルールを手動で
更新しなくても、リスクの高いアプリケーションをブロックするルールが新規アプリケーション
にも自動的に適用されます。
アプリケーションおよびフィルタをルール内で直接指定することも、これらの特性を定義するア
プリケーションフィルタオブジェクトを作成することもできます。どちらの指定方法も同機能で
すが、オブジェクトを使用したほうが、複合ルールを作成する場合に、「1 条件につき 50 アイテ
ム」というシステム制限に容易に準拠できます。
アプリケーションおよびフィルタ リストを変更するには、条件内の [+] ボタンをクリックし、必
要なアプリケーションまたはアプリケーションフィルタオブジェクト（個別のタブにリスト）を
選択して、ポップアップ ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。いずれかのタブで [高度
なフィルタ（Advanced Filter）] をクリックすると、特定のアプリケーションの検索に役立つフィ
ルタ条件を選択できます。ポリシーから削除するには、アプリケーション、フィルタ、またはオ
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ブジェクトの [x] をクリックします。まだオブジェクト化されていない、複数の条件の組み合わせ
を 1 つの新規アプリケーション フィルタ オブジェクトとして保存するには、[フィルタとして保
存（Save As Filter）] リンクをクリックします。
以下の [高度なフィルタ（Advanced Filter）] 条件を使用すると、ルールと一致するアプリケーショ
ンまたはフィルタを識別できます。これらは、アプリケーションフィルタオブジェクトで使用さ
れる要素と同じです。

（注）

単一のフィルタ条件内で選択された複数の項目は、互いに「論理和（OR）」の関係となりま
す。たとえば、リスクが「高（High）」または（OR）「非常に高い（Very High）」となりま
す。フィルタ間の関係は「論理積（AND）」であるため、リスクが「高（High）」または
（OR）「非常に高い（VeryHigh）」であり、かつ（AND）ビジネスとの関連性が「低（Low）」
または（OR）「非常に低い（Very Low）」となります。フィルタを選択すると、条件を満た
すものだけが表示されるように、画面のアプリケーション リストが更新されます。これらの
フィルタを使用すると、個別に追加しようとするアプリケーションを特定したり、ルールに追
加する必要のあるフィルタが選択されているか確認する場合に役立ちます。
リスク
アプリケーションが、組織のセキュリティ ポリシーに反するおそれのある目的で使用され
る可能性。「非常に低い（Very Low）」～「非常に高い（Very High）」。
ビジネスとの関連性
娯楽としてではなく、組織の事業運営のコンテキスト内でアプリケーションが使用される可
能性。「非常に低い（Very Low）」～「非常に高い（Very High）」。
タイプ
アプリケーションのタイプ。
• アプリケーション プロトコル：HTTP や SSH など、ホスト間の通信を表すアプリケー
ション プロトコル。
• クライアント プロトコル：Web ブラウザや電子メール クライアントなど、ホスト上で
実行されるソフトウェアを表すクライアント。
• Web アプリケーション：MPEG ビデオや Facebook など、HTTP トラフィックのコンテ
ンツ、または要求された URL を表す Web アプリケーション。
カテゴリ
アプリケーションの最も重要な機能を説明する一般分類。
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タグ
アプリケーションの補足情報。カテゴリに似ています。
暗号化トラフィックに対しては、SSL プロトコルのタグが付いたアプリケーションだけを使
用するトラフィックが識別およびフィルタ処理されます。このタグがないアプリケーション
は、暗号化されていないまたは復号されたトラフィックでのみ検出できます。また、システ
ムは（暗号化トラフィックまたは暗号化されていないトラフィックではなく）復号トラフィッ
クのみで検出できるアプリケーションに対し、復号トラフィックタグを割り当てます。
アプリケーション リスト（画面下部）
このリストは、リスト上のオプションからフィルタを選択すると更新されます。したがっ
て、現時点でフィルタに一致するアプリケーションを確認できます。このリストを使用する
と、フィルタ条件をルールに追加する場合、必要なアプリケーションがフィルタのターゲッ
トとなっているかどうかを確認できます。特定のアプリケーションを追加するには、このリ
ストから選択します。

URL の条件
アクセス ルールの URL 条件は、Web リクエストで使用される URL を定義するか、または要求さ
れた URLが属するカテゴリを定義します。カテゴリを一致させるために、許可またはブロックす
るサイトの相対的なレピュテーションを指定することもできます。デフォルトでは、すべての
URL が許可されます。
URL のカテゴリおよびレピュテーションにより、アクセス コントロール ルールの URL 条件をす
ぐに作成することができます。たとえば、すべてのゲームサイトやリスクの高いすべてのソーシャ
ルネットワーキングサイトをブロックすることもできます。ユーザがそのカテゴリとレピュテー
ションの組み合わせで URL を閲覧しようとすると、セッションがブロックされます。
カテゴリデータおよびレピュテーションデータを使用することで、ポリシーの作成と管理も簡素
化されます。この方法では、システムが Web トラフィックを期待通りに確実に制御します。最後
に、シスコの脅威インテリジェンスは新しい URL だけでなく、既存の URL に対する新しいカテ
ゴリとリスクで常に更新されるため、システムは確実に最新の情報を使用して要求された URLを
フィルタします。マルウェア、スパム、ボットネット、フィッシングなど、セキュリティに対す
る脅威を表す悪意のあるサイトは、組織でポリシーを更新したり新規ポリシーを展開したりする
ペースを上回って次々と現れては消える可能性があります。
URL リストを変更するには、条件内の [+]ボタンをクリックし、次の方式のいずれかを使用して、
適切なカテゴリまたは URLを選択します。ポリシーからカテゴリまたはオブジェクトを削除する
には、[X]をクリックします。
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[URL] タブ
[+]をクリックし、URL のオブジェクトまたはグループを選択して、[OK]をクリックします。
必要なオブジェクトがなければ、[新規 URL の作成（Create New URL）]をクリックします。

（注）

特定のサイトを対象とする URL オブジェクトを設定する前に、手動
URL フィルタリングに関する情報をよくお読みください。URL のマッ
チングは想定されるようには行われないため、意図せずにサイトをブ
ロックしてしまう可能性があります。たとえば、ゲーム サイト ign.com
を明示的にブロックしようとすると、verisign.com、およびその他の
「ign」で終わる任意のサイトもブロックしてしまいます。

[カテゴリ（Categories）] タブ
[+]をクリックして必要なカテゴリを選択し、[OK] をクリックします。
デフォルトでは、レピュテーションに関係なく、選択したカテゴリ内のすべての URL にルー
ルが適用されます。レピュテーションに基づいてルールを制限するには、各カテゴリの下向
き矢印をクリックし、[任意（Any）]チェックボックスの選択を解除してから、[レピュテー
ション（Reputation）]スライダを使用してレピュテーション レベルを選択します。レピュ
テーション スライダの左側は許可されるサイトを、右側はブロックされるサイトを示しま
す。レピュテーションがどのように使用されるかは、ルール アクションによって異なりま
す。
• Web アクセスをブロックまたはモニタするルールの場合、あるレピュテーション レベ
ルを選択すると、そのレベルよりも重大度が高いすべてのレピュテーションが同様に
選択されます。たとえば疑わしいサイト（レベル 2）をブロックまたはモニタするよう
ルールを設定した場合、高リスク（レベル 1）のサイトも自動的にブロックまたはモニ
タされます。
• Web アクセスを許可するルールの場合、あるレピュテーション レベルを選択すると、
そのレベルよりも重大度が低いすべてのレピュテーションが同様に選択されます。た
とえば無害なサイト（Benign sites）（レベル 4）を許可するようルールを設定した場
合、有名（Well known）（レベル 5）サイトもまた自動的に許可されます。

ユーザの条件
アクセス ルールのユーザ条件は、IP 接続のためのユーザまたはユーザ グループを定義します。ア
クセス ルールにユーザまたはユーザ グループの条件を含めるには、アイデンティティ ポリシー、
および関連付けられたディレクトリ サーバを設定する必要があります。
アイデンティティ ポリシーは、ユーザ ID が特定の接続のために収集されるかどうかを決定しま
す。ID が確立されると、ホストの IP アドレスは指定されたユーザに関連付けらます。したがっ
て、送信元 IP アドレスがユーザにマッピングされるトラフィックは、そのユーザからのものであ
ると見なされます。IP パケット自体にユーザ ID 情報は含まれないため、この IP アドレスとユー
ザのマッピングが、使用できる最高の近似値となります。
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ルールには最大50のユーザまたはグループを追加できるため、通常は個々のユーザを選択するよ
りもグループを選択した方が有意義です。たとえば、エンジニアリング グループに開発ネット
ワークへのアクセスを許可するルールを作成し、ネットワークへのその他すべてのアクセスを拒
否する後続のルールを作成することができます。次に、このルールを新しいエンジニアに適用す
るために必要なことは、ディレクトリサーバのエンジニアリンググループにエンジニアを追加す
るだけです。
ユーザ リストを変更するには、条件内の [+]ボタンをクリックし、次の方式のいずれかを使用し
て、適切なユーザまたはユーザ グループを選択します。ポリシーからユーザまたはグループを削
除するには、[X]をクリックします。
• [ユーザおよびグループ（Users and Groups）タブ：目的のユーザまたはユーザ グループを選
択します。グループは、ディレクトリ サーバでグループを設定している場合のみ利用できま
す。グループを選択すると、ルールは、サブグループを含むすべてのグループのメンバーに
適用されます。サブグループで異なる処理を希望する場合、サブグループ用に別のアクセス
ルールを作成し、それをアクセス コントロール ポリシーの親グループ用のルールの上に配
置する必要があります。

（注）

デフォルトでは、Active Directory サーバはセカンダリ グループから報告する
ユーザの数を制限します。この制限は、セカンダリグループ内のすべてのユー
ザが報告され、ユーザ条件を含むアクセス コントロール ルールでの使用に適
するようにカスタマイズする必要があります。Firepower Device Manager では、
ユーザの合計人数が 2000 人に制限されているため、ディレクトリに 2000 人
以上のユーザがいる場合、使用可能なすべてのユーザ名が表示されません。

• [特別なエンティティ（Special Entities）]タブ：次から選択してください。
◦ [失敗した認証（Failed Authentication）]：認証を促されたユーザが、許容される最大試
行回数以内で有効なユーザ名/パスワードのペアを入力できませんでした。認証の失敗
それ自体によってユーザがネットワークにアクセスできなくなることはありませんが、
これらのユーザのネットワーク アクセスを制限するアクセス ルールを記述することは
できます。
◦ [ゲスト（Guest）]：これらのユーザをゲストと呼ぶアイデンティティ ルールが設定され
ていることを除き、ゲスト ユーザとは認証に失敗したユーザと同様です。ゲスト ユー
ザは認証を促されましたが、最大試行回数以内で認証できませんでした。
◦ [認証の必要なし（No Authentication Required）]：ユーザの接続が認証を指定しないアイ
デンティティ ルールに一致するため、認証が促されませんでした。
◦ [不明（Unknown）]：IP アドレスのユーザ マッピングがなく、認証の失敗記録がまだあ
りません。
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侵入ポリシーの設定
Firepower システムには、いくつかの侵入ポリシーが用意されています。これらのポリシーは、侵
入およびプリプロセッサ ルールの状態と詳細設定を規定する Cisco Talos Security Intelligence and
Research Group によって設計されています。これらのポリシーは変更できません。
トラフィックを許可するアクセスコントロールルールの場合は、次の侵入ポリシーのいずれかを
選択して、侵入およびエクスプロイトに関してトラフィックのインスペクションを実行できます。
侵入ポリシーは、パターンに基づいて攻撃に関してデコードされたパケットを調べ、悪意のある
トラフィックをブロックまたは修正できます。
侵入インスペクションを有効にするには、[侵入ポリシー（Intrusion Policy）] > [オン（On）] を選
択し、スライダを使用して目的のポリシーを選択します。ポリシーは、安全性が最低なものから
最高なものへの順序で一覧されます。
• セキュリティより接続を優先（Connectivity over Security）：このポリシーは、接続（すべて
のリソースにアクセスできること）がネットワーク インフラストラクチャのセキュリティよ
り優先される組織向けに作成されています。この侵入ポリシーは、Security over Connectivity
ポリシー内で有効になっているルールよりもはるかに少ないルールを有効にします。トラ
フィックをブロックする最も重要なルールだけが有効にされます。ある程度の侵入保護の適
用を希望するが、ネットワークのセキュリティにはかなり自信がある場合に、このポリシー
を選択します。
• バランスのとれたセキュリティと接続（Balanced Security and Connectivity）：このポリシーは
ネットワーク インフラストラクチャのセキュリティと全体的なネットワーク パフォーマン
スとのバランスをとるように設計されています。このポリシーは、大半のネットワークに適
しています。侵入防御の適用を希望する大半の状況では、このポリシーを選択します。
• 接続よりセキュリティを優先（Security over Connectivity）：このポリシーは、ネットワーク
インフラストラクチャのセキュリティがユーザの利便性より優先される組織向けに作成され
ています。この侵入ポリシーは、正式なトラフィックに対して警告またはドロップする可能
性のある膨大な数のネットワーク異常侵入ルールを有効にします。セキュリティが最重要の
場合、またはハイリスクなトラフィックの場合に、このポリシーを選択します。
• 最大限検出（Maximum Detection）：このポリシーは、操作性にさらに大きく影響する可能性
があっても、[接続よりセキュリティを優先（Security over Connectivity）] ポリシー以上にネッ
トワーク インフラストラクチャのセキュリティを重視する組織向けに作成されています。た
とえば、侵入ポリシーは、マルウェア、エクスプロイト キット、古い脆弱性や共通の脆弱
性、既知のインザワイルド エクスプロイトを含む多数の脅威カテゴリでルールを有効にしま
す。このポリシーを選択する場合は、ドロップされる正当なトラフィックが過剰でないかど
うか慎重に評価してください。

ファイル ポリシーの設定
ファイル ポリシーを使用すると、Advanced Malware Protection for FirePOWER（AMP for FirePOWER）
を使用してマルウェア（悪意のあるソフトウェア）を検出できます。ファイル ポリシーを使用し
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てファイル制御を実行することもできます。この場合、ファイルにマルウェアが含まれるかどう
かにかかわらず、特定の種類の全ファイルを制御できます。
AMP for FirePOWER では AMP クラウドを使用して、ネットワーク トラフィック内で検出された
潜在的なマルウェアの性質を取得します。また、ローカルなマルウェア分析、および分類前のファ
イル更新情報も取得します。管理インターフェイスには、AMP クラウドに到達し、マルウェア検
索を実行できるように、インターネットへのパスが必要となります。デバイスは適格ファイルを
検出すると、このファイルの SHA-256 ハッシュ値を使用して、AMP クラウドにファイルの性質
を問い合わせます。ファイルの性質には、次のような種類があります。
• マルウェア：ファイルが AMP によってマルウェアと分類されました。アーカイブ ファイル
（zip ファイルなど）の場合、アーカイブ内のいずれかのファイルにマルウェアが含まれてい
ると、マルウェアとして識別されます。
• クリーン：ファイルが AMP によって、マルウェアを含まないクリーン ファイルと分類され
ました。アーカイブ ファイルは、アーカイブ内の全ファイルがクリーンであった場合にク
リーンとして識別されます。
• 不明：AMP クラウドによってファイルに性質が割り当てられていません。アーカイブ ファ
イルは、アーカイブ内のいずれかのファイルが不明であれば、不明として識別されます。
• 使用不可：システムは AMP クラウドに対し、このファイルの性質を問い合わせることがで
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。多数の「使用不可」イベントが連続して出現した場合は、管理
アドレス宛てのインターネット接続が正しく機能しているかどうか確認してください。
使用可能なファイル ポリシー
以下のファイル ポリシーのいずれか 1 つを選択できます。
• なし：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、ファイルの伝送が信頼されている状況、またはファイ
ルが伝送される可能性が低い（または不可能な）状況でのルール、あるいは使用するアプリ
ケーションまたは URL フィルタリングによってネットワークが適切に保護されることに確
信が持てる場合の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。
• [クラウドによってすべてを検索（Cloud Lookup All）]：ネットワークに送信された各ファイ
ルの性質を AMP クラウドに問い合わせて記録しますが、ファイルの伝送は許可します。
• [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。さらに、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。
• [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
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トのアップロードを禁止します。さらに、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。

ロギングの設定
アクセス ルールのロギング設定は、ルールに一致するトラフィックで接続イベントが発生してい
るかどうかを判別します。イベント ビューアでルールに関連するイベントを表示するには、ロギ
ングを有効にする必要があります。また、システムをモニタするために使用できるさまざまなダッ
シュボードに一致するトラフィックを反映させる場合もロギングを有効にする必要があります。
組織のセキュリティ上およびコンプライアンス上の要件に従って接続をロギングしてください。
目標が生成するイベントの数を抑えパフォーマンスを向上させることである場合は、分析のため
に重要な接続のロギングのみを有効にします。しかし、プロファイリングの目的でネットワーク
トラフィックの広範な表示が必要な場合は、追加の接続のロギングを有効にできます。

注意

サービス妨害（DoS）攻撃時にブロックされた TCP 接続のロギングは、システム パフォーマ
ンスに影響し、複数の類似のイベントでデータベースが圧倒される場合があります。ブロック
ルールのロギングを有効にする前に、ルールがインターネットに面するインターフェイスに対
応しているか、または DoS 攻撃に脆弱なその他のインターフェイスに対応しているかどうか
を考慮してください。
次のロギング アクションを設定できます。
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ログ アクションの選択（Select Log Action）
次のアクションのいずれかを選択できます。
• 接続の開始および終了時にロギング（Log at Beginning and End of Connection）：接続の
開始および終了時にイベントが発生します。接続の終了（end-of-connection）イベント
には、接続の開始（start-of-connection）イベントに含まれるすべてのものと、接続中に
収集できたすべての情報が含まれるため、許可しているトラフィックに対してこのオ
プションを選択しないことをお勧めします。両方のイベントをロギングすると、シス
テム パフォーマンスに影響する可能性があります。ただし、これはブロックされたト
ラフィックに対して許可されている唯一のオプションです。
• 接続の終了時にロギング（Log at End of Connection）：接続の終了時の接続のロギング
を有効にする場合は、このオプションを選択します。これは、許可または信頼される
トラフィックの場合に推奨されます。
• 接続時にロギングなし（Log at End of Connection）：ルールに関するロギングを無効に
するには、このオプションを選択します。これがデフォルトです。

（注）

アクセス コントロール ルールによって呼び出された侵入ポリシーが
侵入を検出し、侵入イベントを生成した場合は、ルールのロギング設
定に関係なく、システムは自動的に侵入の発生した接続の終了時にロ
ギングします。侵入がブロックされた接続では、接続ログ内の接続の
アクションは[ブロック（Block）]、理由は [侵入ブロック（Intrusion
Block）] ですが、侵入インスペクションを実行するには、許可ルール
を使用する必要があります。
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ファイル イベント
禁止されたファイルまたはマルウェア イベントのロギングを有効にするには、[ファイルの
ロギング（Log Files）]を選択します。このオプションを設定するには、ルール内でファイ
ル ポリシーを選択する必要があります。ルールのファイル ポリシーを選択した場合、デフォ
ルトでは、オプションは有効になっています。このオプションは有効なままにしておくこと
をお勧めします。
システムは、禁止されたファイルを検出すると、次のいずれかのタイプのイベントを自動的
にロギングします。
• ファイル イベント：マルウェア ファイルを含むファイルが検出またはブロックされた
ことを表します。
• マルウェア イベント：マルウェア ファイルのみが検出またはブロックされたことを表
します。
• レトロスペクティブ マルウェア イベント：以前に検出されたファイルのマルウェア
ディスポジションが変更された場合に生成されます。
ファイルがブロックされた接続の場合、接続ログにおける接続のアクションは [ブロック
（Block）]ですが、ファイルおよびマルウェアのインスペクションを実行するには、許可
ルールを使用する必要があります。接続の [理由（Reason）] は、[ファイル モニタ（File
Monitor）]（ファイル タイプまたはマルウェアが検出された場合）、[マルウェア ブロック
（Malware Block）] または [ファイル ブロック（File Block）]（ファイルがブロックされた
場合）のいずれかです。
接続イベントの送信先
外部 syslog サーバにイベントのコピーを送信する場合は、syslog サーバを定義するサーバ
オブジェクトを選択します。必要なオブジェクトが存在しない場合は、[Syslog サーバの新
規作成（Create New Syslog Server）]をクリックして、新たに作成します（syslog サーバへの
ロギングを無効にするには、サーバ リストから [任意（Any）]を選択します）。
デバイスのイベント ストレージは限定されているため、外部 syslog サーバへイベントを送
信することで、より長期的なストレージを提供し、イベント分析を強化できます。

アクセス コントロール ポリシーのモニタリング
[モニタリング（Monitoring）]ダッシュボードの大半のデータは、アクセス コントロール ポリシー
に直接関連しています。トラフィックおよびシステム ダッシュボードのモニタリングを参照して
ください。
• [モニタリング（Monitoring）] > [ポリシー（Policies）] は、最もヒット数の多いアクセス コ
ントロール ルールと関連する統計情報を表示します。
• [ネットワーク概要（Network Overview）]、[宛先（Destinations）]、[入力ゾーン（Ingress
Zones）] および [出力ゾーン（Egress Zones）] ダッシュボードで全般的な統計を確認できま
す。
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• [Web カテゴリ（Web Categories）]および [宛先（Destinations）] ダッシュボードでは、URL
フィルタリングの結果を確認できます。[Web カテゴリ（Web Categories）] ダッシュボードで
情報を表示するには、少なくとも 1 つの URL フィルタリング ポリシーが存在している必要
があります。
• [アプリケーション（Applications）]ダッシュボードでは、アプリケーション フィルタリング
の結果を確認できます。
• [ユーザ（Users）]ダッシュボードでは、ユーザベースの統計情報を確認できます。ユーザ情
報を収集するには、アイデンティティ ポリシーを実装する必要があります。
• [攻撃者（Attackers）]および [ターゲット（Targets）] ダッシュボードでは、侵入ポリシーの
統計情報を確認できます。これらのダッシュボードで情報を表示するには、少なくとも 1 つ
のアクセス コントロール ルールに侵入ポリシーを適用する必要があります。
• [ファイルのログ（File Logs）]ダッシュボードでは、ファイル ポリシーおよびマルウェア フィ
ルタリングの統計情報を確認できます。このダッシュボードで情報を表示するには、少なく
とも 1 つのアクセス コントロール ルールにファイル ポリシーを適用する必要があります。
• [モニタリング（Monitoring）] > [イベント（Events）] には、アクセス コントロール ルールに
関連する接続とデータのイベントも表示されます。
CLI でのアクセス コントロール ポリシーのモニタリング
デバイス CLI にログインし、次のコマンドを使用して、アクセス コントロール ポリシーと統計に
関する詳細情報を取得することもできます。
• show access-control-config は、アクセス コントロール ルールのサマリ情報とルールごとの
ヒット数を表示します。
• show access-list は、アクセス コントロール ルールから生成されたアクセス コントロール リ
スト（ACL）を表示します。ACL は初期フィルタを提供し、できる限り迅速な決定を実現し
ようとするため、ドロップされる接続を調査する（および、そのために不必要にリソースを
消費する）必要はありませんこの情報には、ヒット数が含まれます。
• show snort statistics は、メインのインスペクタである Snort インスペクション エンジンに関
する情報を表示します。Snort は、アプリケーション フィルタリング、URL フィルタリング、
侵入からの保護、ファイルおよびマルウェア フィルタリングを実装します。
• show conn は、インターフェイスを通じて現在確立されている接続に関する情報を表示しま
す。
• show traffic は、各インターフェイスを経由するトラフィックに関する統計情報を表示しま
す。
• show ipv6 traffic は、デバイスを経由する IPv6 トラフィックに関する統計情報を表示します。
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アクセス コントロールの制限事項
以下の各トピックでは、アクセスコントロールポリシーに関するいくつかの制限事項について説
明します。

アプリケーション コントロールの制約
アプリケーション識別の速度
システムは、次の条件が満たされるまで、を含むアプリケーション コントロールを実行できませ
ん。
• モニタ対象の接続がクライアントとサーバの間で確立される。
• システムがセッションでアプリケーションを識別する。
この識別は 3 ～ 5 パケット以内で、またはトラフィックが暗号化されている場合は、SSL ハンド
シェイクのサーバ証明書交換の後に発生する必要があります。
早期のトラフィックが他のすべての条件と一致してもアプリケーションの識別が不完全な場合は、
パケットの通過と接続の確立（またはSSL ハンドシェイクの完了）が許可されます。システムに
よる識別が完了すると、残りのセッション トラフィックに適切なアクションが適用されます。
アクセス コントロールのために、これらの通過したパケットが、アクセス コントロール ポリシー
のデフォルトの侵入ポリシー（デフォルト アクション侵入ポリシーでもほぼ一致するルールの侵
入ポリシーでもない）によりインスペクションが実行されます。
暗号化トラフィックおよび復号トラフィックのアプリケーション コントロール
システムは、暗号化されたトラフィックと復号されたトラフィックを識別してフィルタリングで
きます。
• 暗号化されたトラフィック：システムは SMTP、POPS、FTPS、TelnetS、IMAPS を含む
StartTLSで暗号化されたアプリケーション トラフィックを検出できます。また、TLS ClientHello
メッセージ内の Server Name Indication、またはサーバ証明書のサブジェクト識別名の値に基
づいて、特定の暗号化されたアプリケーションを識別できます。これらのアプリケーション
は、SSL ルールで [SSL プロトコル（SSL Protocol）]このタグがないアプリケーションは、暗
号化されていないまたは復号されたトラフィックでのみ検出できます。
• 復号されたトラフィック：システムは、復号されたトラフィック（暗号化されたまたは暗号
化されていないトラフィックではなく）のみで検出を行うことができるアプリケーションに
[復号されたトラフィック（decrypted traffic）] タグを割り当てます。
ペイロードのないアプリケーション トラフィック パケットの処理
アクセス コントロールの実行時には、アプリケーションが識別される接続内にペイロードがない
パケットに対してデフォルト ポリシー アクションが適用されます。
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参照されるアプリケーション トラフィックの処理
Web サーバによって参照されるトラフィック（アドバタイズメント トラフィックなど）を処理す
るには、参照するアプリケーションではなく参照されるアプリケーションを照合します。
複数のプロトコルを使用するアプリケーション トラフィックのコントロール（Skype）
システムは、Skype の複数のタイプの アプリケーション トラフィックを検出できます。Skype の
トラフィックをコントロールするには、個々のアプリケーションを選択するのではなく、[アプリ
ケーション フィルタ（Application Filters）]リストから [Skype]タグを選択します。これにより、シ
ステムは同じ方法で Skype のすべてのトラフィックを検出してコントロールできるようになりま
す。

ユーザまたはグループ コントロールの制約
Firepower デバイス マネージャは、最大 2000 ユーザに関する情報をディレクトリ サーバからダウ
ンロードできます。
ディレクトリ サーバに 2000 を超えるユーザ アカウントが含まれており、アクセス ルールでユー
ザを選択したか、ユーザベースのダッシュボード情報を表示した場合、候補となるすべての名前
は表示されません。ダウンロードされた名前に対してのみルールを記述できます。
2000 の制限は、グループに関連付けられた名前にも適用されます。1 つのグループに 2000 を超え
るメンバーがいる場合、ダウンロードされた 2000 のみの名前をグループ メンバーシップに対し
て照合できます。
2000 ユーザを超える場合は、Firepower デバイス マネージャではなく、Firepower Management Center
（リモート マネージャ）の使用を検討してください。Firepower Management Center は、極めて多
数のユーザをサポートします。

URL フィルタリングの制約事項
URL 識別の速度
システムは以下の動作の前に URL をフィルタリングできません。
• モニタ対象の接続がクライアントとサーバの間で確立される。
• セッション内の HTTP または HTTPS アプリケーションがシステムにより識別される。
• 要求された URL がシステムにより識別される（ClientHello メッセージまたはサーバ証明書か
ら暗号化されたセッションの場合）。
この識別は 3 ～ 5 パケット以内で、またはトラフィックが暗号化されている場合は、SSL ハンド
シェイクのサーバ証明書交換の後に発生する必要があります。
早期のトラフィックが他のすべてのルール条件と一致しても識別が不完全な場合は、パケットの
通過と接続の確立（またはSSL ハンドシェイクの完了）が許可されます。システムによる識別が
完了すると、残りのセッション トラフィックに適切なルール アクションが適用されます。
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アクセス コントロールのために、これらの通過したパケットが、アクセス コントロール ポリシー
のデフォルトの侵入ポリシー（デフォルト アクション侵入ポリシーでもほぼ一致するルールの侵
入ポリシーでもない）によりインスペクションが実行されます。
手動 URL フィルタリング
手動で特定の URLをフィルタリングする場合は、影響を受ける可能性のあるその他のトラフィッ
クを慎重に考慮してください。ネットワーク トラフィックが URL 条件に一致するかどうか判別
するために、システムは単純な部分文字列マッチングを実行します。要求された URLが文字列の
一部と一致する場合、URL は一致するものと見なされます。
暗号化された Web トラフィックの URL フィルタリング
暗号化された Web トラフィックに対して URL フィルタリングが実行される場合、システムのよ
うに動作します。
• 暗号化プロトコルを無視します。ルールに URL 条件はあるがプロトコルを指定するアプリ
ケーション条件はない場合、ルールは HTTPS および HTTP 両方のトラフィックを照合しま
す。
• トラフィックを暗号化するために使用する公開キー証明書のサブジェクト共通名に基づいて
HTTPS トラフィックを照合し、サブジェクト共通名に含まれるサブドメインを無視します。
URL での検索クエリ パラメータ
システムでは、URL 条件の照合に URL 内の検索クエリ パラメータを使用しません。たとえば、
すべてのショッピング トラフィックをブロックする場合を考えます。amazon.com を探すために
Web 検索を使用してもブロックされませんが、amazon.com を閲覧しようとするとブロックされま
す。
一部のデバイス モデルのメモリに関する制約事項
メモリの制約上、一部のモデルでは、小規模でそれほど細分化されていないカテゴリとレピュテー
ションによって URL フィルタリングが実行されます。たとえば、親 URL のサブサイトがそれぞ
れ異なる URLカテゴリとレピュテーションを持っている場合、一部のデバイスでは、すべてのサ
ブサイトに対して親 URL のデータが使用されます。具体的な例として、システムは google.com カ
テゴリとレピュテーションを使用して mail.google.com を評価します。影響を受けるデバイスに
は、ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X、ASA5512-X、ASA5515-X、
ASA5516-X、および ASA5525-X の各 ASA モデルが含まれます。
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