アイデンティティ ポリシー
アイデンティティ ポリシーを使用して、接続からユーザ アイデンティティ情報を収集できます。
その後で、ダッシュボードにユーザ アイデンティティに基づく使用状況を表示し、ユーザまた
はユーザ グループに基づくアクセス コントロールを設定できます。
• アイデンティティ ポリシーの概要, 1 ページ
• アイデンティティ ポリシーの設定, 5 ページ
• トランスペアレント ユーザ認証のイネーブル化, 13 ページ
• アイデンティティ ポリシーのモニタリング, 17 ページ

アイデンティティ ポリシーの概要
アイデンティティ ポリシーを使用して、接続に関連付けられているユーザを検出できます。ユー
ザを特定することで、脅威、エンドポイントおよびネットワークインテリジェンスをユーザアイ
デンティティ情報に関連付けることができます。ネットワークの行動、トラフィックおよびイベ
ントを直接個々のユーザにリンクすることで、システムは、ユーザがポリシー違反、攻撃または
ネットワーク脆弱性の元を特定できるように助長します。
たとえば、誰が侵入イベントによって標的とされたホストを所有しているか、誰が内部攻撃また
はポート スキャンを開始したかなどを特定できます。また、帯域幅使用率の高いユーザや望まし
くない Web サイトまたはアプリケーションにアクセスしているユーザも特定できます。
ユーザ検出では、分析用のデータ収集以上のことができます。ユーザ名またはユーザ グループ名
に基づいてアクセス ルールを記述し、ユーザ認証に基づいてリソースへのアクセスを選択的に許
可またはブロックすることもできます。

（注）

システムは、同じホストに対して異なるユーザによる複数のログインを検出すると、特定のホ
ストにログインするユーザは一度に1人だけであり、ホストの現在のユーザが最後の権限のあ
るユーザ ログインであると見なします。複数のユーザがリモート セッションを通じてログイ
ンしている場合は、サーバによってレポートされた最後のユーザがユーザとみなされます。
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アクティブ認証によるユーザ アイデンティティの確立
認証は、ユーザのアイデンティティを確認する手段です。
アクティブな認証では、ユーザ アイデンティティのマッピングが確認できない IP アドレスから
HTTP トラフィック フローが送信されてきた場合、システムに設定したディレクトリに照会して、
トラフィック フローを開始したユーザを認証するかどうか決定できます。このユーザが認証に成
功すると、この IP アドレスは、認証したユーザのアイデンティティを持つとみなされます。
認証に失敗しただけでは、このユーザのネットワーク アクセスは禁止されません。このような
ユーザに許可されるアクセスの種類は、事前に指定したアクセス ルールによって最終的に決定さ
れます。

ユーザ数の上限
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。

サポートされるディレクトリ サーバ
Windows Server 2008 および 2012 の Microsoft Active Directory（AD）をアイデンティティ ポリシー
に使用できます。
サーバの設定に関して次の点に注意してください。
• ユーザ グループまたはグループ内のユーザに対してユーザ制御を実行する場合、ディレクト
リ サーバでユーザ グループを設定する必要があります。サーバが基本的なオブジェクト階
層でユーザを整理している場合、システムはユーザ グループ制御を実行できません。
• システムが該当するフィールドのサーバからユーザ メタデータを取得するには、ディレクト
リ サーバは次の表に示すフィールド名を使用する必要があります。
メタデータ

Active Directory フィールド

LDAP user name

samaccountname
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メタデータ

Active Directory フィールド

first name

givenname

last name

sn

email address

mail
userprincipalname（mail に値が設定されてい
ない場合）

department

department
distinguishedname（department に値が設定され
ていない場合）

telephone number

telephonenumber

ディレクトリ ベースの DN の決定
ディレクトリの各プロパティを設定する際、ユーザおよびグループに共通のベース識別名（DN）
を指定する必要があります。ベースはディレクトリ サーバ内で定義され、ネットワークごとに異
なります。アイデンティティ ポリシーが正しく機能するには、適切なベースを入力する必要があ
ります。ベースが誤っていると、ユーザ名またはグループ名が特定されず、アイデンティティに
基づくポリシーが機能しなくなります。

ヒント

正しいベースを取得するには、ディレクトリ サーバを担当する管理者に確認してください。
Active Directory での正しいベースを確認するには、ドメイン管理者として Active Directory サーバ
にログインし、以下に示すようにコマンド プロンプトで dsquery コマンドを実行して、ベースを
判断します。
ユーザ検索ベース
既知のユーザ名（一部または完全）を使用して dsquery user コマンドを入力し、ベース識別
名を判断します。たとえば次のコマンドでは、部分名「John*」を使用して、「John」で始
まるすべてのユーザに対する情報を返します。
C:\Users\Administrator>dsquery user -name “John*”
“CN=John Doe,CN=Users,DC=csc-lab,DC=example,DC=com”

ベース DN は「DC=csc-lab,DC=example,DC=com」となります。
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グループ検索ベース
既知のグループ名を使用して、dsquery group コマンドを入力し、ベース識別名を判断しま
す。たとえば次のコマンドでは、グループ名「Employees」を使用して識別名を返します。
C:\>dsquery group -name “Employees”
“CN=Employees,CN=Users,DC=csc-lab,DC=example,DC=com”

グループのベース DN は「DC=csc-lab,DC=example,DC=com」となります。
ADSI Edit プログラムを使用して、Active Directory 構造を参照することもできます（[スタート] >
[ファイル名を指定して実行] > [adsiedit.msc]）。ADSI Edit で、組織単位（OU）、グループ、ユー
ザなど任意のオブジェクトを右クリックし、[プロパティ（Properties）] を選択すると、識別名が
表示されます。DC 値の文字列を、ベースとしてコピーします。
正しいベースであることを確認するには、次の手順を実行します。
1 ディレクトリ プロパティの [テスト接続（Test Connection）] ボタンをクリックし、接続を確認
します。問題があった場合には修正して、ディレクトリ プロパティを保存します。
2 変更をデバイスに適用します。
3 アクセス ルールを作成して、[ユーザ（Users）] タブを選択し、ディレクトリから既知のユー
ザおよびグループ名の追加を試みます。ディレクトリを含むレルム内の一致ユーザ名およびグ
ループ名を入力すると、入力中にオートコンプリートによる候補が表示されます。ドロップダ
ウン リストに候補が表示される場合は、システムがディレクトリに適切に照会できたことを意
味します。入力した文字列がユーザ名またはグループ名として表示されることが確かであるに
もかかわらず、候補が表示されない場合は、対応する検索ベースを修正する必要があります。

不明なユーザの処理
アイデンティティ ポリシー用にディレクトリ サーバを設定すると、ユーザおよびグループ メン
バーシップの情報がディレクトリ サーバからダウンロードされます。この情報は午前 0 時から 24
時間ごと、またはディレクトリの設定を編集および保存する都度（変更を何も加えなかった場合
も同様）更新されます。
アクティブな認証アイデンティティ ルールの要求する認証に成功したユーザであっても、ダウン
ロードされたユーザ アイデンティティ情報内にこのユーザの名前が含まれていない場合は、この
ユーザは「不明」とマークされます。アイデンティティ関連のダッシュボードにはこのユーザの
ID は表示されず、このユーザはグループ ルールにも一致しません。
代わりに、不明ユーザを対象としたすべてのアクセスコントロールルールが適用されます。たと
えば、不明ユーザの接続をブロックするように設定している場合は、認証に成功したユーザ（ディ
レクトリ サーバに認識され、パスワードも有効であるユーザ）であっても、不明ユーザとみなさ
れればブロックされます。
したがって、ユーザの追加や削除、またはグループ メンバーシップの変更など、ディレクトリ
サーバに何らかの変更を加えた場合は、システムがディレクトリから更新情報をダウンロードす
るまで、これらの変更はポリシーの適用には反映されません。
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毎日の午前 0 時の更新時まで待機することが難しい場合は、ディレクトリ サーバ情報を編集する
ことで、更新を強制的に適用できます（[ポリシー（Policies）] > [アイデンティティ（Identity）]
を選択して [ディレクトリ サーバ（Directory Server）] ボタンをクリック）。[保存（Save）]をク
リックして、変更を展開します。更新情報がただちにダウンロードされます。

（注）

新規に追加したユーザ、または削除したユーザの情報がシステムに反映されているかどうかを
確認するには、[ポリシー（Policies）] > [アクセス コントロール（Access Control）] を選択し
て、[ルールの追加(+)（Add Rule (+)）] ボタンをクリックします。[ユーザ（Users）]タブに表
示されたユーザのリストを確認してください。新規ユーザが表示されない場合、または削除し
たはずのユーザが表示される場合は、システム上の情報が古いことを意味します。

アイデンティティ ポリシーの設定
アイデンティティポリシーを使用して、接続からユーザ アイデンティティ情報を収集できます。
その後で、ダッシュボードにユーザ アイデンティティに基づく使用状況を表示し、ユーザまたは
ユーザ グループに基づくアクセス コントロールを設定できます。
次に、アイデンティティ ポリシーからユーザ アイデンティティ を取得するために必要な要素の
設定方法の概要を示します。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アイデンティティ（Identity）] を選択します。
まだアイデンティティ ポリシーを定義していない場合は、ウィザードを開始して設定するように
求められます。[開始（Get Started）]をクリックしてウィザードを開始します。ウィザードでは次
の手順を実行します。
a) ディレクトリ サーバの設定, （6 ページ）
b) アクティブ認証キャプティブ ポータルの設定, （7 ページ）

ステップ 2

アイデンティティ ポリシーを管理します。
アイデンティティの設定を行うと、このページにすべてのルールが順番に表示されます。ルール
が上から下の順番でトラフィックと照合され、最初に一致したルールによって適用するアクショ
ンが決まります。このページから次の操作を実行できます。
• アイデンティティポリシーを有効または無効にするには、[アイデンティティポリシー（Identity
Policy）]トグルをクリックします。
• ディレクトリ サーバの設定を変更するには、[ディレクトリ サーバ（Directory Server）]ボタ
ン（

）をクリックします。

• アクティブ認証のキャプティブ ポータルの設定を変更するには、[アクティブ認証（Active
Authentication）]ボタン（

）をクリックします。

• ルールを設定するには、次の手順を実行します。
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◦ 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、そのルールの編集アイコン（

）をクリックします。ま
た、テーブルでプロパティをクリックしてルールのプロパティを選択的に編集すること
もできます。

◦ 不要になったルールを削除するには、そのルールの削除アイコン（

）をクリックしま

す。
アイデンティティ ルールの作成と編集の詳細については、アイデンティティ ルールの設定, （9
ページ）を参照してください。

ディレクトリ サーバの設定
ディレクトリサーバには、ネットワークへのアクセスを許可されたユーザおよびユーザグループ
についての情報が保存されます。システムは毎日深夜 11 時（UTC）に、すべてのユーザおよびグ
ループに関する更新情報をダウンロードします。
ディレクトリ サーバの各プロパティを設定するための必要な値については、ディレクトリの管理
者に相談してください。

（注）

レルムを追加した後は、設定を確認し、接続をテストできます。これには、[ディレクトリサー
バ（Directory Server）]ボタンをクリックし、[ディレクトリ サーバ（Directory Server）] ダイア
ログ ボックスの [テスト（Test）]ボタンをクリックします。テストに失敗した場合は、すべて
のフィールドを検証し、管理 IP アドレスとディレクトリ サーバ間にネットワーク パスが確立
されていることを確認します。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アイデンティティ（Identity）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• ディレクトリまたはアイデンティティ ルールが未設定である場合は、[開始（Get Started）]を
クリックして、アイデンティティ ポリシー ウィザードを開始します。最初に、ディレクト
リ サーバを設定するように求められます。
•

ステップ 3

[ディレクトリ サーバ（Directory Server）]ボタン（

）をクリックします。

ディレクトリ サーバについて、以下の情報を指定します。
• 名前（Name）：ディレクトリ レルムの名前。
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• タイプ（Type）：ディレクトリ サーバのタイプ。Active Directory が唯一サポートされている
タイプであり、このフィールドは変更できません。
• ディレクトリ ユーザ名（Directory Username）、ディレクトリ パスワード（Directory
Password）：取得するユーザ情報に対する適切な権限を持つユーザの識別ユーザ名とパスワー
ド。たとえば、admin@ad.example.com。
• ベース DN（Base DN）：ユーザおよびグループ情報を検索またはクエリするためのディレク
トリ ツリー、つまり、ユーザとグループの共通の親。たとえば、dc=example、dc=com。ベー
ス DN の検索方法の詳細については、ディレクトリ ベースの DN の決定, （3 ページ）を参
照してください。
• AD プライマリ ドメイン（AD Primary Domain）：デバイスが参加する必要のある完全修飾
Active Directory ドメイン名。たとえば、example.com。
• ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）：ディレクトリ サーバのホスト名または IP ア
ドレス。サーバへの暗号化された接続を使用している場合は、IPアドレスではなく、完全修
飾ドメイン名を入力する必要があります。
• ポート（Port）：サーバとの通信に使用されるポート番号。デフォルトは 389 です。暗号化
方式として LDAPS を選択する場合は、ポート 636 を使用します。
• 暗号化（Encryption）：ユーザおよびグループ情報をダウンロードするために暗号化された接
続を使用するには、目的の方式 [STARTTLS] または [LDAPS] を選択します。デフォルトは
[なし（None）]で、ユーザおよびグループ情報はクリア テキストでダウンロードされること
を意味します。
◦ [STARTTLS]は、暗号化方式をネゴシエートして、ディレクトリ サーバによってサポー
トされている最強の方式を使用します。ポート 389 を使用します。
◦ [LDAPS]には、LDAP over SSL が必要です。ポート 636 を使用します。
• SSL証明書（SSL Certificate）：暗号化方式を選択する場合は、システムとディレクトリ サー
バ間の信頼できる接続を有効にするため、CA 証明書をアップロードします。証明書を使用
して認証している場合は、証明書のサーバ名がサーバのホスト名/IP アドレスと一致している
必要があります。たとえば、IP アドレスとして 10.10.10.250 を使用し、証明書内で
ad.example.com を使用した場合は、接続が失敗します。
ステップ 4

[次へ（Next）]（ウィザード内）または [保存（Save）] をクリックします。

アクティブ認証キャプティブ ポータルの設定
アイデンティティ ルールがユーザのアクティブ認証を必要とする場合、ユーザは接続されている
インターフェイス上のキャプティブポータルポートにリダイレクトされ、その後、認証が求めら
れます。証明書をアップロードしない場合、ユーザには自己署名証明書が提示されます。すでに
ユーザのブラウザが信頼している証明書がアップロードされていない場合、ユーザはその証明書
を受け入れる必要があります。
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（注）

HTTP Basic、HTTP 応答ページおよび NTLM 認証方式では、ユーザはインターフェイスの IP
アドレスを使用してキャプティブ ポータルにリダイレクトされます。ただし、HTTP ネゴシ
エートの場合は、ユーザは完全修飾 DNS 名 firewall-hostname.AD-domain-name を使用してリダ
イレクトされます。HTTPネゴシエートを使用する場合は、DNS サーバも更新して、アクティ
ブな認証が必要なすべての内部インターフェイスの IP アドレスにこの名前をマッピングする
必要があります。そうしないと、リダイレクションが完了できず、ユーザは認証できません。

はじめる前に
ディレクトリ サーバ、FirePOWER Threat Defenseデバイスおよびクライアント間で、時刻設定が
一致していることを確認します。これらのデバイス間で時刻にずれがあると、ユーザ認証が成功
しない場合があります。「一致」とは、別のタイム ゾーンを使用できるが、たとえば、10 AM
PST = 1 PM EST など、時刻がそれらのゾーンに対して相対的に同じになっている必要があること
を意味しています。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アイデンティティ（Identity）] を選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• 開始（Get Started）ウィザードを使用する場合は、ディレクトリ サーバを設定後に、[次へ
（Next）] をクリックします。
•

ステップ 3

[アクティブ認証（Active Authentication）]ボタン（

）をクリックします。

次のオプションを設定します。
• サーバ証明書（Server Certificate）：アクティブ認証時にユーザに提供される CA 証明書。証
明書は、PEM または DER 形式の X509 証明書である必要があります。証明書を貼り付ける
か、または [証明書のアップロード（Upload Certificate）]をクリックして証明書ファイルを選
択します。デフォルトでは、ユーザ認証時に自己署名証明書を提供します。
• 証明書キー（Certificate Key）：サーバ証明書のキー。キーを貼り付けるか、または [キーの
アップロード（Upload Key）]をクリックしてキー ファイルを選択します。
• ポート（Port）：キャプティブ ポータル ポート。デフォルトは、885（TCP）です。異なる
ポートを設定する場合は、1025 ～ 65535 の範囲内にする必要があります。

ステップ 4

[保存（Save）]をクリックします。
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アイデンティティ ルールの設定
アイデンティティルールは、一致するトラフィックのユーザアイデンティティ情報を収集する必
要があるかどうかを決定します。一致するトラフィックのユーザ アイデンティティ情報を取得し
ない場合は、[認証なし（No Authentication）] を設定できます。
ルールの設定に関係なく、アクティブ認証は HTTP トラフィックに対してのみ実行される点に注
意してください。そのため、HTTP 以外のトラフィックをアクティブ認証から除外するルールを
作成する必要はありません。すべての HTTP トラフィックに関するユーザ アイデンティティ情報
を取得する場合は、すべての送信元と宛先にアクティブ認証ルールを適用するだけで取得できま
す。

（注）

また、認証の失敗は、ネットワークのアクセスには影響しない点にも注意してください。アイ
デンティティ ポリシーは、ユーザ アイデンティティ情報のみを収集します。認証に失敗した
ユーザがネットワークにアクセスするのを阻止する場合は、アクセス ルールを使用する必要
があります。

手順
ステップ 1

[ポリシー（Policies）] > [アイデンティティ（Identity）] 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

[ユーザ認証（User Authentication）]のタイプを選択します。
• アクティブ（Active）：ユーザ アイデンティティを判別するためにアクティブ認証を使用し
ます。アクティブ認証は HTTPトラフィックのみに適用されます。他のタイプのトラフィッ
クが、アクティブ認証を要求または許可するアイデンティティ ポリシーに適合した場合、ア
クティブ認証は試行されません。
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• 認証なし（No Auth）：ユーザ アイデンティティを取得しません。アイデンティティベース
のアクセスルールは、このトラフィックに適用されません。これらのユーザは[認証不要（No
Authentication Required）]としてマークされます。
ステップ 5

（アクティブ認証のみ）ディレクトリサーバによってサポートされる認証方式（[タイプ（Type）]）
を選択します。
• HTTP Basic：暗号化されていない HTTP Basic 認証（BA）接続を使用してユーザを認証しま
す。ユーザはブラウザのデフォルトの認証ポップアップ ウィンドウを使用してネットワーク
にログインします。これがデフォルトです。
• NTLM：NT LAN マネージャ（NTLM）接続を使用してユーザを認証します。この選択は AD
レルムを選択するときにのみ使用できます。Windows ドメイン ログインを使用して透過的に
認証するために IE や Firefox ブラウザを設定できますが、ユーザは自分のブラウザのデフォ
ルトの認証ポップアップ ウィンドウを使用してネットワークにログインします（トランスペ
アレント ユーザ認証のイネーブル化, （13 ページ）を参照）。
• HTTP ネゴシエート（HTTP Negotiate）：ユーザ エージェント（トラフィック フローを開始
するためにユーザが使用しているアプリケーション）方式か、または Active Directory サーバ
方式かを、デバイスがネゴシエートできるようになります。ネゴシエーションの結果は、
NTLM、Basic の順に、共通にサポートされ使用されている中で最強な方式になります。ユー
ザはブラウザのデフォルトの認証ポップアップ ウィンドウを使用してネットワークにログイ
ンします。
• HTTP 応答ページ（HTTP Response Page）：システムが提供する Web ページを使用して認証
するように求められます。これは、HTTP Basic 認証の 1 つの形式です。
（注）

ステップ 6

HTTP Basic、HTTP 応答ページおよび NTLM 認証方式では、ユーザはインターフェイス
の IP アドレスを使用してキャプティブ ポータルにリダイレクトされます。ただし、
HTTP ネゴシエートの場合は、ユーザは完全修飾 DNS 名 firewall-hostname.AD-domain-name
を使用してリダイレクトされます。HTTP ネゴシエートを使用する場合は、DNS サーバ
も更新して、アクティブな認証が必要なすべての内部インターフェイスの IP アドレス
にこの名前をマッピングする必要があります。そうしないと、リダイレクションが完了
できず、ユーザは認証できません。

（アクティブ認証のみ）アクティブ認証に失敗したユーザをゲスト ユーザとしてラベル付けする
かどうかを決めるには、[ゲストとしてフォールバック（Fall Back as Guest）] > [オン/オフ（On/Off）]
を選択します。
ユーザには、正常に認証されるまで 3 回のチャンスがあります。失敗した場合に、このオプショ
ンを選択して、ユーザをマークする方法を決定します。これらの値に基づいてアクセス ルールを
記述できます。
• [ゲストとしてフォールバック（Fall Back as Guest）] > [オン（On）]：ユーザは [ゲスト
（Guest）] としてマークされます。
• [ゲストとしてフォールバック（Fall Back as Guest）] > [オフ（Off）]：ユーザは [失敗した認
証（Failed Authentication）] としてマークされます。
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ステップ 7

[送信元/宛先（Source/Destination）]タブのトラフィック一致基準を定義します。
アクティブ認証が HTTP トラフィックのみに試行される点に注意してください。そのため、非
HTTP トラフィックに対して [認証なし（No Auth）] ルールを設定する必要はなく、非 HTTP トラ
フィックのアクティブ認証ルールを作成するポイントもありません。
アイデンティティ ルールの送信元/宛先基準は、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
理的位置、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、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。
次のトラフィック一致基準を設定できます。
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 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、内部ネットワークから発信するすべてのトラフィックか
らユーザ アイデンティティが収集されるように確保するには、宛先ゾーンを空のままにし
て、内部ゾーンを [送信元ゾーン（Source Zones）]として選択します。
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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の 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（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。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）

確実に最新の地理的位置データを使用してトラフィックをフィルタ処理する
ために、地理的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。

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。
• 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。
• 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。

ステップ 8

[OK]をクリックします。
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トランスペアレント ユーザ認証のイネーブル化
アクティブな認証を可能にするアイデンティティ ポリシーを設定する場合は、次のような認証方
法を使用して、ユーザーのアイデンティティを取得できます。
HTTP 基本認証
HTTP 基本認証では、ユーザは常に、ディレクトリのユーザ名およびパスワードによる認証
を促されます。パスワードはクリア テキストで送信されます。このため、基本認証は安全
な認証形態とみなされません。
基本認証は、デフォルトの認証メカニズムです。
HTTP 応答ページ
HTTP 基本認証の一種であり、ユーザにブラウザのログイン ページが表示されます。
NTLM、HTTP ネゴシエート（Active Directory 向けの統合 Windows 認証）
統合 Windows 認証では、ユーザがドメインにログインして、各自のワークステーションを
使用することを利用します。アクティブ認証中、ブラウザはサーバにアクセスするとき
（FirePOWER Threat Defenseキャプティブ ポータルも含む）、このドメイン ログインを使用
しようとします。パスワードは送信されません。認証が成功すると、ユーザは透過的に認証
されます。つまり、認証チャレンジが行われたことも、適合したことも、ユーザが意識する
ことはありません。
ドメインのログイン クレデンシャルを使用した認証要求をブラウザが満たすことができな
かった場合は、ユーザはユーザ名とパスワードを要求されます。これは、基本認証と同じ
ユーザ エクスペリエンスです。このように、統合 Windows 認証を設定すると、同一ドメイ
ン内のネットワークまたはサーバにアクセスしようとするユーザは、クレデンシャルを提示
する必要がなくなります。
HTTP ネゴシエートでは、Active Directory サーバとユーザ エージェントの両方でサポートさ
れるものの中から、最強の認証方式が選択されることに注意してください。ネゴシエーショ
ンによって HTTP 基本認証が認証方式として選択された場合は、トランスペアレント認証は
行われません。強度の順位は、NTLM、基本認証の順です。トランスペアレント認証を使用
するには、ネゴシエーションで NTLM が選択される必要があります。
トランスペアレント認証を有効にするには、統合 Windows 認証をサポートするようにクライアン
ト ブラウザを設定する必要があります。以下のセクションでは、一般的に使用され、統合 Windows
認証をサポートするいくつかのブラウザを対象に、統合 Windows 認証の一般的な要件および基本
設定について説明します。ソフトウェアのリリースごとに方法が異なる可能性もあるため、使用
するブラウザ（または他のユーザ エージェント）の詳細情報について、ヘルプで確認してくださ
い。
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ヒント

Chrome や Safari など（本稿執筆時点のバージョンに基づく）、一部のブラウザでは統合 Windows
認証がサポートされません。ユーザはユーザ名とパスワードの入力を要求されます。使用する
バージョンでサポートされるかどうかについては、ブラウザのマニュアルを参照してくださ
い。

トランスペアレント認証の要件
トランスペアレント認証を実装するには、ユーザブラウザまたはユーザエージェントを設定する
必要があります。これは、個別に実行することも、そのための設定を作成し、ソフトウェア配布
ツールを使用してその設定をクライアント ワークステーションにプッシュすることもできます。
この作業をユーザが自分で実行する場合は、ネットワークで機能する具体的な設定パラメータを
提供する必要があります。
ブラウザまたはユーザ エージェントに関係なく、次の一般的な設定を実装する必要があります。
• ユーザがネットワークへの接続に使用するFirePOWER Threat Defenseインターフェイスを [信
頼済みサイト（Trusted Sites）] リストに追加します。IP アドレスか、使用可能な場合は完全
修飾ドメイン名（たとえば、inside.example.com）を使用できます。また、ワイルドカードま
たはアドレスの一部を使用して、汎用化された信頼済みサイトを作成できます。たとえば、
典型的には *.example.com または単に example.com を使用してすべて内部サイトを網羅し、
ネットワーク内のすべてのサーバを信頼することができます（独自のドメイン名を使用）。
インターフェイスの特定アドレスを追加する場合には、信頼済みサイトに複数のアドレスを
追加して、ネットワークへのすべてのユーザ アクセス ポイントに対処することが必要な場
合があります。
• 統合 Windows 認証は、プロキシ サーバ経由で機能しません。したがって、プロキシを使用
しないか、またはプロキシを通過しないアドレスにFirePOWER Threat Defenseインターフェ
イスを追加する必要があります。プロキシを使用する必要がある場合、ユーザは NTLM を使
用する場合であっても認証を要求されます。

ヒント

トランスペアレント認証の設定は必須ではありませんが、エンド ユーザにとって便利です。
トランスペアレント認証を設定しなかった場合、ユーザはすべての認証方式に対するログイン
チャレンジを提示されます。

トランスペアレント認証用の Internet Explorer の設定
Internet Explorer を NTLM のトランスペアレント認証用に設定するには、次の手順を実行します。

Cisco Firepower Threat Defense バージョン 6.2 コンフィギュレーション ガイド（Firepower Device
Manager 用）
14

アイデンティティ ポリシー
トランスペアレント認証用の Internet Explorer の設定

手順
ステップ 1

[ツール（Tools）] > [インターネット オプション（Internet Options）]を選択します。

ステップ 2

[セキュリティ（Security）]タブを選択し、[ローカル イントラネット（Local Intranet）] ゾーンを
選択した後、次の手順を実行します。
a) [サイト（Sites）]ボタンをクリックして、信頼済みサイトのリストを開きます。
b) 少なくとも次のオプションの 1 つが選択されていることを確認します。
• [イントラネットのネットワークを自動的に検出する（Automatically detect intranet
network）]。このオプションを選択すると、他のすべてのオプションがディセーブルにな
ります。
• [プロキシ サーバを使用しないサイトをすべて含める（Include all sites that bypass the
proxy）]。
c) [詳細（Advanced）]をクリックして [ローカル イントラネット サイト（Local Intranet Sites）] ダ
イアログボックスを開き、信頼する URL を [サイトの追加（Add Site）] ボックスに貼り付けて
[追加（Add）] をクリックします。
複数の URL が存在する場合は、このステップを繰り返します。ワイルドカードを使用して、
http://*.example.com のように URL の一部を指定するか、または単に *.example.com と指定しま
す。
このダイアログボックスを閉じて、[インターネット オプション（Internet Options）] ダイアロ
グボックスに戻ります。
d) [ローカル イントラネット（Local Intranet）]が選択されたままの状態で、[カスタム レベル
（Custom Level）]をクリックして [セキュリティ設定（Security Settings）] ダイアログボックス
を開きます。[ユーザ認証（User Authentication）] > [ログオン（Logon）] 設定を探して、[イン
トラネット ゾーンでのみ自動的にログオンする（Automatic logon only in Intranet zone）]を選択
します。[OK]をクリックします。

ステップ 3

[インターネット オプション（Internet Options）] ダイアログボックスで [接続（Connections）]タブ
をクリックして、[LAN の設定（LAN Settings）] をクリックします。
[LAN にプロキシ サーバを使用する（Use a proxy server for your LAN）]が選択されている場合、
FirePOWER Threat Defense インターフェイスがプロキシをバイパスすることを確認する必要があ
ります。必要に応じて、次のいずれかを実行します。
• [ローカル アドレスにはプロキシ サーバを使用しない（Bypass proxy server for local addresses）]
を選択します。
• [詳細（Advanced）]をクリックして、[次で始まるアドレスにはプロキシ サーバを使用しない
（Do not use proxy server for addresses beginning with）]ボックスにアドレスを入力します。た
とえば、*.example.com のようにワイルドカードを使用できます。
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トランスペアレント認証用の Firefox の設定
NTLM（NT LAN マネージャ）の透過的な認証のために Firefox を設定するには、次の手順を実行
します。

手順
ステップ 1

[about:config]を開きます。フィルタ バーを使用して、修正する必要のあるプリファレンスを検索
します。

ステップ 2

NTLM をサポートするには、次のプリファレンスを修正します（network.automatic でフィルタリ
ング）。
• [network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris]：プリファレンスをダブルクリックし、URL を入力し
て [OK]をクリックします。カンマで区切って複数の URL を入力できます。プロトコルを含
めるかどうかは任意です。次に例を示します。
http://host.example.com, http://hostname, myhost.example.com

URL の一部を使用することもできます。Firefox は、ランダムに部分文字列と照合するのでは
なく、文字列の末尾と照合します。したがって、ドメイン名のみを指定して、内部ネット
ワーク全体を含めることができます。次に例を示します。
example.com

• [network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies]：値が、デフォルトの [true]であることを確認しま
す。値が [false] になっている場合は、ダブルクリックして変更します。
ステップ 3

HTTP プロキシ設定を確認します。これは、[ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択
し、次に [オプション（Options）] ダイアログボックスで [ネットワーク（Network）]タブをクリッ
クすると見つかります。[接続（Connection）] グループで、[設定（Settings）]ボタンをクリックし
ます。
• [プロキシなし（No Proxy）]が選択されている場合は、何も設定する必要がありません。
• [システムのプロキシ設定を使用（Use System Proxy Settings）]が選択されている場合、
[about:config] 内の [network.proxy.no_proxies_on] プロパティを修正して、
[network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris] に含めた信頼済み URI を追加する必要があります。
• [プロキシの手動設定（Manual Proxy Configuration）]が選択されている場合、これらの信頼済
み URI を包含するように [プロキシの対象なし（No Proxy For）] を更新します。
• 他のオプションの 1 つが選択されている場合、これらの設定で使用するプロパティから同一
の信頼済み URI が除外されていることを確認します。
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アイデンティティ ポリシーのモニタリング
認証を必要とするアイデンティティ ポリシーが正常に動作している場合は、[モニタリング
（Monitoring）] > [ユーザ（Users）] ダッシュボードやユーザ情報を含むその他のダッシュボード
にユーザ情報が表示されます。
さらに、[モニタリング（Monitoring）] > [イベント（Events）] に表示されるイベントにもユーザ
情報が含まれています。
ユーザ情報が表示されない場合は、ディレクトリ サーバが正常に機能していることを確認しま
す。接続を確認するには、ディレクトリ サーバの設定ダイアログ ボックスの [テスト（Test）]ボ
タンを使用します。
ディレクトリサーバが機能していて使用可能な場合は、認証を必要とするアイデンティティルー
ルのトラフィック一致基準がユーザに一致するように記述されていることを確認します。たとえ
ば、送信元ゾーンに、ユーザ トラフィックがデバイスに入力するために経由するインターフェイ
スが含まれていることを確認します。
アイデンティティ ルールは HTTP トラフィックのみに一致するため、ユーザはデバイス経由でそ
のタイプのトラフィックを送信している必要があります。
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