
Sophos XG Firewall
ヘルプ
製品バージョン: 17



⽬次
1章 - 概要.................................................................................................................. 1

種類.................................................................................................................. 1
管理者権限インターフェース...................................................................................2
管理者権限..........................................................................................................2

2章 - Web 管理コンソールの使⽤.................................................................................... 4
サポートされているブラウザ...................................................................................5
メニュー.............................................................................................................5
ページ............................................................................................................... 6
ナビゲーションコントロールのリスト....................................................................... 6

3章 - Control Center................................................................................................... 7
4章 - 現在のアクティビティ..........................................................................................16

ライブユーザー.................................................................................................. 16
ライブ接続........................................................................................................ 18
ライブ接続 IPv6................................................................................................ 20
ライブ接続の詳細の表⽰.......................................................................................21
IPsec 接続........................................................................................................25
リモートユーザー............................................................................................... 25

5章 - レポート...........................................................................................................26
ダッシュボード.................................................................................................. 27
アプリケーションと Web..................................................................................... 27
ネットワークと脅威............................................................................................ 28
VPN................................................................................................................ 28
メール..............................................................................................................28
コンプライアンス............................................................................................... 29
カスタム...........................................................................................................29
ブックマーク..................................................................................................... 30
レポート設定..................................................................................................... 31

6章 - 診断................................................................................................................ 36
ツール..............................................................................................................36
システムグラフ.................................................................................................. 38
URL カテゴリルックアップ...................................................................................44
パケットキャプチャ............................................................................................ 44
接続リスト........................................................................................................ 50
サポートアクセス............................................................................................... 52

7章 - ファイアウォール............................................................................................... 54
ユーザー / ネットワークルール............................................................................. 59
業務アプリケーションのルール.............................................................................. 71

8章 - 侵⼊防御......................................................................................................... 125
DoS 攻撃........................................................................................................125
IPS ポリシー................................................................................................... 125
カスタム IPS シグネチャ................................................................................... 128
DoS/スプーフ防御............................................................................................ 129

9章 - Web.............................................................................................................. 135
ポリシー......................................................................................................... 135
ユーザーアクティビティ..................................................................................... 140
カテゴリ......................................................................................................... 142
URL グループ.................................................................................................. 143
例外...............................................................................................................144
全般設定......................................................................................................... 146
ファイルタイプ................................................................................................ 150
ネット閲覧クォータ...........................................................................................151
ユーザー通知................................................................................................... 152

(2019/04/15)



コンテンツフィルタ...........................................................................................152
Web プロテクションの強化................................................................................ 153
Web プロテクションのカスタマイズ..................................................................... 154
Web サイトへのアクセスの制御...........................................................................156
⽤語リストによるコンテンツのブロック.................................................................160

10章 - アプリケーション............................................................................................164
アプリケーションフィルタ.................................................................................. 164
アプリケーション同期と制御............................................................................... 166
クラウドアプリケーション.................................................................................. 168
アプリケーションリスト..................................................................................... 169
トラフィックシェーピングのデフォルト.................................................................170
⾼リスクのアプリケーションのブロック.................................................................171

11章 - ワイヤレス.................................................................................................... 174
ワイヤレス設定................................................................................................ 174
ワイヤレスクライアントリスト............................................................................ 175
ワイヤレスネットワーク..................................................................................... 175
アクセスポイント..............................................................................................179
不正 AP スキャン.............................................................................................184
アクセスポイントグループ.................................................................................. 185
メッシュネットワーク........................................................................................186
ホットスポット................................................................................................ 189
ホットスポットの設定........................................................................................195
ホットスポットバウチャー定義............................................................................ 195
メッシュネットワークの導⼊............................................................................... 196
ワイヤレスネットワーク (別ゾーン) の導⼊............................................................ 198
ワイヤレスネットワーク (AP LAN へのブリッジ) の導⼊...........................................201
カスタムログインページ付きのホットスポットの導⼊................................................202
ホットスポットバウチャーによるゲストアクセスの許可.............................................203

12章 - メール.......................................................................................................... 205
MTA モード.....................................................................................................206
レガシーモード :..............................................................................................233

13章 - Web サーバー................................................................................................257
Web サーバー................................................................................................. 257
保護ポリシー................................................................................................... 258
認証ポリシー................................................................................................... 262
認証テンプレート..............................................................................................264
全般設定......................................................................................................... 265
Web サーバーの保護......................................................................................... 265

14章 - ⾼度な脅威.................................................................................................... 270
ATP (Avanced Threat Protection)......................................................................270
Sandstorm アクティビティ................................................................................ 270
Sandstorm設定................................................................................................271

15章 - Central Synchronization................................................................................. 272
16章 - VPN.............................................................................................................274

IPsec ポリシー................................................................................................ 274
IPsec 接続...................................................................................................... 279
VPN 設定........................................................................................................283
SSL VPN (リモートアクセス)............................................................................. 285
SSL VPN (サイト間).........................................................................................286
Sophos Connect クライアント........................................................................... 288
L2TP （リモートアクセス）................................................................................290
PPTP （リモートアクセス）................................................................................292
クライアントレスアクセス.................................................................................. 293
ブックマーク................................................................................................... 294
ブックマークグループ........................................................................................296
リモートアクセス SSL VPN の作成...................................................................... 297

(2019/04/15)



サイト間 SSL VPN の作成................................................................................. 303
サイト間 IPsec VPN の作成............................................................................... 307

17章 - ネットワーク................................................................................................. 316
インターフェース..............................................................................................316
ゾーン............................................................................................................337
WAN リンクマネージャ..................................................................................... 338
DNS.............................................................................................................. 340
DHCP.............................................................................................................343
IPv6 ルーターアドバタイズ................................................................................ 346
セルラー WAN.................................................................................................349
IP トンネル.....................................................................................................351
ネイバー (ARP-NDP)........................................................................................ 352
ダイナミック DNS............................................................................................354
サイト間 RED トンネルの作成............................................................................ 355
RED の⼿動導⼊...............................................................................................358

18章 - ルーティング................................................................................................. 360
スタティックルーティング.................................................................................. 360
ポリシールーティング........................................................................................363
ゲートウェイ................................................................................................... 365
BGP...............................................................................................................366
OSPF............................................................................................................. 368
情報...............................................................................................................372
アップストリーム プロキシ.................................................................................383
マルチキャスト (PIM-SM)..................................................................................383
RIP................................................................................................................385

19章 - 認証.............................................................................................................389
サーバー......................................................................................................... 389
サービス......................................................................................................... 402
グループ......................................................................................................... 407
ユーザー......................................................................................................... 410
ワンタイムパスワード........................................................................................415
キャプティブポータル........................................................................................418
ゲストユーザー................................................................................................ 419
クライアントレスユーザー.................................................................................. 422
ゲストユーザーの設定........................................................................................425
クライアントダウンロード.................................................................................. 427
STAS............................................................................................................. 429
2 要素認証の設定............................................................................................. 432
OTP トークンの⼿動での導⼊.............................................................................. 433
Active Directory 認証の設定.............................................................................. 435
LDAP 認証の設定............................................................................................. 438
RADIUS 認証の設定..........................................................................................440
STAS による透過的認証の設定............................................................................ 442
Chromebook のシングルサインオンの設定............................................................ 448

20章 - システムサービス............................................................................................452
冗⻑化 (HA)....................................................................................................452
トラフィックシェーピングの設定..........................................................................461
RED...............................................................................................................462
マルウェア対策................................................................................................ 463
ログ設定......................................................................................................... 463
データの匿名化................................................................................................ 465
トラフィックシェーピング.................................................................................. 466
サービス......................................................................................................... 468

21章 - プロファイル................................................................................................. 469
スケジュール................................................................................................... 469
アクセス時間................................................................................................... 470

(2019/04/15)



ネット閲覧クォータ...........................................................................................472
ネットワークトラフィッククオータ.......................................................................473
ネットワークアドレス変換.................................................................................. 474
デバイスのアクセス...........................................................................................475

22章 - ホストとサービス............................................................................................477
IP ホスト........................................................................................................477
IP ホストグループ............................................................................................ 478
MAC ホスト.................................................................................................... 479
FQDN ホスト.................................................................................................. 480
FQDN ホストグループ....................................................................................... 480
国別グループ................................................................................................... 481
サービス......................................................................................................... 481
サービスグループ..............................................................................................483

23章 - 管理.............................................................................................................485
ライセンス...................................................................................................... 485
デバイスのアクセス...........................................................................................487
管理の設定...................................................................................................... 490
集中管理......................................................................................................... 491
時間...............................................................................................................493
通知の設定...................................................................................................... 493
ネットフロー................................................................................................... 495
メッセージ...................................................................................................... 495
SNMP............................................................................................................ 496

24章 - バックアップ & ファームウェア......................................................................... 499
バックアップ & ファームウェア...........................................................................499
API................................................................................................................500
インポート エクスポート....................................................................................502
ファームウェア................................................................................................ 503
パターンファイルのアップデート..........................................................................505

25章 - 証明書.......................................................................................................... 507
証明書............................................................................................................507
認証局 (CA).................................................................................................... 510
Certificate Revocation List（証明書失効リスト）................................................... 511

補⾜ A- ログ............................................................................................................513
ログ ID.......................................................................................................... 513
ログフィールド................................................................................................ 518
メッセージ...................................................................................................... 529
ログビューア................................................................................................... 545

補⾜ B- ポリシーテスト............................................................................................. 546
補⾜ C- IPS カスタムパターンの構⽂............................................................................ 547
補⾜ D- デフォルトのファイル形式カテゴリ....................................................................555
補⾜ E- USB の互換性リスト...................................................................................... 560
補⾜ F- SFMOS 15.01.0 との互換性............................................................................ 612
補⾜ G- 著作権情報................................................................................................... 613

(2019/04/15)



章 1

1 概要
Sophos XG Firewall は、Astaro 社と Cyberoam 社のテクノロジーの優れた点を組み合わせた、
⾰新的な次世代型ファイアウォールです。
刷新されたユーザーインターフェイスや､最新の Sophos Security Heartbeat テクノロジー､新
しく強⼒な統合ポリシーモデルなど、数々の画期的機能が搭載されており、使いやすさ､セキュリ
ティ､パフォーマンスがまったく新しい次元に引き上げられているのが特徴です｡
XG Firewall は、既存の Sophos SG シリーズおよび XG シリーズのハードウェアならびに
Cyberoam NG シリーズのハードウェアで動作するほか、幅広い仮想プラットフォームでサポート
されています。また、ソフトウェア形式のアプライアンスとしても提供されています。
XG Firewall の刷新されたコントロールセンターでは、ネットワークやユーザー、アプリケー
ションのステータスが⼀⽬で把握できます。また、充実したレポート機能が搭載されているほ
か、Sophos iView によって、複数のファイアウォールの統合レポートを⽣成することもできま
す。

機能の概要
• 重要な情報を表⽰し､詳細まで確認することが可能なコントロールセンター
• 便利なリマインダーやガイドによる直感的な操作。
• あらゆるタイプのポリシーを 1 つの画⾯で⼀元管理。
• ポリシー ツールにはタイプ､テンプレート､⾃然⾔語による説明､ユーザー ID などの⾰新的な新

機能を搭載。
• ユーザーの過去の⾏動に基づいてユーザー リスクを特定する｢ユーザー脅威率｣。
• 評価と PoC を簡単にするディスカバーモード
• FastPath に最適化されたスキャン。
ここをクリックすると、XG Firewall でサポートされている全機能の⼀覧が表⽰されます。

1.1 種類
このセクションでは XG Firewall の種類について説明します。
Sophos は次の種類でご利⽤いただけます。
• 物理デバイス
• 仮想デバイス
• ソフトウェア

物理デバイス
Sophos は広範な物理デバイスを提供し、⼩規模ビジネスおよび⾃宅ユーザーからエンタープライズ
まで、あらゆる規模のビジネスニーズに対応します。

https://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/PDFs/factsheets/sophosxgfirewallflna.pdf?la=en
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仮想デバイス
仮想ネットワークセキュリティデバイスは、Next-Generation Firewall または UTM として導⼊で
き、業界をリードするネットワークセキュリティを仮想データセンターに提供します。MSSP / 組
織向けの「「Security-in-a-Box」」セットアップのほか、「「Office-in-a-Box」」セットアップ
を提供しています。ハードウェアセキュリティデバイスで利⽤可能な包括的なセキュリティ機能を
仮想化形式で提供することにより、これらの仮想デバイスは単⼀の仮想デバイス上でレイヤー -8
の ID ベースのセキュリティを提供します。これは、物理ネットワークのセキュリティと同等に強
⼒です。
Sophos は、仮想ネットワークセキュリティデバイス (Next-Generation Firewall/UTM)、集中管
理⽤の仮想 Sophos Firewall Manager (SFM)、集中ログ/レポート作成⽤の Sophos iView ソフト
ウェアを使⽤して、完全な仮想セキュリティソリューションを組織に提供します。

1.2 管理者権限インターフェース
XG Firewall にアクセスし、管理を⾏うためのインターフェースには、以下のものがあります。
• Web 管理コンソール: Web 管理コンソールは Web ベースのアプリケーションで、管理者は

XG Firewall の構成、監視、管理を⾏うことができます。
• Command Line Interface: CLI (Command Line Interface) コンソールは、XG Firewall の

特定コンポーネントを管理、監視、制御するツールセットを提供します。
• Sophos Firewall Manager (SFM): 分散した複数の XG Firewall を、SFM から集中管理するこ

とができます。

1.3 管理者権限
このセクションでは、XG Firewall へのアクセス⽅法について説明します。
管理者は HTTPS、telnet または SSH サービス経由で XG Firewall に接続/アクセスできます。管
理者アカウントのプロファイルに応じて、管理者はいくつかの管理インターフェースと、Web 管理
コンソールの設定ページにアクセスすることができます。
XG Firewall には、1 つの管理者アカウントと、4 つの管理者プロファイルが付属しています。

管理者の種類 認証情報 コンソールアクセ
ス

権限

スーパー管理者 admin/admin Web 管理コンソー
ル

CLI コンソール

両⽅のコンソールの完全な権限。いず
れかのコンソールから実⾏された構成の
読み取りおよび書き込み権限を提供しま
す。

注
導⼊時に、ユーザーのパスワードを直ちに変更することを推奨します。

2 Copyright © 2018 Sophos Limited
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Web 管理コンソール
Web 管理コンソールは Web ベースのアプリケーションで、管理者は XG Firewall の構成、監視、
管理を⾏うことができます。
Web ブラウザを使⽤して管理⽤コンピュータから HTTPS 接続を使い、XG Firewall の Web 管理
コンソールにアクセスします。
1. HTTPS ログイン: https://<XG Firewall の LAN IP アドレス>

CLI (Command Line Interface) コンソール
CLI コンソールは、XG Firewall の特定コンポーネントを管理、監視、制御するツールセットを提
供します。以下の⽅法で、XG Firewall にリモートからアクセスできます。
1. リモートログインのユーティリティ – TELNET ログイン
2. SSH クライアント (シリアルコンソール)

ネットワーク問題のトラブルシューティングと詳細診断に CLI コンソールを使⽤します。

Sophos Firewall Manager (SFM)
Sophos Firewall Manager (SFM) を使⽤すると、分散している複数の XG Firewall を集中管理
できます。このインターフェースは、MSSP や⼤規模なエンタープライズで特に便利です。XG
Firewallデバイスを SFM で監視・管理するには、以下を実⾏する必要があります。
1. XG Firewall で SFM を設定する
2. XG Firewall と SFM を統合する

XG Firewall デバイスを追加してグループに分類した後は、XG Firewall を個別に設定した
り、XG Firewall をグループ単位で設定することができます。

Copyright © 2018 Sophos Limited 3
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章 2

2 Web 管理コンソールの使⽤
Sophos Firewall OS は Web 2.0 ベースの使いやすいグラフィカルインターフェース「Web 管理
コンソール」を使⽤し、デバイスを構成および管理しています。
すべてのインターフェースから、HTTPS Web ブラウザベースの管理⽤デバイスにアクセスできま
す。XG Firewall の初回接続および起動時には、次の HTTPS サービスのデフォルトの Web 管理コ
ンソールアクセス構成が含まれています。

サービス インターフェース/ゾーン デフォルトのポート

HTTPS WAN TCP ポート 4444

管理者は 「管理」 > 「管理の設定」 から HTTPS サービス⽤のデフォルトのポートを更新できま
す。

Web 管理コンソールの⾔語
Web 管理コンソールは複数の⾔語をサポートしていますが、デフォルトでは英語で表⽰されます。
英語以外に、⽇本語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)、ヒンズー語、フランス語、ドイツ語、
イタリア語、韓国語、ポルトガル語 (ブラジル) の⾔語がサポートされています。管理者はログイン
時にご希望の⾔語を選択できます。
Web 管理コンソールの以下の要素が指定⾔語で表⽰されます。
• コントロールセンターのコンテンツ
• ナビゲーションメニュー
• 画像要素 (フィールド、ボタンのラベル、ヒントを含む)
• エラーメッセージ
管理者は、様々なポリシー、サーバー、多様なカスタムカテゴリをサポートされている⾔語で表⽰
することができます。
Web 管理コンソールで設定した操作は直ちに反映されます。デバイスの構成をサポートするため
に、デバイスには詳細なコンテクスト依存のオンラインヘルプが含まれています。

ログオンのプロセス
ログオンプロセスは、ユーザーを認証し、XG Firewall とのセッションを作成して、ユーザーがロ
グオフするまでこのセッションを維持します。
ログインウィンドウを開くには、ブラウザを開き、XG Firewall の内部 IP アドレスをアドレスバー
に⼊⼒します。ダイアログボックスが開き、ユーザー名およびパスワードの⼊⼒を指⽰します。
次は、説明を含む画⾯の要素です。

ユーザー名 ユーザーのログイン名を⼊⼒します。
インストール後に初めてログオンする場合
は、デフォルトのユーザー名を使⽤します。

パスワード アカウントのパスワードを指定します。

4 Copyright © 2018 Sophos Limited
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ドットは「パスワード」フィールド内のプレ
イスホルダーです。
デフォルトのユーザー名を使⽤して、インス
トール後に初めてログオンする場合は、デフォ
ルトのパスワードを使⽤します。

⾔語 ⾔語を選択します。利⽤可能なオプション:
• ⽇本語
• 中国語 - 繁体字
• 英語
• フランス語
• ヒンディー語
• ドイツ語
• イタリア語
• 韓国語
• ポルトガル語 (ブラジル)
デフォルト - 英語

ログインのボタン クリックして、Web 管理コンソールにログオン
します。

Web 管理コンソールにログオンすると、コントロールセンターが表⽰されます。コントロールセン
ターでは、デバイスの重要なパラメータに関するすべての概要を把握できます。

ログアウトのプロセス
未承認のユーザーがソフォスにアクセスするのを防ぐには、作業後にログオフしてください。セッ
ションおよびデバイスが終了します。
デバイスからログアウトするには、「Web 管理コンソール」ページの右上にある「管理者」にアク
セスして、「ログアウト」をクリックします。

2.1 サポートされているブラウザ
次のいずれかの Web ブラウザを使⽤している管理コンピュータから、セキュリティ保護された
HTTPS 接続を使い、Web 管理コンソールに接続できます。
最新バージョンの Mozilla Firefox (推奨)、Chrome、Apple Safari (MAC OS X の場
合)、Microsoft Edge 25、Microsoft Internet Explorer バージョン 11 以降 (JavaScript を有効に
する必要があります)。
管理コンピュータの最⼩画⾯解像度は 1280 X 768 です。

2.2 メニュー
左端にあるナビゲーションバーを使⽤すると、様々な構成ページにアクセスすることができます。
メニューには、サブメニューとタブが含まれます。ナビゲーションバーでメニューの項⽬をクリッ

Copyright © 2018 Sophos Limited 5



クすると、関連する管理機能がタブとして表⽰されます。タブに関連するページを表⽰するには、
必要なタブをクリックします。
F1 キーを使⽤すると、ページ固有のヘルプを表⽰できます。

2.3 ページ
リーフページとは、すべての構成を設定するためのページです。各ページの右上にあ
る「admin」タブから、⼀般的に使⽤される次の機能にアクセスできます。
1. サポート: テクニカルサポートチケットの作成のために、お客様のログインページを開きます。

これにより、ケースをテクニカルサポートのキューに迅速かつ簡単に追加することができま
す。

2. 製品情報: デバイスの登録情報ページを開きます。
3. ウィザード: 「ネットワークの構成」ウィザードを開きます。
4. コンソール: コマンドラインインターフェース (CLI) コンソールを開きます。
5. XG Firewall の再起動: デバイスを再起動します。
6. XG Firewall のシャットダウン: デバイスをシャットダウンします。
7. ロック: 管理Webコンソールをロックします。デバイスで操作なしの状態が 3 分以上続く

と、Web 管理コンソールは⾃動的にロックされます。管理コンソールのロックを解除するに
は、再度ログインする必要があります。デフォルトにより、ロック機能は無効にされていま
す。管理セッションのロックを有効にするには、「管理」 > 「設定」の順にクリックします。

8. ログアウト: Web 管理コンソールからログアウトします。
各ページの右上にある「ヘルプ」のハイパーリンクをクリックすると、コンテンツ依存のヘルプ
ページが開きます。

2.4 ナビゲーションコントロールのリスト
「Web 管理コンソール」ページには、情報がリスト形式で表⽰されます。多数のリストが複数の
ページにわたり掲載されています。リストの下部にあるページナビゲーションコントロールでは、
エントリ数の多いリストのページを移動するためのナビゲーションボタンを提供しています。現在
のページとページ数の合計が表⽰されます。



章 3

3 Control Center
サインインすると、コントロールセンターが表⽰されます。
「コントロールセンター」には、セキュリティシステムの状態と正常性のスナップショットが、1
つの画⾯にまとめて表⽰されます。

「システム」パネル
「システム」パネルには、デバイスの稼働⽇数のほかに、XG Firewall のサービスのリアルタイム
の状態、VPN 接続、WAN リンク、パフォーマンスが表⽰されます。セキュリティの状態は、⾊別
のアイコンで表⽰されます。アイコンをクリックすると、サービスの詳細情報が表⽰されます。
アイコンと状態は次の通りです:
「パフォーマンス」ウィジェット

アイコン ステータス

ノーマル

平均負荷は 2 単位以下です。

警告

平均負荷は 2〜5 単位です。

アラート

平均負荷は 5 単位以上です。

不明

アイコンをクリックして、平均負荷グラフが表⽰されます。
平均負荷とは、1 CPU における実⾏待ちプロセス数の平均数です。⼀般的に、平均数が測定期間
(例: 5 分間) にシステム内のプロセッサーコア数を上回る場合は、システムの能⼒以上の負荷がか
かっていることを⽰しています。
「サービス」ウィジェット

アイコン ステータス

ノーマル

すべてのサービスが実⾏中です。

警報

管理者により、1 つまたは複数のサービスが明
⽰的に停⽌されています。システムサービス >
サービス からサービスを再起動できます。
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アイコン ステータス

アラート

1 つまたは複数のサービスが実⾏されていませ
ん。
「サービス」からサービスを再起動できます。

不明

アイコンをクリックすると、停⽌しているサービスまたは実⾏されないサービスが表⽰されます。
「インターフェース」ウィジェット

アイコン ステータス

ノーマル

すべての WAN リンクが稼動しています。

警告

50% 以下の WAN リンクが停⽌しています。

アラート

50% 以上の WAN リンクが停⽌しています。

不明

WAN リンクの詳細を表⽰するには、アイコンをクリックしてください。
「VPN 接続」ウィザード

アイコン ステータス

ノーマル

すべての VPN トンネルが稼動しています。

警告

50% 以下の VPN トンネルが停⽌しています。

アラート

50% 以上の VPN トンネルが停⽌しています。

不明

VPN トンネルの詳細を表⽰するには、アイコンをクリックしてください。
「CPU」ウィジェット
CPU グラフを使⽤して、管理者は CPU の使⽤量をユーザー別、システムコンポーネント別に監視
できます。また、ウィジェットをクリックすると、CPU 使⽤量の最⼤および平均が表⽰されます。
X 軸 – 時間/週/⽉/年 (選択したオプションに基づく)
Y 軸 – 使⽤量の割合
詳細を表⽰するには、ウィジェットをクリックしてください。
「メモリ」ウィジェット
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メモリグラフを使⽤して、メモリ使⽤量の割合を監視できます。グラフには、メモリの使⽤量、メ
モリの空き容量、利⽤可能なメモリの合計が表⽰されます。さらに、メモリ使⽤量の最⼤と平均が
表⽰されます。
X 軸 – 選択済み
Y 軸 – 使⽤量の割合
詳細を表⽰するには、ウィジェットをクリックしてください。
「帯域幅」ウィジェット
グラフには、WAN ゾーン経由で転送されたデータの合計が表⽰されます。さらに、データ転送量
の最⼤と平均が表⽰されます。
X 軸 – 時間/⽇/⽉/年 (選択したオプションに基づく)
Y 軸 – データ転送量の合計 (KBits/秒)
詳細を表⽰するには、ウィジェットをクリックしてください。
セッションウィジェット
グラフには、XG Firewall の現在のセッションが表⽰されます。また、ライブ接続数の最⼤と平均
が表⽰されます。
詳細を表⽰するには、ウィジェットをクリックしてください。
冗⻑化 (HA) の詳細
構成した HA モードを次のように表⽰します。
A-A

:
XG Firewall がアクティブ-アクティブモードで構成されている場合。
A-P (M)

:
XG Firewall がアクティブ-パッシブモードで構成され、プライマリデバイスとして動作している場
合。
A-P (S)

:
XG Firewall がアクティブ-パッシブモードで構成され、補助デバイスとして動作している場合。

「トラフィックの詳細」パネル
このセクションには、XG Firewall が過去 24 時間以内に処理したネットワークトラフィックに関
連する統計情報が表⽰されます。帯域幅を最も消費しているユーザー、正常ではないトラフィック
パターン、最もアクセス数の多い Web サイトやアプリケーションについての情報が⼀⽬でわかり
ます。
次の統計が棒グラフで表⽰されます。
• Web アクティビティ - ユーザーの過去 24 時間のデータ転送情報が表⽰されるため、Web 閲

覧の傾向を把握できます。また、過去 24 時間のデータ転送量の最⼤および平均がバイト単位で
表⽰されるため、正常ではないトラフィックパターンがある場合はすぐに検出できます。たと
えば、棒グラフに表⽰されている特定期間のピークは、その期間内に転送したデータの最⼤量
を⽰しています。

• 許可されたアプリカテゴリ - アプリケーションカテゴリの上位 5 つのデータ転送量がバイト単
位で表⽰されます。この情報から、管理者は過去 24 時間に最も使⽤されたアプリケーションを
⼀⽬で把握できるため、どのアプリケーションが帯域幅を最も消費しているか特定できます。
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グラフで特定のアプリケーションカテゴリの棒グラフをクリックすると、そのカテゴリのフィ
ルタされたアプリケーションレポートにリダイレクトされます。

• ネットワークの攻撃 - 正常性の理由によりネットワークへのアクセスが拒否された上位 5 つの
ホストをリストします。グラフで特定の攻撃カテゴリの棒グラフをクリックすると、そのカテ
ゴリのフィルタされたレポートにリダイレクトされます。

• 許可された Web カテゴリ - Web カテゴリの上位 5 つのデータ転送量がバイト単位で表⽰され
ます。この情報から、管理者は過去 24 時間に最もアクセス数の多い Web サイトを⼀⽬で把握
できるため、どの Web サイトが帯域幅を最も消費しているか特定できます。グラフで特定の
Web カテゴリの棒グラフをクリックすると、そのカテゴリのフィルタされたレポートにリダイ
レクトされます。

• ブロックされたアプリカテゴリ - 上位 5 つの拒否されたアプリケーションカテゴリと、カテゴ
リ別のヒット数が表⽰されます。これにより、管理者はアクセス試⾏で最もエラー数の多いア
プリケーションを把握することができます。グラフで特定のアプリケーションカテゴリの棒グ
ラフをクリックすると、そのカテゴリのフィルタされたアプリケーションレポートにリダイレ
クトされます。

「ユーザーとデバイスの詳細」パネル
「セキュリティハートビート」ウェイジェット
「セキュリティハートビート」ウィジェットには、すべてのエンドポイントデバイスの状態が表⽰
されます。エンドポイントデバイスは、Sophos XG Firewall に Sophos Central 経由で接続され
たインターネット対応のコンピュータハードウェアデバイスであることが前提となります。エンド
ポイントはハートビートの信号を⼀定間隔で送信し、Sophos XG Firewall への潜在的な脅威を通知
します。
セキュリティハートビート が設定されていない場合は、「設定」ボタンがコントロールセンターに
表⽰されます。
エンドポイントの正常性の状態は⾚、⻩⾊または緑で⽰されます。
• ⾚ (ラベル「「⾼リスク」」) - アクティブなマルウェアが検出されました。
• ⻩⾊ (ラベル「「警告」」) - ⾮アクティブなマルウェアが検出されました。
• 緑 (ラベルなし) - マルウェアは検出されませんでした。
• ⾚ (ラベル「「不明」」) - エンドポイントは、正常性に関する情報を送信していませんが、

ネットワークトラフィックを発⽣させています。
セキュリティハートビート が構成されると、すべてのエンドポイントは上記の 4 つの状態のいず
れかに分類されます。「セキュリティハートビート」ウィジェットには、各状態のエンドポイント
数の合計が表⽰されます。
送信元のホスト名/IP、ユーザー、状態の変化のような情報を含む、すべてのエンドポイントのリス
トを表⽰するには、ウィジェットをクリックします。正常性の状態に基づいて、すべてのエンドポ
イントまたは特定のエンドポイントを表⽰するように選択できます。
「Sandstorm」ウェイジェット
Sophos Sandstorm ⾼度なマルウェア対策を提供するクラウドベースのサービスです。疑わしい
ダウンロードを Sandstorm に送信して分析するようファイアウォールを設定することができま
す。Sandstorm で疑わしいファイルを実⾏することによって、ランサムウェアなどの⾼度な脅威が
潜んでいないかどうかを確認することができます。これらの分析がクラウドで⾏われるため、シス
テムが脅威にさらされる恐れはありません。
Sandstorm はサブスクリプションが必要です。30⽇間有効の評価版の使⽤を開始するには、リン
クをクリックしてください。
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Sandstorm を有効にすると、ファイアウォールの条件と⼀致したファイルはクラウドで分析さ
れ、分析が完了するまでユーザーはファイルをダウンロードすることができません。
「Sandstorm」ウィジェットには、Web トラフィックやメールの分析結果が表⽰されま
す。Sandstorm アクティビティの詳細を表⽰するには、ウィジェットをクリックしてください。
「ATP」ウィジェット
「ATP (Advanced Threat Protection)」ウィジェットには、ご利⽤のネットワーク内で検出された
⾼度な脅威のスナップショットが表⽰されます。ATP は、ネットワーク内部の感染/侵害されたクラ
イアントを迅速に検出し、アラートを⽣成して各トラフィックを破棄します。
ATP を設定すると、ウィジェットに以下のいずれかのステータスが表⽰されます。

アイコン ステータス

ノーマル

脅威は検出されませんでした。

アラート

ブロックされた送信元の数を表⽰します。ク
リックすると、送信元のホスト名/IP、脅威、
件数のような詳細が表⽰されます。

「UTQ」ウィジェット
このウィジェットには、過去 7 ⽇間に集計された組織のユーザー脅威指数 (UTQ) の状態が表⽰さ
れます。これにより、組織のネットワークにセキュリティ脅威をもたらすリスクのあるユーザーを
迅速に特定することができます。
潜在的な UTQ の状態:

アイコン ステータス

Web 閲覧動作でリスクのあるユーザーはいませ
ん。また、ボットネットの⼀部に含まれる感染した
ホストを使⽤しているユーザーはいません。

組織のネットワークにもたらす全リスクの 80% を
占めるユーザーが 13 ⼈います。(ここでは、例とし
て「13 ⼈」としています)。過去 7 ⽇間の UTQ レ
ポートを表⽰するには、このアイコンをクリックし
ます。

「RED」ウィジェット
このウィジェットには、構築された RED トンネルの数と、4/8 の形式で構築された RED トンネ
ル数の合計が表⽰されます。RED トンネルのリストを表⽰するには、ウィジェットをクリックしま
す。
「ワイヤレス AP」ウィジェット
このウィジェットには、アクティブなアクセスポイントの数と、2/3 の形式で構築されたアクセス
ポイントの数の合計が表⽰されます。保留中のアクセスポイントがある場合は、かっこ内に⾚で表
⽰されます。このウィジェットをクリックすると、「アクセスポイント」ページにリダイレクトさ
れます。
「接続されたリモートユーザー」ウィジェット
このウィジェットには、SSL VPN からリモート接続しているユーザー数の合計が表⽰されます。こ
のウィジェットをクリックすると、「リモートユーザー」ページにリダイレクトされます。
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「ライブユーザー」ウィジェット
このウィジェットには、ライブユーザーの総数が表⽰されます。このウィジェットをクリックする
と、「ライブユーザー」ページにリダイレクトされます。

「アクティブなファイアウォールルール」パネル
「アクティブなファイアウォールルール」パネルには、管理者がデバイス上で構成したファイア
ウォールルールを可視化および定量化 (データ量の観点から) するための情報が表⽰されます。この
情報を使⽤して、管理者は導⼊したファイアウォールルールを微調整し、トラブルシューティング
やネットワークパフォーマンスを促進することができます。ログオンしている管理者のプロファイ
ル権限に関係なく、すべてのアクティブなファイアウォールルールが表⽰されます。
ファイアウォールルールのタイプ
このウィジェットには、ネットワークトラフィックの処理に使⽤されるファイアウォールルールの
数が次のルールの種類に基づいて表⽰されます。
• ビジネス - アクティブな業務アプリケーションのファイアウォールルールの数が表⽰されます。
• ユーザー - アクティブなユーザーアプリケーションのファイアウォールルールの数が表⽰されま

す。
• ネットワーク - アクティブなネットワークファイアウォールルールの数が表⽰されます。
合計 - アクティブなファイアウォールルール数の合計が表⽰されます。
このグラフには、アクティブなファイアウォールルールの各種類が過去 24 時間に処理したデー
タ量が表⽰されます (バイト単位)。グラフ部分にカーソルを合わせると、アクティブなファイア
ウォールルールの種類が処理したデータ量が表⽰されます。ファイアウォールルールの種類は、次
の記号で簡単に認識することができます。

ビジネス - グラフの緑の部分

ユーザー - グラフの⾚の部分

ネットワーク - グラフの⻘の部分
グラフのこの情報を使⽤して、ネットワークの浸透状態を特定し、具体的なファイアウォールルー
ルの種類を識別できます。
ファイアウォールルールの状態
同じウィジェット内に、現在の状態別にファイアウォールルール数が表⽰されます。この情報は主
に、管理者が管理を⾏う際に使⽤します。複数の管理者が同じデバイス上で作業する場合にも便利で
す。現在の状態は、次のカテゴリまたはフィルタに基づいています。
• 未使⽤ - トラフィックを処理しないファイアウォールルールの数を表⽰します。未使⽤のファイ

アウォールルールは、変更するか、完全に削除することができます。
• 無効 - 構成されているが、無効になっているファイアウォールルールの数を表⽰します。
• 変更済み - 最近更新されたファイアウォールルールの数を表⽰します。
• 新規 - 新規作成されたファイアウォールルールの数を表⽰します。

「ファイアウォールルールの種類」または「ファイアウォールルールの状態」をクリックする
と、関連するファイアウォールルールが表⽰されている「ファイアウォール」ページにリダイ
レクトされます。
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「レポート」パネル
次のモデルには適⽤できません -
CR10iNG、CR10wiNG、CR15i、CR15wi、CR15iNG、CR15wiNG、CR15iNG-
LE、CR15iNG-4P、CR15wiNG-4P、XG85、XG85w
登録しているモジュールに基づき、以下のテーブルにあるレポートで最も重要なものが 5 つ表⽰さ
れます。

レポート名 表⽰数/表⽰データ サブスクリプションモジュール

⾼リスクのアプリケーション 昨⽇検出されたリスクのあるアプ
リの<数>

Web プロテクション

不適切な Web サイト 昨⽇検出された不適切な Web サ
イトの<数>

Web プロテクション

Web ユーザー 上位 10 ⼈のユーザーが昨⽇使⽤
した<データ転送> (バイト単位)

Web プロテクション

不正侵⼊攻撃 昨⽇検出された侵⼊攻撃の<数> ネットワークプロテクション

Web Server Protection 昨⽇検出された Web サーバー攻
撃の<数>

Web サーバープロテクション

メール使⽤状況 使⽤された<データ転送> (バイ
ト単位)

メールプロテクション

メールプロテクション 昨⽇検出されたスパムメールの<
数>

メールプロテクション

トラフィックダッシュボード - Web プロテクションまたはネッ
トワークプロテクションのいずれ
か

セキュリティダッシュボード - Web プロテクションまたはネッ
トワークプロテクションのいずれ
か

「流⾏しているマルウェア」パネル
次のモデルのみに適⽤されます - CR15iNG、CR15wiNG、CR15i および CR15wi
マルウェア別の発⽣数のほかに、XG Firewall が識別した上位 5 つのマルウェアを表⽰します。

「メッセージ」パネル
このパネルには、監視および追跡可能なデバイスのシステムイベントが表⽰されます。各メッセー
ジにはイベントの発⽣⽇時が明記されています。
次のアラートが表⽰されます。
1. 「「admin」」ユーザーのデフォルトのパスワードは変更されていません。パスワードを変更

することを強く推奨します。– このアラートは、スーパー管理者のデフォルトのパスワードが変
更されていない場合に表⽰されます。

2. デフォルトの Web 管理コンソールのパスワードが変更されていません。
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3. HTTPS、SSH 型管理は WAN で許可されています。これはセキュリティで保護された設定では
ありません。強度の強いパスワードをお勧めします。

4. HTTP、Telnet 型管理は WAN で許可されています。これはセキュリティで保護された設定で
はありません。強度の強いパスワードをお勧めします。

5. お客様の XG Firewall は登録されていません。
6. モジュールの有効期限が切れています。
シンボリック表記でメッセージを簡単に⾒分けることができます。

:
アラートメッセージを⽰しています。

:
警報を⽰しています。

:
ファームウェアのダウンロード通知を⽰しています。

接続とインターフェース
XG Firewall の画像がこのパネルの右側に表⽰されます。仮想デバイスの場合、重なり合った XG
Firewall デバイスが表⽰されます。
インターフェースのテーブル
このテーブルには、名前、タイプ、状態、受信したキロビット/秒、送信したキロビット/秒などの
インターフェース情報が表⽰されます。
次の詳細が表⽰されます。
1. インターフェース - システムで設定されたインターフェース名が表⽰されます。例: ポート

A、ゲスト APインターフェースの物理、LAG、ブリッジのタイプが表⽰されます。
2. タイプ - 設定されたインターフェースのタイプとゾーンが表⽰されます。例: LAN-物

理、WAN-VLAN など
3. 状態 - 設定されたインターフェースの状態およびインターフェース速度が表⽰されます。状態

は次のとおりです: 接続済み、除外、切断、接続中、有効、無効 (RED インターフェースのみ)
4. 受信したキロビット/秒 - インターフェースから受信したビット数が表⽰されます。
5. 送信したキロビット/秒 - インターフェースから送信したビット数が表⽰されます。
ゲートウェイ表
この表にはゲートウェイの情報が表⽰されます。この表を使って、アクティブゲートウェイおよび
バックアップゲートウェイに関する以下の情報をチェックすることができます。
次の詳細が表⽰されます。
1. ゲートウェイ名 - ゲートウェイの名前が表⽰されます。
2. インターフェース - インターフェースの名前および IP アドレスが表⽰されます。
3. タイプ - 負荷分散の観点から、ゲートウェイのタイプが表⽰されます。利⽤可能なオプション

は「アクティブ」および「バックアップ」です。
4. IPv4/IPv6 - 使⽤した IP アドレスのタイプの観点から、ゲートウェイのタイプを表⽰します。

利⽤可能なオプションは「IPv4」および「IPv6」です。
5. 以下がダウンした場合にアクティベート - ゲートウェイのエラー時に実⾏されるアクションが

表⽰されます (例: バックアップゲートウェイがアクティベートされるかどうか)。
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6. 加重 - 他のリンクと関係して特定リンクを経由するトラフィック量を表⽰します。
7. 状態 - ゲートウェイの状態が表⽰されます。状態は「アクティブ」、「⾮アクティブ」です。

Copyright © 2018 Sophos Limited 15



XG Firewall

章 4

4 現在のアクティビティ
現在サインインしているローカルおよびリモートユーザー、現在の IPv4、IPv6、IPsec、SSL および
ワイヤレス接続に関する情報を確認できます。

4.1 ライブユーザー
ライブユーザーは現在 XG Firewall にサインしているユーザーです。
XG Firewall には、以下のライブユーザーの種類と、クライアントの種類があります。

ユーザーの種類 クライアントの種類 情報

ノーマル Web クライアント (キャプティブ
ポータル)

認証エージェント
(Windows、macOS、Linux)
SSO (Sophos クライアント
ベースシングルサインオン)
L2TP VPN
IPsec VPN
PPTP VPN
SSL VPN
STAS
シンクライアント (SATC)
NTLM クライアント
Android クライアント
(Android 上の認証エージェ
ント)
Android Web クライアント
(Android 上のキャプティブ
ポータル)
iOS クライアント (iOS 上の
認証エージェント)
iOS Web クライアント (iOS
上のキャプティブポータル)
Radius SSO
eDirectory SSO
Chromebook SSO
ハートビート
ワイヤレス

ユーザーはユーザー名やパスワー
ドなどのユーザー認証情報でサイ
ンインします。

ユーザーはユーザーデバイス
上の認証クライアントまたは
XG Firewall のキャプティブ
ポータルで認証を受けます。
シングルサインオンが設定
されている場合は、ユーザー
がデバイスでサインインする
と、⾃動的に XG Firewall に
サインインします。
以下のクライアントでは、ユー
ザーの接続を⼿動で切断すると、
ユーザーに通知が送信されます:

• 認証エージェント
• Android クライアント
• iOS クライアント
• Chromebook SSO
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ユーザーの種類 クライアントの種類 情報

クライアントレス クライアントレス クライアントレスユーザーは IP
アドレスで認証され、構成に表⽰
されます。無効化されたユーザー
はリストに表⽰されません。

ゲスト Web クライアント (キャプティブ
ポータル)

ユーザーはゲストとしてキャプ
ティブポータル経由でサインイン
します。

ユーザーの接続は、切断することができます。クライアントの種類によっては、通知を受信するよ
うに設定できます。
• ユーザーの接続を切断するには、該当するユーザーを選択して「切断」をクリックします。通知

テキストは変更することができます。変更してから、もう⼀度「切断」をクリックしてくださ
い。

注
クライアントレスユーザーをログアウトさせるには、「切断」を使⽤しないでください。認証 に
移動して、クライアントレスユーザーの状態を⾮アクティブに変更します。クライアントレス
ユーザーの接続を切断してから、再度ログインさせたい場合は、認証 に移動して、ユーザーの状
態を⾮アクティブにしてから、再びアクティブに変更します。

関連概念
クライアントレスユーザー (p. 422)
クライアントレスユーザーはインターネットにアクセスする時にクライアントを使って認証する必要
はありません。ファイアウォールでは、ユーザー名と IP アドレスを照合して、ユーザーを認証しま
す。
認証 (p. 389)
内部のユーザーデータベースまたはサードパーティの認証サービスを使って、認証を設定することが
できます。ユーザーは認証を受けるために、認証クライアントにアクセスできることが前提となりま
す。ただし、クライアントレスユーザーとして追加されたユーザーは、クライアントは不要です。XG
Firewall では、2 要素認証、透過的認証、ゲストユーザーのキャプティブポータル経由でのアクセス
もサポートされています。
キャプティブポータル (p. 418)
キャプティブポータルは、ファイアウォールの内部のユーザーが Web サイトにアクセスしようとし
たときに認証を要求するブラウザインターフェースです。 認証後、ユーザーは指定したアドレスに進
むか、または特定の URL にリダイレクトされます。ここでは、キャプティブポータルの外観やコンテ
ンツをカスタマイズする設定について説明します。たとえば、会社のロゴや、カスタムボタンのテキ
ストを指定することができます。
クライアントダウンロード (p. 427)
ここでは、シングルサインオン、透過的認証、およびメール暗号化⽤のクライアントとコンポーネン
トをダウンロードするときの設定を説明します。
ゲストユーザー (p. 419)
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 認証情報は印刷するか、SMS で送信することができます。ゲスト
ユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプティブポー
タルにリダイレクトされます。
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4.2 ライブ接続
「ライブ接続」ページには、現在有効なすべての IPv4 接続が表⽰されます。
このぺーじには IPv4 ライブ接続レポートが表⽰され、ネットワークトラフィックのリアルタイム
でのクイック統計を提供します。
このレポートを使⽤して、様々なプロトコル、コンピュータシステム (LAN またはインターネット
内)、接続、またはこれらの組み合わせ (例: 特定プロトコルとのネットワーク接続) のネットワー
ク負荷のシェアを確認できます。ご利⽤のネットワークの詳細ビューを迅速にドリルダウンしま
す。

アプリケーションごとの接続
アプリケーションによるトラフィック⽣成量 (帯域幅の使⽤量) を決定するために使⽤します。ま
た、ユーザーが現在使⽤しているアプリケーションと、アプリケーションを使⽤して転送したデー
タ量の合計も表⽰します。
リストには各接続の次の情報が表⽰されます:

アプリケーション ネットワーク上で実⾏中のアプリケーション。
アプリケーションの「合計接続数」列の番号を
クリックして、選択したアプリケーションの宛
先 IP アドレス単位および宛先ポート単位の接続
の詳細を表⽰します。

アイコンをクリックして、関連ア
プリケーションを使⽤しているユー
ザーのリストを表⽰します。また
は、
アイコンをクリックして、ユーザーのリストを
⾮表⽰にします。

転送のアップロード アプリケーション経由でアップロードされた
データ。

転送のダウンロード アプリケーション経由でダウンロードされた
データ。

アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。
合計接続数 アプリケーションを開始/要求する接続数を表⽰

します。
「合計接続数」列の番号をクリックして、選択
したアプリケーションの接続の詳細を表⽰しま
す。

ユーザーごとの接続
ユーザーによるトラフィック⽣成量 (帯域幅の使⽤量) をリアルタイムで決定するために使⽤され
ます。また、特定のアプリケーションを現在使⽤しているユーザーと、帯域幅の使⽤量も表⽰しま
す。
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リストには各接続の次の情報が表⽰されます:

ユーザー 様々なアプリケーションを要求しているネッ
トワークユーザー。
アプリケーションのリストを表⽰するには

アイコンをクリックします。または、ア
プリケーションのリストを⾮表⽰にするに
は、
アイコンをクリックします。
表⽰するユーザーの「合計接続数」列で番号を
クリックします。
選択したユーザーの接続の詳細を宛先 IP アド
レス単位および宛先ポート単位で表⽰するに
は、「ユーザー」をクリックします。

転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。
合計接続数 ユーザーにより開始された接続数を表⽰しま

す。
「合計接続数」をクリックして、選択した
ユーザーの接続の詳細を表⽰します。

送信元 IP アドレスごとの接続数
送信元 IP アドレスによるトラフィック⽣成量 (帯域幅の使⽤量) をリアルタイムで決定するために
使⽤されます (送信元 IP アドレスごとのトラフィック)。また、特定のアプリケーションを現在使
⽤しているユーザーと、帯域幅の使⽤量も表⽰します。

送信元 IP アドレス 様々なアプリケーションを要求している送信
元 IPv4 アドレス。
送信元 IPv4 アドレスのリストを表⽰するには

をクリックします。または、IP ア
ドレスのリストを⾮表⽰にするに
は、
をクリックします。

転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。
合計接続数 送信元 IP アドレスにより開始された接続数を

表⽰します。
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「合計接続数」をクリックして、選択した
ユーザーの接続の詳細を表⽰します。

4.3 ライブ接続 IPv6
「ライブ接続 IPv6」ページを使⽤して、現在有効なすべての IPv6 接続を表⽰します。
このぺーじには IPv6 ライブ接続レポートが表⽰され、ネットワークトラフィックのリアルタイム
でのクイック統計を提供します。
このレポートを使⽤して、様々なプロトコル、コンピュータシステム (LAN またはインターネット
内)、接続、またはこれらの組み合わせ (例: 特定プロトコルとのネットワーク接続) のネットワー
ク負荷のシェアを確認できます。ご利⽤のネットワークの詳細ビューを迅速にドリルダウンしま
す。

ユーザーごとの接続
ユーザーによるトラフィック⽣成量 (帯域幅の使⽤量) をリアルタイムで決定するために使⽤され
ます。また、特定のアプリケーションを現在使⽤しているユーザーと、帯域幅の使⽤量も表⽰しま
す。
リストには各接続の次の情報が表⽰されます:

ユーザー 様々なアプリケーションを要求しているネット
ワークユーザー。

アイコンをクリックして、ユーザー
により使⽤されているアプリケー
ションのリストを表⽰します。また
は、
アイコンをクリックして、アプリケーションの
リストを⾮表⽰にします。
ユーザーの「合計接続数」列の番号をクリック
して、選択したユーザーの宛先 IP アドレス単位
および宛先ポート単位の接続の詳細を表⽰しま
す。

転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。
合計接続数 ユーザーにより開始された接続数を表⽰しま

す。
「合計接続数」列の番号をクリックして、選択
したユーザーの接続の詳細を表⽰します。

20 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

送信元 IP アドレスごとの接続数
送信元 IP アドレスによるトラフィック⽣成量 (帯域幅の使⽤量) をリアルタイムで決定するために
使⽤されます (送信元 IP アドレスごとのトラフィック)。また、特定のアプリケーションを現在使
⽤しているユーザーと、帯域幅の使⽤量も表⽰します。

送信元 IP アドレス 様々なアプリケーションを要求している送信
元 IPv6 アドレス。
送信元 IPv6 アドレスのリストを表⽰するには

をクリックします。または、IP ア
ドレスのリストを⾮表⽰にするに
は、
をクリックします。

転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。
合計接続数 送信元 IP アドレスにより開始された接続数を

表⽰します。
「合計接続数」をクリックして、選択した
ユーザーの接続の詳細を表⽰します。

4.4 ライブ接続の詳細の表⽰
このページには、接続の詳細がアプリケーション、ユーザー、送信元 IP アドレスごとに表⽰され
ます。

4.4.1 選択したアプリケーションの接続詳細

接続の詳細を表⽰するには、「アプリケーション」の「合計接続数」リンクをクリックします。

開始時刻 接続が構築された時刻。
受信インターフェース 受信インタフェースのトラフィック。
送信インターフェース 送信インタフェースのトラフィック。
送信元 IP 構築されたアプリケーションの接続からの IP

アドレス。
宛先 IP 構築された接続への IP アドレス。
プロトコル トラフィックが使⽤するプロトコル。
送信元ポート アプリケーション⽤に構築された接続からの

ポート。
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宛先ポート アプリケーション⽤に構築された接続へのポー
ト。

ルール ID 接続トラフィックに適⽤されるファイアウォー
ルルール ID。

転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。

4.4.2 選択したアプリケーションとユーザーの接続詳細

選択したアプリケーション⽤にユーザーが構築した接続の詳細を表⽰するには、「ユーザー名」
の「合計接続数」リンクをクリックします。

開始時刻 接続が構築された時刻。
受信インターフェース 受信インタフェースのトラフィック。
送信インターフェース 送信インタフェースのトラフィック。
送信元 IP 構築されたアプリケーションの接続からの IP ア

ドレス。
宛先 IP 構築された接続への IP アドレス。
プロトコル トラフィックが使⽤するプロトコル。
送信元ポート アプリケーション⽤に構築された接続からのポー

ト。
宛先ポート アプリケーション⽤に構築された接続へのポー

ト。
ルール ID 接続トラフィックに適⽤されるファイアウォール

ルール ID。
転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。

4.4.3 選択したアプリケーションとアプリケーションの接続詳
細

選択したユーザー⽤にアプリケーションが構築した接続の詳細を表⽰するには、「アプリケーショ
ン」の「合計接続数」リンクをクリックします。

開始時刻 接続が構築された時刻。
受信インターフェース 受信インタフェースのトラフィック。
送信インターフェース 送信インタフェースのトラフィック。
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送信元 IP 構築されたアプリケーションの接続からの IP
アドレス。

宛先 IP 構築された接続への IP アドレス。
プロトコル トラフィックが使⽤するプロトコル。
送信元ポート アプリケーション⽤に構築された接続からの

ポート。
宛先ポート アプリケーション⽤に構築された接続へのポー

ト。
ルール ID 接続トラフィックに適⽤されるファイアウォー

ルルール ID。
転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。

4.4.4 選択したユーザーの接続詳細

接続の詳細を表⽰するには、「ユーザー」の「合計接続数」リンクをクリックします。

開始時刻 接続が構築された時刻。
受信インターフェース 受信インタフェースのトラフィック。
送信インターフェース 送信インタフェースのトラフィック。
送信元 IP 構築されたユーザーの接続からの IP アドレ

ス。
宛先 IP 構築された接続への IP アドレス。
プロトコル トラフィックが使⽤するプロトコル。
送信元ポート ユーザー⽤に構築された接続からのポート。
宛先ポート ユーザー⽤に構築された接続へのポート。
ルール ID 接続トラフィックに適⽤されるファイアウォー

ルルール ID。
転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。

4.4.5 選択した送信元 IP アドレスの接続詳細

接続の詳細を表⽰するには、「送信元 IP アドレス」の「合計接続数」リンクをクリックします。

開始時刻 接続が構築された時刻。
受信インターフェース 受信インタフェースのトラフィック。
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送信インターフェース 送信インタフェースのトラフィック。
送信元 IP 構築された送信元 IP アドレスの接続からの IP

アドレス。
宛先 IP 構築された接続への IP アドレス。
プロトコル トラフィックが使⽤するプロトコル。
送信元ポート 送信元 IP アドレス⽤に構築された接続からの

ポート。
宛先ポート 送信元 IP アドレス⽤に構築された接続への

ポート。
ルール ID 接続トラフィックに適⽤されるファイアウォー

ルルール ID。
転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。

4.4.6 選択したアプリケーションと送信元 IP アドレスの接続
詳細

選択した送信元 IP アドレス⽤にアプリケーションが構築した接続の詳細を表⽰するには、「アプ
リケーション」の「合計接続数」リンクをクリックします。

開始時刻 接続が構築された時刻。
受信インターフェース 受信インタフェースのトラフィック。
送信インターフェース 送信インタフェースのトラフィック。
送信元 IP 構築されたアプリケーションの接続からの IP

アドレス。
宛先 IP 構築された接続への IP アドレス。
プロトコル トラフィックが使⽤するプロトコル。
送信元ポート アプリケーション⽤に構築された接続からの

ポート。
宛先ポート アプリケーション⽤に構築された接続へのポー

ト。
ルール ID 接続トラフィックに適⽤されるファイアウォー

ルルール ID。
転送のアップロード アップロードしたデータ。
転送のダウンロード ダウンロードしたデータ。
アップストリームの帯域幅 アップストリームの帯域幅。
ダウンストリームの帯域幅 ダウンストリームの帯域幅。

24 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

4.5 IPsec 接続
このページには、接続されているすべての IPsec トンネルのリストが表⽰され、接続名、ローカル
サーバー名、ローカルサブネット、ユーザー名、リモートサーバー/ホストまたはリモートサブネット
に基づいてリストをフィルタできます。
IPsec 接続を表⽰するには、「現在のアクティビティ」 > 「IPsec 接続」の順にアクセスしま
す。必要に応じて、管理者は「切断」をクリックして IPsec 接続を切断するか、「更新」をクリッ
クしてリストを更新できます。
「IPsec 接続」の表には次の情報が含まれます。
• 名前: IPSec 接続の名前
• ローカルサーバー: ローカルサーバーの名前
• ローカルサブネット: ローカルサブネットの名前
• ユーザ名: IPSec 接続ユーザーの名前
• リモートサーバー/ホスト: リモートサーバー/ホストの名前
• リモートサブネット: サブネットの名前

4.6 リモートユーザー
「リモートユーザー」ページを使⽤して、有効なリモートユーザーのリストを表⽰します。
「リモートユーザー」ページを表⽰するには、「現在のアクティビティ」 > 「リモートユー
ザー」の順にアクセスします。
このページには、現在ログしているリモートユーザーのリストが表⽰され、接続を接続⽇、ユー
ザー名、送信元 IP アドレスまたはリースした IP アドレスに基づいてフィルタすることができま
す。
管理者は、必要に応じてリモートユーザーの接続を切断することができます。この操作を⾏うに
は、「切断」をクリックします。
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章 5

5 レポート
レポートには、ネットワークアクティビティがまとめて表⽰されます。この情報に基づいて、トラ
フィックや脅威を分析したり、各種規制に適合しているかどうかを確認することができます。たとえ
ば、ブロックされた Web サーバーのリクエストや、特定されたウイルスなど、ファイアウォールに
で⾏われたすべての Web サーバープロテクションアクティビティをレポートに表⽰することができ
ます。
このレポートを使って、脅威を特定したり、使⽤量を管理したり、セキュリティを向上させること
ができます。
• レポートを表⽰するには、「表⽰」リストからグループを選択します。さらに条件を指定して、

表⽰するデータを絞り込むこともできます。また、レポートの期間も指定できます。
• レポートデータを更新するには、「⽣成」をクリックします。
• レポートデータをダウンロードするには、いずれかのダウンロード形式をクリックします。
• レポートのブックマークを作成するには、「ブックマーク」をクリックします。
• レポートをメールで定期的に送信するスケジュールを作成するには、「スケジュール」をクリッ

クします。
• 結果を絞り込むには、フィルタボタン

( )
をクリックして条件を指定します。

• レポートのオプションを指定するには、「レポート設定を表⽰」をクリックします。
以下のように条件を指定すると、該当期間のアプリケーショントラフィックを⽰すレポートが⽣成
されます。

関連概念
データの匿名化 (p. 465)
データの匿名化により、ログとレポート内の ID を暗号化することができます。ID には、ユーザー
名、IP アドレス、MAC アドレス、メールアドレスなどが含まれています。データの匿名化を有効に
するときは、データの匿名化の無効化を承認する管理者を指定してください。例外を使って、匿名化
を無効にすることができます。
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5.1 ダッシュボード
ファイアウォールを通過するネットワークトラフィックと、セキュリティ脅威に関する情報が表⽰さ
れます。

表 1 : レポートカテゴリ

名前 説明

トラフィックダッシュボード ネットワークトラフィックのカテゴリ (例: アプリケー
ション、Web カテゴリ、ユーザー)。

セキュリティダッシュボード 拒否されたネットワークアクティビティとトラフィッ
ク。マルウェアとスパムのほか、上位の国 (送信元と
宛先) についての情報も表⽰されます。

エグゼクティブレポート ファイアウォールについてよく参照される情報 (例:
ネットワークトラフィック、脅威)。

ユーザー脅威指数 ユーザーの脅威スコアの順位。

5.2 アプリケーションと Web
ネットワーク上のアプリケーションとインターネットの使⽤量に関する情報が表⽰されます。

表 2 : レポートカテゴリ

名前 説明

ユーザーアプリのリスクと使⽤状況 各種アプリケーションの使⽤量と関連するリスク。

ブロックされたユーザーアプリ 各種アプリケーションへのアクセスのブロック。

Web のリスクと使⽤状況 ネットワーク上の Web の使⽤量と関連するリスク。

ブロックされた Web アクセス ブロックされているサイトにユーザーがアクセスを試
⾏して失敗した回数。

検索エンジン ユーザーの検索のパターン。

Web コンテンツ コンテンツフィルタとの⼀致に関する情報。

Web サーバーの使⽤状況 アプリケーション、Web、インターネット、FTP のト
ラフィック。

Web Server Protection ホストされている Web サーバーのセキュリティ状態
(攻撃、送信元など)。

ユーザーのデータ転送 ユーザートラフィック。

FTP 使⽤状況 FTP アクティビティ。

FTP プロテクション 不正な FTP アクティビティ。
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5.3 ネットワークと脅威
ネットワークの使⽤量と、関連する脅威の情報が表⽰されます。

表 3 : レポートカテゴリ

名前 説明

不正侵⼊攻撃 攻撃試⾏。

ATP (Avanced Threat Protection) ネットワークの使⽤量と脅威の詳細 (⾼度な脅威を
含む)。

ワイヤレス アクセスポイントの使⽤量と構成されている
SSID。

セキュリティハートビート エンドポイントとファイアウォールの間の通信に基
づく、ネットワーク上のエンドポイントの正常性。

Sandstorm ⾼度な攻撃と標的型攻撃に対する⾼度な保護。

5.4 VPN
IPsec VPN、SSL VPN、クライアントレスアクセスによってネットワークに接続するリモートユー
ザーに関する情報が表⽰されます。

表 4 : レポートカテゴリ

名前 説明

VPN IPsec、L2TP、または PPTP で接続するリモートユー
ザーのトラフィック。

SSL VPN SSL VPN クライアントから接続するリモートユーザー
のトラフィック。

クライアントレスアクセス Web ブラウザから接続するリモートユーザーのトラ
フィック。

5.5 メール
ネットワーク上のメールトラフィックに関する情報が表⽰されます。

表 5 : レポートカテゴリ

名前 説明

メール使⽤状況 ネットワーク上のメールトラフィック

メールプロテクション ネットワーク上の、ウイルスまたはスパムに感染した
メールトラフィック
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5.6 コンプライアンス
規制コンプライアンスに関する情報が表⽰されます。

表 6 : レポートカテゴリ

名前 説明

HIPAA 医療保険の相互運⽤性と説明責任に関する法令 (⽶国)
に適合するために必要なセキュリティレポート。

GLBA グラム・リーチ・ブライリー法 (⽶国) に適合するため
に必要なセキュリティレポート。

SOX サーベンス・オクスリー法 (⽶国) に適合するために必
要なセキュリティレポート。

FISMA 連邦情報セキュリティマネジメント法 (⽶国) に適合す
るために必要なセキュリティレポート。

PCI クレジットカード業界の基準に適合するために必要な
セキュリティレポート。

NERC CIP v3 北⽶電⼒信頼度協議会の国家重要インフラストラク
チャ防護バージョン 3 の基準に適合するために必要な
セキュリティレポート。

CIPA 児童インターネット保護法 (⽶国) に適合するために必
要なセキュリティレポート。

イベント ネットワークイベントとその重要度

5.7 カスタム
指定した条件に⼀致する項⽬のみを含むレポートを作成できます。
次のカスタムレポートを作成できます。
• Web レポート。Web 閲覧アクティビティやウイルスに関するレポートです。ユーザー、ドメ

インなどの条件を指定することができます。
• メールレポート。メール使⽤状況、スパム、ウイルスに関するレポートです。プロトコル、

ユーザーなどの条件を指定することができます。
• FTP レポート。FTP 使⽤状況とウイルスに関するレポートです。転送の種類、ユーザー、ファ

イル、送信元 IP を指定することができます。
• ユーザーレポート。⾼リスクのアプリケーション、⾮⽣産的な Web ドメイン、検出されたウイ

ルスなど、ユーザーの使⽤に関するレポートです。ユーザー名、送信元ホストなどの条件を指
定することができます。

• Web サーバーレポート。時刻、ユーザー、URI などの Web サーバーアクティビティに関する
レポートです。Web サーバープロテクションアクティビティも含めることができます。

以下の条件を指定すると、特定のウイルスの検出イベントを保護対象のドメインから検索すること
ができます。
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5.8 ブックマーク
ブックマークを使うと、頻繁に使⽤するレポートに簡単にアクセスすることができます。 たとえば、
⼀定期間の侵⼊攻撃を抽出するレポートをブックマークに登録しておくと、特定の脅威を隔離するの
に便利です。
• レポートデータを表⽰するには、「表⽰」リストからブックマークグループを選択します。ブッ

クマークを選択して、さらにデータを絞り込むことができます。

注
ブックマークグループを使⽤するには、最低 1 つのブックマークを含める必要があります。

• レポートデータを更新するには、「⽣成」をクリックします。
• レポートデータをダウンロードするには、いずれかのダウンロード形式をクリックします。
• レポートをメールで定期的に送信するスケジュールを作成するには、「スケジュール」をクリッ

クします。
• 結果を絞り込むには、フィルタボタン

( )
をクリックして条件を指定します。

関連タスク
ブックマークの追加 (p. 30)

5.8.1 ブックマークの追加
1. レポートを表⽰して、ブックマーク をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. ブックマークグループを選択します。

グループを作成していない場合は、ブックマークをデフォルトのグループに割り当てます。
4. 「保存」をクリックします。
次のブックマークでは、⼀定期間の侵⼊攻撃を表⽰するレポートが作成されます。
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関連概念
ブックマーク (p. 30)
ブックマークを使うと、頻繁に使⽤するレポートに簡単にアクセスすることができます。 たとえば、
⼀定期間の侵⼊攻撃を抽出するレポートをブックマークに登録しておくと、特定の脅威を隔離するの
に便利です。

5.9 レポート設定
レポート設定では、レポートのオプションを指定することができます。たとえば、カスタムレポー
トに表⽰するデータを指定したり、レポートグループのスケジュールを管理したりできます。また、
データを保持する期間を設定したり、データを消去することもできます。

5.9.1 カスタムビュー
カスタムビューでは、レポートグループを選択して、必要な情報をすべて 1 つのレポートにまとめて
表⽰することができます。 たとえば、Sandstorm プロテクションアクティビティと Web ユーザー
に関する情報を 1 つのレポートでまとめて表⽰することができます。

関連タスク
カスタムビューの追加 (p. 31)

 カスタムビューの追加
1. 「レポート」 > 「レポート設定を表⽰」 > 「カスタムビュー」に移動して、「追加」をクリッ

クします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. レポートグループを選択します。
4. 「保存」をクリックします。
カスタムビューは、「レポート」 > 「カスタム」から利⽤できます。
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関連概念
カスタムビュー (p. 31)
カスタムビューでは、レポートグループを選択して、必要な情報をすべて 1 つのレポートにまとめて
表⽰することができます。 たとえば、Sandstorm プロテクションアクティビティと Web ユーザー
に関する情報を 1 つのレポートでまとめて表⽰することができます。

5.9.2 レポートスケジュール
レポートスケジュールでは、レポートグループ、メールの受信者、メールの送信頻度を指定します。
レポートグループは、デフォルトまたはカスタムのグループを選択できます。レポートは PDF 形式で
送信されます。ConnectWise とセキュリティ監査のオプションも利⽤可能です。
• メールサーバーの設定を確認するには、レポートを選択して、「テストメールの送信」をクリッ

クします。
• レポートを⽣成して送信するには、「今すぐ⽣成」をクリックします。

レポートスケジュール
デフォルトのレポートの種類では、レポートグループまたはブックマークデータを指定します。

宛先メールアドレス 受信者のメールアドレスをカンマ区切りで⼊⼒し
ます。

レポートの種類 レポートに含めるレポートグループまたはブック
マークデータ。

並べ替え条件 ヒット数またはバイト数に基づいてレポートデー
タを並べ替えます (該当する場合)。

メールの送信頻度 レポートスケジュール。レポートはメールで毎⽇
または毎週送信することができます。

セキュリティ監査レポート
セキュリティ監査レポートは、セキュリティ関連のアクティビティに関する情報を含む、事前定義
されたレポートです。

組織名 レポートに含める組織名。
宛先メールアドレス 受信者のメールアドレスをカンマ区切りで⼊⼒し

ます。
レポートの種類 レポートに含めるレポートグループまたはブック

マークデータ。
メールの送信頻度 レポートスケジュール。レポートはメールで毎⽇

または毎週送信することができます。

ConnectWise スケジュール
事前定義された ConnectWise レポートを作成することができます。ConnectWise との統合を有
効にする必要があります。
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レポート 事前設定された ConnectWise レポート。利⽤可
能なレポートは、上位のサイト、フィルタリング
されたサイト、帯域幅の使⽤状況、上位の攻撃で
す。

レコード数 レポートで作成されるレコード数。
頻度 レポートスケジュール。レポートは毎⽇、指定し

た頻度でメールすることができます。

関連タスク
レポートスケジュールの追加 (p. 33)
テストメールの送信 (p. 33)
メールサーバーの設定を確認します。

 レポートスケジュールの追加
1. 「レポート」 > 「レポート設定を表⽰」 > 「レポートスケジュール」に移動して、「追加」を

クリックします。
2. レポートの種類を選択して、設定を指定します。

オプション 説明

レポート デフォルトのレポートの種類では、レポート
グループまたはブックマークデータを指定しま
す。 レポートグループまたはブックマーク、並
べ替え条件、メールの受信者、メールの送信頻
度を指定します。

ConnectWise レポート 事前定義された ConnectWise レポートを作成
することができます。ConnectWise との統合
を有効にする必要があります。 利⽤可能なレ
ポートは、上位のサイト、フィルタリングさ
れたサイト、帯域幅の使⽤状況、上位の攻撃で
す。レコード数とメールの送信頻度を指定しま
す。

セキュリティ監査レポート セキュリティ監査レポートは、セキュリティ関
連のアクティビティに関する情報を含む、事前
定義されたレポートです。 組織名、メールの受
信者、メールの送信頻度を指定します。

3. 「保存」をクリックします。

関連概念
レポートスケジュール (p. 32)
レポートスケジュールでは、レポートグループ、メールの受信者、メールの送信頻度を指定します。
レポートグループは、デフォルトまたはカスタムのグループを選択できます。レポートは PDF 形式で
送信されます。ConnectWise とセキュリティ監査のオプションも利⽤可能です。

 テストメールの送信
メールサーバーの設定を確認します。
1. 「レポート」 > 「レポート設定を表⽰」 > 「レポートスケジュール」の順にアクセスします。
2. レポートを選択して、「テストメールの送信」をクリックします。
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3. メールアドレスを⼊⼒します。
4. 「送信」をクリックします。

関連概念
レポートスケジュール (p. 32)
レポートスケジュールでは、レポートグループ、メールの受信者、メールの送信頻度を指定します。
レポートグループは、デフォルトまたはカスタムのグループを選択できます。レポートは PDF 形式で
送信されます。ConnectWise とセキュリティ監査のオプションも利⽤可能です。

5.9.3 データ管理
ファイアウォールでは、レポートの作成に必要となるアクティビティを記録しています。ディスク容
量の使⽤を最適化するために、ログの保存期間を指定することができます。

注意
ログの保持期間の設定を変更する前に、コンプライアンスの要件を確認してください。

ログの保存期間 レポートデータの保持期間。設定を変更すると、
変更した翌⽇の 0 時 0 分に有効になります。

カスタマイズのエクスポート レポートのエクスポート時に、レポートおよびレ
ポートごとのレコード数を選択できるようにしま
す。

5.9.4 ⼿動消去
ディスク容量の使⽤を最適化するために、レポートログを⼿動で消去することができます。⼿動での
消去は、直ちに実⾏されます。

注意
消去する前に、コンプライアンスの要件を確認してください。

レポートモジュール 消去するレポート。
検索条件 ユーザー定義の期間、または、すべて消去。

5.9.5 ブックマーク管理
ブックマークグループは、ブックマークを管理するのに便利です。 たとえば、アプリケーションテク
ノロジーおよびネットワーク脅威へのブックマークを、1 つのグループにまとめるといったことがで
きます。

関連タスク
ブックマークグループの追加 (p. 34)

 ブックマークグループの追加
1. 「レポート」 > 「レポート設定を表⽰」 > 「ブックマーク管理」に移動して、「ブックマーク

グループの追加」をクリックします。
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2. 名前を⼊⼒します。
3. 「保存」をクリックします。

関連概念
ブックマーク管理 (p. 34)
ブックマークグループは、ブックマークを管理するのに便利です。 たとえば、アプリケーションテク
ノロジーおよびネットワーク脅威へのブックマークを、1 つのグループにまとめるといったことがで
きます。

5.9.6 ConnectWise
事前定義された ConnectWise レポートを作成するには、ConnectWise を有効にし、サーバー URL
やユーザーの認証情報などを指定する必要があります。

5.9.7 カスタムロゴ
⽣成されたレポートに表⽰されるカスタムロゴを選択します。
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章 6

6 診断
このメニュー では、デバイスの正常性を簡単にチェックすることができます。取得した情報は、デバ
イスで発⾒された問題のトラブルシューティングや診断に利⽤できます。

6.1 ツール
「ツール」ページには、接続問題、ネットワーク問題、テストネットワーク通信を診断するための統
計が表⽰されます。ネットワークのハング、パケット損失、接続、不⼀致のようなトラブルシュー
ティングの問題をサポートします。

Ping
Ping は IP (Internet Protocol) ネットワーク上のホスト到達性のテストや、元のホストから宛先コ
ンピュータに送信されたメッセージのラウンドトリップタイムの測定に使⽤される、最も⼀般的な
ネットワーク管理者ユーティリティです。
Ping は ICMP エコーの要求/応答を送信して、他のホストへの接続性をテストします。標準 ICMP
Ping を使⽤して、サーバーが応答していることを確認します。Ping は、サーバーが ICMP Ping 要
求に応答できることを確認します。
Ping を使⽤して次のことを診断できます:
• 到達を試みているホストコンピュータが実際に動作していること、またはアドレスが到達可能

であることを確認します。
• 応答までの時間を確認します。
• ドメイン名から IP アドレスを取得します。
• パケット損失を確認します。
使⽤されるパラメーターは次のとおりです:

IP アドレス/ホスト名 IP アドレス (IPv4/IPv6) または Ping する完全
修飾ドメイン名を指定します。
Ping は、ネットワーク上のデバイスとホスト間
のネットワーク接続を決定します。出⼒は、応答
が受信されたか、パケットが転送および受信され
たか、パケット損失 (該当する場合)、ラウンドト
リップタイムを表⽰します。ホストが応答してい
ない場合、Ping は 100% のパケット損失を表⽰
します。

IP ファミリー 利⽤可能なオプションから IP ファミリーの種類
を選択します。
利⽤可能なオプションIPv4IPv6

インターフェース ICMP エコーの要求を送信するインターフェース
を選択します。

サイズ Ping パケットのサイズをバイト数で指定しま
す。
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デフォルト: 32 バイト
サイズの範囲: 1〜65507

Traceroute
Traceroute はパケットまたは通信ストリームがデバイスで停⽌しているかを特定したり、インター
ネット経由で送信元システムから宛先システムへのパケットによるパスをトレースして、パケット
または通信ストリームがインターネット上で紛失しているかを特定するために役⽴つツールです。
Traceroute は次の場合に使⽤します。
• ミリ秒で、ネットワークまたは ISP ネットワークの不⼀致を検出する場合。
• インターネット経由で送信元システムから宛先システムへのパケットによるパスをトレースす

る場合。
使⽤されるパラメーターは次のとおりです:

IP アドレス/ホスト名 IP アドレス (IPv4/IPv6) または完全修飾ドメ
イン名を指定します。
Traceroute は、ネットワーク上のデバイスと
ホスト間のネットワーク接続を決定します。出
⼒は、送信元システムから宛先システムへデー
タパケットが経由するすべてのルーター、最⼤
ホップ、パケットが返すまでの合計時間 (ミリ
秒単位) を表⽰します。

IP ファミリー 利⽤可能なオプションから IP ファミリーの種
類を選択します。
利⽤可能なオプションIPv4IPv6

インターフェース 要求を送信するインターフェースを選択しま
す。

名前参照
名前参照を使⽤して、ドメイン名および IP アドレスについての情報のドメイン名サービスをクエ
リできます。ドメイン名クエリパケットを構成された DNS (Domain Name System) に送信しま
す。ドメイン名を⼊⼒すると関連する IP アドレスが返され、IP アドレスを⼊⼒すると関連する
ドメイン名に返されます。⾔い換えると、名前参照は承認された名前サーバーから DNS 参照を⾏
い、ユーザーが理解できる形式で情報を表⽰するためにインターネット経由でアクセスします。
使⽤されているパラメータはと説明は次のとおりです。

IP アドレス/ホスト名 IP アドレス (IPv4/IPv6) または解決する必要
のある完全修飾ドメイン名を指定します。

DNS サーバー IP クエリを送信する DNS サーバーを選択しま
す。
「すべての構成済みサーバーを使⽤して参
照」を選択して、デバイス内で構成された利⽤
可能なすべての DNS サーバーを表⽰します。
このオプションを選択すると、各 DNS サー
バーによるクエリ解決の所要時間についての情
報も提供されます。各サーバーの応答時間に基
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づいて、DNS サーバーを優先することができま
す。

ルート参照
ルート可能なネットワークを持ち、デバイスがトラフィックをルートするインターフェースを検索
される場合は、IP アドレス (IPv4/IPv6) のルートを参照します。

統合型トラブルシューティングレポート (CTR)
サポートチームによるシステム問題のデバッグに対応するため、システムの最新状態のファイルと
ログファイルで構成されたトラブルシューティングレポートを⽣成できます。このファイルには、
システム上で現在実⾏しているすべての処理のリスト、リソース、使⽤状況などの詳細が暗号化さ
れた形式で含まれています。
管理者は保存したファイルを⽣成し、問題の診断とトラブルシューティングのためにサポートにこ
のファイルをメール送信する必要があります。
ファイルは次の名前で⽣成されます。CTR_<APPKEY>__<MM_DD_YY>_<HH_MM_SS>
• 「APPKEY」の部分は、レポートが⽣成されるデバイスのデバイスキーを⽰しています。
• 「MM_DD_YY」はレポートが⽣成された⽇付 (⽉ ⽇ 年) です。
• 「HH_MM_SS」はレポートが⽣成された時刻 (時 分 秒) です。
デフォルトにより、すべてのサブシステムのデバッグモードはオフになっています。ログファイル
を⽣成する前に、コマンドラインで次のコマンドを実⾏してデバッグモードを有効にします。

console> diagnostics subsystems <subsystem name> debug on

注
システムのスナップショットを⽣成するだけの場合は、デバッグモードを⽣成できません。

使⽤されるパラメーターは次のとおりです:

次の CTR を⽣成: CTR を⽣成するオプションを有効にします。
利⽤可能なオプション:システムのスナップ
ショット: スナップショットを⽣成して、シス
テム内の問題を表⽰します。ログファイル: ロ
グファイルを⽣成します。

理由 CTR を⽣成する理由を指定します。
⽣成 クリックして、CTR を⽣成します。

6.2 システムグラフ
「システムグラフ」ページには、様々な時間の間隔のシステムアクティビティに関するグラフが表⽰
されます。
診断 > システムグラフ
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システムグラフは、選択した期間の次の情報を表⽰します。これらのグラフは、ユティリティ単位
グラフで表⽰されるものと同じです。グラフは、時間の間隔に基づいて次のように再グループ化さ
れます。

6.2.1 CPU 使⽤量グラフ

「CPU 情報」グラフを使⽤して、管理者は CPU の使⽤量をユーザー別、システムコンポーネント
別に監視できます。グラフには、最⼩割合、最⼤割合、平均割合、現在の CPU 使⽤量 (ユーザー、
システム、CPU アイドル時間) が表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – 使⽤量の割合
凡例:
• オレンジ – ユーザー別の CPU 使⽤量
• 紫 – システム別の CPU 使⽤量
• 緑 – CPU のアイドル時間

図 1 : CPU の使⽤状況

6.2.2 メモリの使⽤量グラフ

メモリの使⽤量グラフで、管理者はメモリ使⽤量の割合をメガバイト (MB) で監視できます。グラ
フには、現在使⽤されているメモリの最⼩、最⼤、平均、メモリの空き容量、利⽤可能なメモリの
合計が割合で表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – メモリの使⽤量 (MB)
凡例:
• オレンジ – メモリの使⽤量
• 紫 – メモリの空き容量
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• 緑 – メモリの合計

図 2 : メモリ使⽤率

6.2.3 平均負荷グラフ

平均負荷グラフで、管理者はシステム上の負荷を監視することができます。
グラフにはシステム上の現在の負荷の最⼩、最⼤、平均が 1 分、5 分、15 分の間隔で表⽰されま
す。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – 平均負荷のインデックス
凡例:
• オレンジ – 1 分
• 紫 – 5 分
• 緑 – 15 分

図 3 : 平均負荷
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6.2.4 ディスクの使⽤量グラフ

ディスクの使⽤量グラフを使⽤して、管理者はディスク使⽤量の割合を監視できます。
グラフには、署名、構成、レポート、⼀時ファイルごとの最⼩、最⼤、平均、現在のディスク使⽤
量の割合が表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – 使⽤量の割合
凡例
• オレンジ – 署名ファイルが使⽤したディスク使⽤量
• 紫 – 構成ファイルが使⽤したディスク使⽤量
• 緑 – レポートファイルが使⽤したディスク使⽤量
• ⻘ – ⼀時ファイルが使⽤したディスク使⽤量

図 4 : ディスクの使⽤率

6.2.5 ライブユーザーグラフ

ライブユーザーグラフにより、管理者は選択した所要時間のライブユーザー数を監視できます。
グラフには、現在インターネットに接続されているユーザー数が表⽰されます。さらに、選択した
期間に接続されているユーザー数の最⼩、最⼤、平均が表⽰されます。
これにより、管理者は 1 ⽇のピーク時間を決定できます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – ユーザー数
凡例
• オレンジ – ライブ接続されているユーザー数
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図 5 : ライブユーザー

6.2.6 WAN ゾーングラフ経由のデータ転送

WAN ゾーンの「データ転送」は 3 つのグラフに細分化されており、WAN ゾーン経由でのデータ
転送について様々な情報を提供しています。
1. 選択した期間のアップロード/ダウンロードデータの転送合計 – グラフには、アップロード/

ダウンロードのデータ転送を組み合わせたグラフが表⽰されます。アップロード/ダウンロー
ドデータのトラフィックは⾊分けされています。さらに、アップロードトラフィックとダウン
ロードトラフィックにおける各データ転送の最⼩、最⼤、平均が表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – アップロード/ダウンロード (KBits/秒)
凡例
• オレンジ - トラフィックのアップロード

2. 選択した期間のデータ転送合計 - グラフには、WAN ゾーンのデータ転送合計が表⽰されます。
さらに、データ転送量の最⼩、最⼤、平均が表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – アップロード/ダウンロード (KBits/秒)
凡例
• オレンジ - トラフィックの合計 (アップロード + ダウンロード)
• 紫 - トラフィックのダウンロード

3. 選択した期間のゲートウェイ単位でのデータ転送合計 - グラフには、WAN ゾーンからのゲー
トウェイ別のデータ転送が表⽰されます。さらに、各ゲートウェイのデータ転送量の最⼩、最
⼤、平均が表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – アップロード/ダウンロード (KBits/秒)
凡例
• ⾊分けされたゲートウェイ
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図 6 : WAN データ転送

6.2.7 インターフェース情報グラフ

「インターフェース情報」グラフは、すべてのインターフェース向けに次のトラフィック統計を表
⽰します - 物理インターフェース、VLAN インターフェース、ワイヤレス LAN および WAN イン
ターフェース:
1. インタフェースから送受信したビット数
2. インタフェースからパケットの送受信中に⽣じたエラー数
3. インタフェースからパケットの送受信中にドロップされたパケット数
4. インタフェースからパケットの送受信中に⽣じた競合数
グラフには次の情報が表⽰されます。
• X 軸 – 分/時間/⽇/⽉ (選択した期間に基づいて)
• Y 軸 – KBits/秒
凡例
• オレンジ – 受信したビット数 (KBits/秒)
• 紫 – 送信したビット数 (KBits/秒)
• 薄緑 – 受信したビット数 (KBits/秒)
• ⻘ – 送信後ドロップされたビット数
• ピンク – 競合数
• ⾚ – 送信したエラー数
• 濃緑 – 受信後ドロップされたビット数
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図 7 : インターフェースグラフ

注
• 今⽇と昨⽇のグラフは平均 5 分ごとにプロットされています。
• 週間グラフは平均 15 分ごとにプロットされています。
• ⽉間グラフは平均 6 時間ごとにプロットされています。
• 年間グラフは平均 1 ⽇ごとにプロットされています。

6.3 URL カテゴリルックアップ
「URL カテゴリルックアップ」を使⽤して、URL が分類されているかどうかを検索します。指定
した URL を検索し、URL が分類されているカテゴリ名とカテゴリの説明を表⽰します。
ドメイン/URL がカスタムカテゴリおよびデフォルトカテゴリの両⽅に分類され場合、カスタムカ
テゴリ名が検索結果に表⽰されます。
URL を検索するには:
1. 「診断」 > 「URL カテゴリルックアップ」に進んでください。
2. 「URL の検索」に検索する URL を⼊⼒します。
3. 「検索」をクリックします。

6.4 パケットキャプチャ
このページには、指定されたインタフェース上のパケットの詳細が表⽰されます。接続の詳細
と、各モジュールパケットにより処理されたパケットの詳細を提供します (例: ファイアウォー
ル、IPS、ファイアウォールルール番号、ユーザー、Web、アプリケーションフィルタポリシー番
号などのような情報)。管理者はこの詳細を使⽤して、問題のあるファイアウォールルールをトラブ
ルシューティングすることができます。
次の操作を⾏うことができます。
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• パケットをキャプチャするためのフィルタ設定を構成します。
• パケット情報を表⽰します。
• パケットのフィルタの状態を指定します。
• 開始/停⽌ – パケットのキャプチャを開始および停⽌します。
• 更新 – リストを更新します。
• クリア – キャプチャしたパケットの詳細をクリアします。

パケットキャプチャ

トレースオン/オフ スライダーをクリックして、パケットのキャプ
チャを有効/無効にします。
状態、バッファのサイズ、キャプチャに使⽤し
たバッファが表⽰されます。
• トレースオン - パケットキャプチャがオン

になっています。
• トレースオフ - パケットキャプチャがオフ

になっています。
• バッファのサイズ: 2048 KB
• バッファの使⽤量: 0〜2048 KB
キャプチャパケットは、バッファを最⼤サイズ
2048 KB まで埋めます。パケットキャプチャが
オンになっている際に、使⽤したバッファが規定
されたバッファのサイズを超えた場合、パケット
キャプチャは⾃動的に停⽌します。このような場
合、今後の使⽤のためにバッファを⼿動でクリア
する必要があります。

注
パケットキャプチャを有効にした後に、パ
ケットキャプチャの詳細が「ログビューア」
の新しいウィンドウに表⽰されます。

設定 クリックして、パケットキャプチャ機能を構成し
ます。
キャプチャのフィルタは次のパラメータで構成
することができます。キャプチャするバイト数
(1パケットあたり)⼀杯になったキャプチャバッ
ファをラップするBPF ⽂字列
パケットのキャプチャには、様々なフィルタの
状態があります。BPF ⽂字列はパケットキャ
プチャのフィルタリングに使⽤されます。(例:
host 192.168.1.2 and port 137)。
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キャプチャしたパケット
「キャプチャしたパケット」セクションには、キャプチャしたパケットがすべて表⽰されます。リ
ストには各パケットの次の情報が表⽰されます:

時間 パケットのキャプチャの時刻
受信インターフェース パケットを受信するインターフェース。
送信インターフェース パケットが送信されるインターフェース。
イーサネットの種類 イーサネットの種類: IPv4、IPv6 または ARP

「イーサネットの種類」はイーサネットフレー
ム内のフィールドです。イーサネットフレーム
内でカプセル化されたプロトコルを表⽰するた
めに使⽤します。

送信元 IP パケットの送信元 IP アドレス (IPv4/IPv6)。
宛先 IP パケットの宛先 IP アドレス (IPv4/IPv6)。
パケットの種類 パケットの種類: ARP 要求または UDP
ポート [送信元、宛先] 送信元ポートおよび宛先ポート
ルール ID ファイアウォールルール ID
ステータス 潜在的なパケットの状態:

• 受信: WAN または LAN インターフェース
上で受信されるパケット。

• 転送済み: 送信インターフェースに転送され
るパケット。

• 消費済み: デバイスに割り当てられたパケッ
トまたはデバイスが使⽤したパケット。

• ⽣成済み: デバイスにより⽣成されたパケッ
ト。

• 違反: ポリシー違反の場合、デバイスはパ
ケットを破棄し、「状態」に「違反」と表⽰
されます。

理由 パケットが破棄された理由 (該当する場合)。
接続の状態 接続状態を表⽰します。
このドメインを運⽤しているサーバー: 接続の状態を「構築済み」、「TIME_WAIT」

または「なし」で指定します。
Web フィルタ ID 接続トラフィック上に適⽤される Web フィル

タポリシー ID。
接続のフラグ システムのフラグ
アプリケーション ID 接続トラフィック上に適⽤されるアプリケー

ション ID。
アプリケーションカテゴリ ID 接続トラフィック上に適⽤されるアプリケー

ションカテゴリ ID。
接続 ID 接続に割り当てられた固有 ID。
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ゲートウェイ ID 接続トラフィックがルートされるゲートウェイ
ID。

リモート アクセス ポリシー ID 接続トラフィック上に適⽤されるリモートアク
セスポリシー ID。

帯域幅のポリシー ID 接続トラフィック上に適⽤される帯域幅ポリ
シー ID。

ユーザーグループ ユーザーグループのメンバーシップ。
IPS ポリシー ID 接続トラフィック上に適⽤される IPS ポリシー

ID。
アプリケーション フィルタ ID 接続トラフィック上に適⽤されるアプリケー

ションフィルタポリシー ID。
Web カテゴリ ID 接続トラフィック上に適⽤される Web カテゴ

リ ID。
マスター接続 ID 現在の接続のマスター接続 ID。
ユーザー名 接続を構築しているユーザー名。
フィルタの表⽰ クリックして、フィルタの条件を設定します。

パケットキャプチャは次の条件ごとにフィルタ
できます: インターフェース名、イーサネット
の種類、パケットの種類、送信元 IP、送信元
ポート、宛先 IP、宛先ポート、理由、状態、
ルール ID、ユーザー、接続 ID

パケット情報

パケット情報 ヘッダーの詳細を含むパケット情報と、ファイア
ウォールルールおよびポリシーを含むエンティ
ティ。

Hex と ASCII の詳細

Hex と ASCII の詳細 Hex と ASCII 値のパケット情報。

6.4.1 キャプチャフィルタの構成

「キャプチャフィルタの構成」ページでは、1 パケットあたりキャプチャするバイト数を構成でき
ます。
1. 「診断」 > 「パケットキャプチャ」に移動して、「構成」をクリックします。
2. キャプチャフィルタの構成詳細を⼊⼒します。

キャプチャするバイト数 (1パケットあたり) キャプチャするバイト数 (1 パケットあたり)
を指定します。

⼀杯になったキャプチャバッファをラップする 有効にして、バッファが⼀杯になった後でも
パケットのキャプチャを継続します。チェック
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ボックスが有効にされていると、パケットキャ
プチャはバッファの初めから再開します。

BPF ⽂字列の⼊⼒ BPF ⽂字列を⼊⼒します。BPF (Berkeley
Packet Filter) は、リンクレベルのドライバと
ユーザースペース間に配置されています。BPF
はプロトコル⾮依存型で、バッファ処理前に
フィルタを実⾏するアプローチを使⽤していま
す。フィルタを効率的にするマシン抽象化が含
まれています(例: host 192.168.1.2 and port
137)。フィルタ固有のパケットについては、
「BPF ⽂字列のパラメータ」をご参照くださ
い。

表 7 : BPF ⽂字列のパラメータ

次のパケットを確認する⽅法 例

特定のホスト host 10.10.10.1

特定の送信元ホスト src host 10.10.10.1

特定の宛先ホスト dst host 10.10.10.1

特定のネットワーク net 10.10.10.0

特定の送信元ネットワーク src net 10.10.10.0

特定の宛先ネットワーク dst net 10.10.10.0

特定のポート port 20 or port 21

特定の送信元ポート src port 21

特定の宛先ポート dst port 21

具体的なポートの特定のホスト host 10.10.10.1 and port 21

SSH 以外のすべてのポートの特定のホスト host 10.10.10.1 and port not 22

特定のプロトコル proto ICMP, proto UDP, proto TCP

3. 「保存」をクリックします。

6.4.2 フィルタの表⽰

このページでは、特定のパケット種類へのパケット取得を制限できます。インターフェースの種
類、イーサネットの種類、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレスのような詳細なフィルタ条件があ
ります。
1. 「診断」 > 「パケットキャプチャ」に移動して、「フィルタの表⽰」をクリックします。
2. 表⽰フィルタの構成詳細を⼊⼒します。

インターフェース名 リストから、パケットログのフィルタに使⽤す
る物理インターフェースを選択します。

イーサネットの種類 イーサネットの種類を選択します: IPv4、IPv6
または ARP
「イーサネットの種類」はイーサネットフレー
ム内のフィールドです。イーサネットフレーム
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内でカプセル化されたプロトコルを表⽰するた
めに使⽤します。

パケットの種類 リストから、パケットのフィルタに使⽤するパ
ケットの種類を選択します。

送信元 IP 送信元 IP アドレス (IPv4/IPv6) を指定しま
す。

送信元ポート 送信元ポート番号を指定します。
宛先 IP 宛先 IP アドレス (IPv4/IPv6) を指定します。
宛先ポート 宛先ポート番号を指定します。
理由 利⽤可能なオプションからフィルタを表⽰する

理由を選択します。
• Firewall
• LOCAL_ACL
• DOS_ATTACK
• INVALID_TRAFFIC
• INVALID_FRAGMENTED_TRAFFIC
• ICMP_REDIRECT
• SOURCE_ROUTED_PACKET
• FRAGMENTED_TRAFFIC
• APPLICATION_FILTER
• USER_IDENTITY
• IPS
• MAC_FILTER
• IPMAC_FILTER
• IP_SPOOF
• NEIGHBOR_POISONING
• SSL_VPN_ACL_VIOLATION
• VIRTUAL_HOST
• ICMP ERROR MESSAGE

ステータス 利⽤可能なオプションからフィルタの状態を選
択します。
• Allowed
• Violation
• Consumed
• Generated
• Incoming
• Forwarded

ルール ID ルールの ID を指定します。
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ユーザー 既存ユーザーのリストからユーザーを選択しま
す。

接続 ID 接続 ID を指定します。
クリア クリックして、フィルタの設定を削除します。
3. 「保存」をクリックします。

6.5 接続リスト
このページには、デバイスの最新またはライブ接続のスナップショットがリスト形式で表⽰されま
す。接続詳細の他に、リストには各接続のファイアウォール ID、ユーザー ID、接続 ID のような
情報が表⽰されます。接続リストは要件通りにフィルタすることができます。新しいウィンドウで
特定の接続のライブスナップショットを表⽰するには、「接続 ID」ハイパーリンクをクリックしま
す。
管理者は、構成された時間の間隔でリストを⾃動的に更新するように更新間隔を設定できます。ま
た、「更新」ボタンをクリックしてリストを更新できます。接続リストをフィルタするには、フィ
ルタの表⽰をクリックしてパラメータを指定します。

接続リスト

時間 接続構築の時刻の形式 (時時:分分:秒秒)。
接続 ID 接続に割り当てられた固有 ID。
受信インターフェース 受信接続に使⽤されたポート。
送信インターフェース 送信接続に使⽤されたポート。
送信元 IP 接続の送信元 IP アドレス (IPV4/IPv6)。
宛先 IP 接続の宛先 IP アドレス (IPV4/IPv6)。
プロトコル 接続に使⽤されたプロトコル (TCP または

UDP)。
アプリケーション名 接続を開いたアプリケーションの名前。

SF-OS により識別されたアプリケーションの名
前が表⽰されます。「⾼度な脅威」 > 「セキュ
リティハートビート」の順にアクセスした先の
ページでセキュリティハートビートを有効にした
場合、識別されないアプリケーションには「アプ
リ情報の取得」リンクが表⽰されます。リンクを
クリックして、エンドポイントからのアプリケー
ション情報を表⽰します。
セキュリティハートビートが有効にされていない
場合、またはエンドポイントデバイスが接続され
ていない場合は「情報はありません」と表⽰され
ます。

送信元ポート 接続の送信元ポート。
宛先ポート 接続の宛先ポート。
マスター接続 ID 現在の接続のマスター接続 ID。
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ルール ID セッションを許可するファイアウォールルール
ID。

ユーザー名 接続を構築しているユーザー名。
接続状態 接続の状態を表⽰します。
フラグ システムのフラグ。
ユーザーグループ ユーザーグループのメンバーシップ。
Web フィルタ ID 接続トラフィック上に適⽤される Web フィルタ

ポリシー ID。
アプリケーション フィルタ ID 接続トラフィック上に適⽤されるアプリケーショ

ンフィルタポリシー ID。
IPS ポリシー ID 接続トラフィック上に適⽤される IPS ポリシー

ID。
トラフィックシェーピング ポリシー ID 接続トラフィック上に適⽤される QoS ポリシー

ID。
リモート アクセス ポリシー ID 接続トラフィック上に適⽤されるリモートアクセ

スポリシー ID。
ゲートウェイ ID 接続トラフィックがルートされるゲートウェイ

ID。
Web カテゴリ ID 接続トラフィック上に適⽤される Web カテゴリ

ID。
アプリケーション ID 接続トラフィック上に適⽤されるアプリケーショ

ン ID。
アプリケーションカテゴリ ID 接続トラフィック上に適⽤されるアプリケーショ

ンカテゴリ ID。
この接続を運⽤しているサーバー: 接続を運⽤しているファイアウォール。
変換後の送信元 送信トラフィック⽤の変換後の送信元 IP アドレ

ス。
変換後の宛先 送信トラフィック⽤の変換後の宛先 IP アドレ

ス。
有効期限 (秒) 接続がアイドル状態の場合、接続の有効期限が秒

単位で表⽰されます。
Rx バイト このセッションで受信したバイト単位のデータ

量。
Tx バイト このセッションで送信したバイト単位のデータ

量。
Rx パケット このセッションで受信したパケット数。
Tx パケット このセッションで送信したパケット数。
接続の状態 接続状態を表⽰します。

6.5.1 フィルタの表⽰

「フィルタの表⽰」ページでは、接続リストを表⽰するためのフィルタ条件を設定できます。
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1. 「診断」 > 「接続リスト」に移動して、「フィルタの表⽰」をクリックします。
2. フィルタのパラメータを⼊⼒します。

受信インターフェース 受信接続に使⽤されたインターフェース。
送信インターフェース 送信接続に使⽤されたインターフェース。
ユーザー 接続を構築しているユーザー名。
ネットワークプロトコル 接続の構築に使⽤したネットワークプロトコル

を選択します。
利⽤可能なオプション:IPv4IPv6

送信元 IP 構築された接続からの IP アドレス (IPv4/
IPv6)。

宛先 IP 構築された接続上の IP アドレス (IPv4/
IPv6)。

パケットの種類 接続に使⽤するパケットの種類を選択します。
送信元ポート 接続の送信元ポート。
宛先ポート 接続の宛先ポート。
ルール ID ファイアウォールルール ID
クリア クリックして、フィルタの設定を削除します。

6.5.2 関連接続

このページには、関連接続のライブスナップショットが表⽰されます。接続の詳細の他に、リスト
には選択した接続のファイアウォールルール ID、ユーザー ID、接続 ID、Web フィルタ ID など
の情報が表⽰されます。

6.6 サポートアクセス
サポートアクセスページで、Sophos のサポート担当者がトラブルシューティング⽬的で⾃社のファ
イアウォールに⼀時的にアクセスすることを許可することができます。
サポートアクセスとは、Sophos のサポート担当者が、お客様の管理者認証情報を持たずに、お客
様のファイアウォールの Web 管理コンソールに接続できるようにする機能です。この機能を有効
にするとアクセス ID が⽣成されます。サポート担当者はこの ID を使⽤してお客様のデバイスにア
クセスできます。管理者はこの ID をサポート担当者に知らせる必要があります。
サポートアクセスを有効にすると、サポート担当者は WAN から HTTPS 経由で、XG Firewall の
TCP ポート 22 にアクセスできます。XG Firewall とサポート担当者間の接続は常に XG Firewall
側から開始します。
次の項⽬を指定します。
1. Sophos XG Firewall で 「診断」 > 「サポートアクセス」の順にアクセスしてサポートアクセス

を有効にし、トグルスイッチをクリックします。
2. メッセージを確認して、「OK」をクリックします。
3. 「次のアクセスを付与:」のドロップダウンメニューで、アクセスの有効期間を選択します。
4. 「適⽤」をクリックして、設定を更新します。
5. 「OK」をクリックします。
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Sophos XG Firewall が APU (Access Proxy for UTM) へのセキュリティ保護されたコントロー
ル接続を確⽴して、⼀意のアクセス ID をネゴシエートします。

6. アクセス IDをサポートに通信します。
サポート担当者はこのアクセス ID を使⽤して、お客様の XG Firewall にログインします。コント
ロール接続は、「アクセス期間:」に⽰された指定時刻まで、確⽴されたままとなります。
接続は⼿動でいつでも無効にできます。または、トグルスイッチをクリックして、無効のメッセージ
で「OK」をクリックして確認し、接続を無効にすることもできます。
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章 7

7 ファイアウォール
ファイアウォールルールは組織内のユーザー､アプリケーション､ネットワーク オブジェクトに対する
コントロールを⾏うセキュリティルールのセットです｡ファイアウォールルールを使⽤して要件に基づ
いたブランケットを作成したり､特化型のトラフィック通⾏ルールを作成したりできます｡ルールテー
ブルを使って、ファイアウォールルールを集中管理することができます。

ファイアウォールルール
既存のファイアウォールルールを更新したり､新しいファイアウォールルールを追加することがで
きます｡ルールテーブル内のカスタムファイアウォールルールの位置は、変更できます。ファイア
ウォールルールは、上から下の順序で評価されます。
• ファイアウォールルールを追加するには、「IPv4」または「IPv6」プロトコルを選択し

て、「＋ファイアウォールルールの追加」をクリックします。「ユーザー/ネットワークルー
ル」または「業務アプリケーションルール」を選択します。

• ルールのクローンを作成するに
は、
をクリックして、「上にクローンを作成」または「下にクローンを作成」をクリックします。

• 新しいネットワークルールまたは業務ルールを追加するに
は、
をクリックして、追加したいルールの種類をクリックします。

• ルールを有効化または無効化するに
は、
をクリックして、スイッチをクリックします。

• ルールを編集または削除するに
は、
をクリックして、操作を選択します。

• ルールの位置を変更するには、ルールハンドル
( )
をクリックしてドラッグします。

表 8 : ルールの状態

状態 説明

未使⽤ 過去 24 時間以内に、ルールと⼀致したトラフィックは検出されていません。

無効 ⼿動で無効化されました。

変更 過去 24 時間以内に更新されました。

新規作成 過去 24 時間以内に作成されました。

ファイアウォールルールにフィルタを適⽤し、絞り込んで表⽰することができます。
• プロトコルで絞り込むには、「IPv4」または「IPv6」をクリックします。
• フィルタを設定するには、「フィルタの有効化」をクリックし、フィルタを選択して、「適

⽤」をクリックします。特定のルールを表⽰するには、「ルール ID」を⼊⼒します。
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• フィルタをすべてリセットするには、「フィルタのリセット」をクリックします。
• フィルタビューを閉じるには、「フィルタの無効化」をクリックします。
• ルールテーブルでルールの詳細を表⽰するには、「特徴」のアイコンにカーソルを合わせます。

ファイアウォールルールグループ
ファイアウォールルールグループを、ルールテーブルまたはルールテンプレートから作成すること
ができます。ルールグループにルールを追加したり、グループからルールを解除することができま
す。ユーザー、ネットワーク、業務アプリケーションのルールを、1つのルールグループに混在させ
ることも可能です。ルールグループの位置は、ドラッグアンドドロップで変更できます。
• ルールテーブルから新しいルールグループを作成するには、ルールの横の

をクリックして、「新しいグループ」をクリックします。名前を⼊⼒して、「移動」をクリッ
クします。

• ファイアウォールルールを既存のルールグループに追加するに
は、
をクリックします。「グループへの追加」で、移動先のルールグループを選択します。

• ルールグループからルールを解除するに
は、
をクリックして、「解除」をクリックします。

• 既存のファイアウォールルールグループを編集するに
は、
をクリックし、情報を編集して、「更新」をクリックします。名前、説明、ルールの種類、送
信元ゾーン、宛先ゾーンを編集することができます。

注
ルールグループを空にすることはできません。ルールグループから最後のルールを削除する
と、そのルールグループは削除されます。

注
ルールグループは、ルールの優先順位には影響しません。ファイアウォールルールは、上から
下の順序で評価されます。

ファイアウォールルールの⾃動グループ化
ファイアウォールグループを作成して、⼀致条件 (ルールの種類、送信元ゾーン、宛先ゾーンなど)
を定義することができます。
ファイアウォールルールの作成時に、⼀致条件に従って⾃動的にグループに分類するには、「ルー
ルグループ」で「⾃動」を選択します。

注
XG Firewall では、⼀致条件はルールのグループ化にのみ使⽤されます。ネットワークトラ
フィックの管理には使⽤されません。
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デフォルトのファイアウォールルール
XG Firewall の最初の導⼊時に「ネットワーク設定ウィザード」を使⽤する
と、「#Default_Network_Rule」というデフォルトのファイアウォールルールが作成されま
す。

デフォルトのファイアウォールルールグループ
XG Firewall の最初の導⼊時に「ネットワーク設定ウィザード」を使⽤すると、以下のデフォルト
のファイアウォールルールグループが作成されます (グループには、無効なファイアウォールルー
ルが含まれます)。
DMZ へのトラフィック: DMZ にルーティングされる受信トラフィック。「ルールグルー
プ」で「⾃動」を指定した場合、宛先ゾーンが DMZ に設定されているファイアウォールルールは
このグループに⾃動的に分類されます。
WAN へのトラフィック: WAN にルーティングされる送信トラフィック。「ルールグルー
プ」で「⾃動」を指定した場合、宛先ゾーンが WAN に設定されているファイアウォールルールは
このグループに⾃動的に分類されます。
内部ゾーンへのトラフィック: LAN、Wi-Fi、VPN または DMZ にルーティングされるトラフィッ
ク。「ルールグループ」で「⾃動」を指定した場合、宛先ゾーンが LAN、Wi-Fi、VPN または
DMZ に設定されているファイアウォールルールはこのグループに⾃動的に分類されます。

注
デフォルトでは、「ルールの種類」、「送信元ゾーン」、「宛先ゾーン」は「「Any」」に設
定されています。

注
XG Firewall では、ファイアウォールルールグループを空にすることはできないので、デフォ
ルトのルールグループにはそれぞれ無効なファイアウォールルールが含まれています。これら
は無効なので、トラフィックには影響を与えません。このルールは、有効化、変更、または削
除することができます。

ファイアウォールルールのリストについて
追加されたすべてのルールは、リストのフォームに表⽰されます。リスト内の各ルールには、ルー
ルのスナップショットが含まれています。以下のアイテムを折りたたみビューまたは展開ビューで
ご覧になれます。
折りたたみビュー内のアイテム:
• ID: ルールの ID
• 名前: ルールの名前

̶ In/Out: 特定のルールを使⽤して送受信されるトラフィックの量 (バイト単位)
• 送信元: 送信元ゾーン
• 宛先: 宛先ゾーン
• 内容: 保護されているドメイン/サービスを表⽰
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• 処理: 保護されているサーバーの状態、Web とユーザーのアプリケーションプロテクションの
状態

• 特徴: スケジュール、ハートビート、IPS、トラフィックシェーピングに関する情報
ルールの詳細を表⽰するには、「特徴」にマウスを合わせます。

アイコンについて

アイコン 意味

業務アプリケーションルールが有効です。

業務アプリケーションルールが無効です。

ユーザールールが無効です。アクションは「承認」です。

ユーザールールが無効です。アクションは「破棄」または「拒否」です。

ユーザールールが有効です。アクションは「破棄」または「拒否」です。

ユーザールールが有効です。

ネットワークルールが有効です。

ネットワークルールが無効です。アクションは「承認」です。

ネットワークルールが無効です。アクションは「破棄」または「拒否」で
す。

ネットワークルールが有効です。アクションは「破棄」または「拒否」で
す。

ウイルス対策スキャンが無効です。

ウイルス対策スキャンが有効です。

アプリケーションコントロールが無効です。

アプリケーションコントロールが「すべて許可」に設定されています。

アプリケーションコントロールが「すべて拒否」に設定されています。

アプリケーションコントロールが「破棄」に設定されています。

Security HeartbeatTM が無効であるか、制限が適⽤されていません。

Security HeartbeatTM が有効で、カラーコードが緑です。
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アイコン 意味

Security HeartbeatTM が有効で、カラーコードが⻩⾊です。

Security HeartbeatTM: 制限が適⽤されておらず、ハートビートがありませ
ん。

Security HeartbeatTM: 制限が適⽤されておらず、カラーコードが緑です。

Security HeartbeatTM: 制限が適⽤されておらず、カラーコードが⻩⾊で
す。

侵⼊防御が無効です。

侵⼊防御が有効です。

NAT が無効です。

NAT が有効です。

トラフィックシェーピングポリシーが無効です。

トラフィックシェーピングポリシーが有効です。

Web ポリシーが無効です。

Web ポリシーが「許可」に設定されています。

Web ポリシーが「拒否」に設定されています。

Web ポリシーが「破棄」に設定されています。

ルーティングが有効です。

ルーティングが無効です。

ファイアウォールルールが有効です。クリックして、ルールを無効にしま
す。

ファイアウォールルールが無効です。クリックして、ルールを有効にしま
す。

ルールを展開して詳細を表⽰

ルールを折りたたみます。

ルールまたはグループを編集します。

ルールを削除します (デフォルトのルールは削除不可)。

ルールをドラッグして順序を並べ替えます。

カラーコード

⾚ 拒否または破棄

緑 許可または承認

⻩⾊ 破棄 (ポリシー関連)。
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アイコン 意味

⻘ オンまたは有効

グレー オフまたは無効

をクリックすると、次のオプションが表⽰されます。
• オン
• オフ
• 編集: ファイアウォールルールの編集
• 上にクローンを作成
• 下にクローンを作成
• この前にネットワークルールを追加
• この前に業務⽤ルールを追加
• この後にネットワークルールを追加
• この後に業務⽤ルールを追加
• グループへの追加: 既存のグループがリスト表⽰されます。ファイアウォールルールを、新規グ

ループまたは既存グループに追加できます。リストからグループを削除することもできます。
̶ 新しいグループ名前、説明、ルールの種類、送信元ゾーン、宛先ゾーンを指定して、ファイ

アウォールルールグループを作成します。既存のファイアウォールルールを、このグループ
に追加できます。

• 解除ファイアウォールルールをグループから解除します。
• 削除

関連概念
ネットワークアドレス変換 (p. 474)
ネットワークアドレス変換 (NAT) ポリシーにより、内部ホストがファイアウォールのパブリック IP
アドレスを使ってインターネットにアクセスすることを許可することができます。ファイアウォール
によって、内部 IP アドレスがパブリック IP アドレスにマッピングされます。

7.1 ユーザー / ネットワークルール
ユーザー/ネットワークのルールを使⽤して、アクセス権とネットワークオブジェクト/ホストの保護
を定義します。送信元、サービス、宛先、ゾーン別にトラフィックを制御したい場合は、ネットワー
クのルール.を使⽤してください。さらに、分類されたホスト/サーバーのアクセスをカスタマイズす
るために、管理者にはルールにユーザー ID を添付するオプションがあります。このような ID ベース
のルールはユーザーのルールとみなされます。

7.1.1 ユーザー/ネットワークルールの追加 (IPv4)
このページでは、IPv4 プロトコルを使⽤するトラフィックを制御するためのファイアウォールルー
ルを作成することができます。ファイアウォールルールは内部ネットワークと外部ネットワーク間
のトラフィックを制御して、未承認アクセスからネットワークを保護します。デバイスは、ファイア
ウォールルールで構成した送信元ゾーンおよび宛先ゾーンに基づいて適⽤するルールを決定します。
このページでは、ID ベースのファイアウォールルールをユーザーに適⽤して、ルールを作成します。
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1. 「ファイアウォール」に移動して、「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネット
ワークのルール」の順にクリックします。

2. 「ルール概要」の詳細を⼊⼒します。

ルール名 ルール名を⼊⼒します。
説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 利⽤可能なオプションからルールの位置を指定

します。
利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルール
グループを指定します。リストから新規作成を
選択して、新規ルールグループを作成すること
もできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

処理 利⽤可能なオプションからルールトラフィック
の処理を指定します:
• 許可: アクセスの許可
• 破棄する: 警告なしで破棄
• 拒否: アクセスを拒否 (「「ICMP ポートが

到達できません」」というメッセージが送
信元に送られます)

レスポンスの送信時に、要求を受信したイン
ターフェースとは異なるインターフェースでレ
スポンスを送信することができます。これは、
デバイス上のルーティング構成に基づいて⾏わ
れます。
例: 要求をなりすまし IP アドレス (パブリック
IP アドレスまたは IP アドレスが LAN ゾーン
のネットワーク内にない状態) を使⽤して LAN
ポート上で受信し、特定のルートが定義されて
いない場合、デバイスはデフォルトのルートを
使⽤してこれらのホストにレスポンスを送信し
ます。従って、レスポンスは WAN ポートから
送信されます。
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3. 「送信元」の詳細を⼊⼒します。

送信元ゾーン そのユーザーに許可されている送信元ゾーンを
選択します。
新しいゾーンはこのページから直接作成でき
ます。または、「ネットワーク」 > 「ゾー
ン」の順にアクセスした先のページからも作
成できます。

送信元ネットワークとデバイス そのユーザーに許可されている送信元ネット
ワーク/デバイスを選択します。
新しいネットワークホストはこのページから
直接作成できます。または、「ホストとサービ
ス」からも作成できます。

スケジュールされた時間内 そのユーザーに許可されているサービスを選択
します。
新しいスケジュールはこのページから直接作成
できます。または、「プロファイル」 > 「ス
ケジュール」の順にアクセスした先のページか
らも作成できます。

4. 「宛先」と「サービス」の詳細を⼊⼒します。

宛先ゾーン そのユーザーに許可されている宛先ゾーンを選
択します。

宛先ネットワーク そのユーザーに許可されている宛先ゾーンを選
択します。
新しいネットワークホストはこのページから
直接作成できます。または、「ホストとサー
ビス」からも作成できます。

サービス そのユーザーに許可されているサービスを選択
します。
新しいサービスはこのページから直接作成で
きます。または、「ホストとサービス」 >
「サービス」の順にアクセスした先のページか
らも作成できます。

5. 「ID」の詳細を⼊⼒します。ユーザールールを設定する場合は、この⼿順に従ってください。

既知のユーザーを⼀致 選択して、ユーザー ID に基づいてルールを有
効にします。

不明なユーザーにキャプティブポータルを表⽰
する (「既知のユーザーを⼀致」が選択されて
いる場合にのみ利⽤可能)

不明なユーザーからのトラフィックを許可する
には、このチェックボックスを選択します。
「キャプティブポータル」ページには、ユー
ザーがインターネットにアクセスするためのロ
グイン場所が表⽰されます。
不明なユーザーからのトラフィックを破棄する
には、このチェックボックスの選択を解除しま
す。

ユーザーまたはグループ (「既知のユーザーを
⼀致」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

利⽤可能なオプションのリストから、ユーザー
またはグループを選択します。
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このユーザーアクティビティをデータ通信量
の計算から除外する  (「既知のユーザーを⼀
致」が選択されている場合にのみ利⽤可能)。

選択して、データ通信量の計算からユーザート
ラフィックのアクティビティを除外します。
⾔い換えると、このルールで許可されたトラ
フィックは、そのユーザーのデータ転送量には
含まれません。
デフォルトにより、データ通信量の計算でユー
ザーのネットワークトラフィックが考慮されま
す。

6. Web マルウェアスキャンとコンテンツスキャンの詳細を⼊⼒します (トラフィックの「処
理」に「許可」を選択した場合のみ利⽤可能)。

HTTP のスキャン HTTP トラフィックのスキャンを有効にしま
す。

HTTPS の暗号化解除/スキャン HTTPS トラフィックの復号化とスキャンを有
効にします。

Google QUIC (QUIC UDP Internet
Connections) のブロック

Google サービスの QUIC プロトコル (UDP)
トラフィックを無効にします。

Sandstorm によるゼロデイ脅威の検出 HTTP または HTTPS でダウンロードした
ファイルを Sandstorm に送信して分析しま
す。Sandstorm は、未知および⾮公開の脅威
(「ゼロデイ」脅威) からネットワークを保護し
ます。

FTP のスキャン FTP トラフィックのスキャンを有効にします。
7. 詳細設定を⼊⼒します (トラフィックの「処理」に「許可」を選択した場合のみ利⽤可能)。

a) ユーザーアプリケーションのポリシーを指定します。

侵⼊防御 ルールの IPS ポリシーを選択します。新しい
IPS ポリシーはこのページから直接作成でき
ます。または、「侵⼊防御」 > 「IPS ポリ
シー」の順にアクセスした先のページからも
作成できます。

トラフィックシェーピング ポリシー 「既知のユーザーを⼀致」を選択している場
合、ユーザーのトラフィックシェーピングポ
リシーは⾃動的に適⽤されます。
「既知のユーザーを⼀致」が選択されていな
い場合は、ルールのトラフィックシェーピン
グポリシーを選択するか、ルールを新規作成
する必要があります。
「新規作成」 > 「トラフィックシェーピング
(QoS) ポリシーの追加」から新規ポリシー
を作成することができます。ポリシーの関
連付けを指定し、ポリシーを「Web カテゴ
リ」または「アプリケーション」のいずれか
に割り当てます。

Webポリシー ルールの Web ポリシーを選択します。
新しい Web ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「Web」 > 「ポリ
シー」の順にアクセスした先のページからも
作成できます。
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Web カテゴリーベースのトラフィック
シェーピングポリシーの適⽤

クリックして、Web カテゴリに分類された
URL の帯域幅を制限します。

アプリケーションコントロール ルールのアプリケーションフィルタのポリ
シーを選択します。新しいアプリケーション
フィルタポリシーはこのページから直接作成
できます。または、「アプリケーション」 >
「アプリケーションフィルタ」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。

アプリケーションベースのトラフィック
シェーピングポリシーの適⽤

クリックして、アプリケーションカテゴリに
分類されたアプリケーションの帯域幅を制限
します。

b) Synchronized Security 設定を構成します。

送信元ハートビートの最⼩値 送信元デバイスがこのルールで最低限遵守す
る必要のある正常性の状態を選択します。正
常性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制
限なし」のいずれかを選択できます。正常性
の条件を満たしていない場合は、このルール
で定義したアクセスと権限はそのユーザーに
付与されません。

ハートビートがないクライアントをブロック ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、特定のサービスやネッ
トワークへの送信元デバイスのアクセスを制
限できます。
ハートビートの送信を義務付けるオプショ
ンを有効/無効にします。

宛先ハートビートの最⼩値 (唯⼀の宛先ゾー
ンに「WAN」が選択されている場合は利⽤
不可)

宛先デバイスがこのルールで最低限遵守する
必要のある正常性の状態を選択します。正常
性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制限
なし」のいずれかを選択できます。正常性の
条件を満たしていない場合は、このルールで
定義したアクセスと権限はそのユーザーに付
与されません。

注
「WAN」とともに複数のゾーンが選択
されている場合は、このオプションを使
⽤できます。

ハートビートがない宛先へのリクエストをブ
ロック (唯⼀の宛先ゾーンに「WAN」が選択
されている場合は利⽤不可)

ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、ハートビートを送信し
ていない宛先へのリクエストをブロックでき
ます。
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ハートビートの送信を義務付けるオプショ
ンを有効/無効にします。

注
「WAN」とともに複数のゾーンが選択
されている場合は、このオプションを
使⽤できます。

c) 「NAT」と「ルーティング」の詳細を⼊⼒します。

送信元アドレスの書き換え (マスカレード) 送信元アドレスを書き換えるか、NAT ポリ
シーを指定するか選択します。
デフォルト: 無効

ゲートウェイ固有のデフォルト NAT ポリ
シーを使⽤ (「仮」が選択されている場合に
のみ利⽤可能)

選択して、デフォルトの NAT ポリシーを
ゲートウェイ固有のポリシーで上書きしま
す。

ゲートウェイ固有のデフォルト NAT ポリ
シーを上書き (「ゲートウェイ固有のデフォ
ルト NAT ポリシーを使⽤」が選択されてい
る場合にのみ利⽤可能)

選択して、ゲートウェイと関連する NAT ポ
リシーを指定します。複数のゲートウェイと
NAT ポリシーを追加できます。

送信⽤アドレスの使⽤ (「送信元アドレスの
書き換え」が選択されている場合にのみ利⽤
可能)

利⽤可能な NAT ポリシーのリストから適⽤
する NAT ポリシーを選択します。
新しい NAT ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「プロファイル」 >
「ネットワークアドレス変換」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。
デフォルト: MASQ
MASQ (インターフェースデフォルト IP)
• ネットワーク > インターフェース で構

成した宛先ゾーンの IP アドレスが (イ
ンターフェースデフォルト IP) の代わり
に表⽰されます (単⼀の宛先ゾーンが選
択されている場合)。

• 複数の宛先ゾーンが選択されている場
合、(インターフェースデフォルト IP)
が表⽰されます。

プライマリゲートウェイ プライマリゲートウェイを指定するか、ゲー
トウェイホストをこのページから追加しま
す。これは、1 つ以上のゲートウェイが定義
されている場合にのみ適⽤可能です。

注
このゲートウェイを削除すると、プラ
イマリゲートウェイは、WAN 宛先ゾー
ンには「WAN リンク負荷分散」、他の
ゾーンには「なし」と表⽰されます。こ
のような場合、ファイアウォールルール
はルーティングの決定を⾏いません。
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バックアップゲートウェイ バックアップゲートウェイを指定します。こ
れは、1 つ以上のゲートウェイが定義されて
いる場合にのみ適⽤可能です。

注
このゲートウェイを削除すると、バック
アップゲートウェイは「なし」と表⽰さ
れます。

DSCP マーキング DSCP マーキングを選択します。
パケットが QoS に基づいてローカルネッ
トワークに⼊ると、DSCP (DiffServ Code
Point) はパケットのフローを分類しま
す。フローは次の 5 つの要素で定義され
ます: source IP address、destination
IP address、source port、destination
port、transport protocol

8. ユーザーアプリケーショントラフィックのログオプションを定義します。

ファイアウォールトラフィックのログ 選択して、許可/拒否されるトラフィックのロ
グを有効にします。

9. 「保存」をクリックします。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
Central Synchronization (p. 272)
Sophos Central と同期すると、ネットワーク上のデバイス間で セキュリティハートビート を通じ
てセキュリティステータスを共有できるようになります。また、アプリケーション同期と制御 では、
ネットワーク上のアプリケーションを検出して管理することができます。さらに、XG Firewall デバ
イスを Sophos Central から集中管理することができます。

7.1.2 ユーザー/ネットワークルールの追加 (IPv6)
このページでは、IPv6 プロトコルを使⽤するトラフィックを制御するためのファイアウォールルー
ルを作成することができます。ファイアウォールルールは内部ネットワークと外部ネットワーク間
のトラフィックを制御して、未承認アクセスからネットワークを保護します。デバイスは、ファイア
ウォールルールで構成した送信元ゾーンおよび宛先ゾーンに基づいて適⽤するルールを決定します。
このページでは、ID ベースのファイアウォールルールをユーザーに適⽤して、ルールを作成します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv6」を選択します。
2. 「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネットワークのルール」の順にクリックしま

す。
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3. 「ポリシー概要」の詳細を指定します。

ルール名 ルール名を⼊⼒します。
説明 ルールの説明を指定します。
ルールの位置 利⽤可能なオプションからルールの位置を指定

します。
利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルール
グループを指定します。リストから新規作成を
選択して、新規ルールグループを作成すること
もできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

処理 利⽤可能なオプションからルールトラフィック
の処理を指定します:
• 許可: アクセスの許可
• 破棄: 警告なしで破棄
• 拒否: アクセスを拒否 (「「ICMP ポートが

到達できません」」というメッセージが送
信元に送られます)

レスポンスの送信時に、要求を受信したイン
ターフェースとは異なるインターフェースでレ
スポンスを送信することができます。これは、
デバイス上のルーティング構成に基づいて⾏わ
れます。
例: 要求をなりすまし IP アドレス (パブリック
IP アドレスまたは IP アドレスが LAN ゾーン
のネットワーク内にない状態) を使⽤して LAN
ポート上で受信し、特定のルートが定義されて
いない場合、デバイスはデフォルトのルートを
使⽤してこれらのホストにレスポンスを送信し
ます。従って、レスポンスは WAN ポートから
送信されます。

4. 「送信元」の詳細を指定します。
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送信元ゾーン そのユーザーに許可されている送信元ゾーンを
選択します。

送信元ネットワークとデバイス そのユーザーに許可されている送信元ネット
ワーク/デバイスを選択します。
「新規作成」をクリックして、新しいネット
ワークホストをこのページから直接作成できま
す。または、「ホストとサービス」からも作成
できます。

スケジュールされた時間内 そのユーザーに許可されているサービスを選択
します。
新しいスケジュールはこのページから直接作成
できます。または、「プロファイル」 > 「ス
ケジュール」の順にアクセスした先のページか
らも作成できます。

5. 宛先およびサービスの詳細を指定します。

宛先ゾーン そのユーザーに許可されている宛先ゾーンを選
択します。

宛先ネットワーク そのユーザーに許可されている宛先ゾーンを選
択します。
「新規作成」をクリックして、新しいネット
ワークホストをこのページから直接作成できま
す。または、「ホストとサービス」からも作成
できます。

サービス そのユーザーに許可されているサービスを選択
します。
新しいサービスはこのページから直接作成で
きます。または、「ホストとサービス」 >
「サービス」の順にアクセスした先のページか
らも作成できます。

6. ID の詳細を指定します。

既知のユーザーを⼀致 選択して、ユーザー ID に基づいてルールを有
効にします。

不明なユーザーにキャプティブポータルを表⽰
する

不明なユーザーからのトラフィックを許可する
には、このチェックボックスを選択します。
「キャプティブポータル」ページには、ユー
ザーがインターネットにアクセスするためのロ
グイン場所が表⽰されます。
不明なユーザーからのトラフィックを破棄する
には、このチェックボックスの選択を解除しま
す。

ユーザーまたはグループ (「既知のユーザーを
⼀致」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

利⽤可能なオプションのリストから、ユーザー
またはグループを選択します。

このユーザーアクティビティをデータ通信量
の計算から除外する(「既知のユーザーを⼀
致」が選択されている場合にのみ利⽤可能)。

選択して、データ通信量の計算からユーザート
ラフィックのアクティビティを有効/無効にし
ます。
デフォルトにより、データ通信量の計算でユー
ザーのネットワークトラフィックが考慮されま
す。特定のトラフィックユーザーデータ通信量
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の計算を除外する場合に選択します。このルー
ルで許可されているトラフィックは、このユー
ザーのデータ転送を⾏う責任はありません。

7. Web マルウェアスキャンとコンテンツスキャンの詳細を指定します。(トラフィックの「処
理」を「許可」に選択している場合にのみ利⽤可能)。

HTTP のスキャン HTTP トラフィックのスキャンを有効にしま
す。

HTTPS の暗号化解除/スキャン HTTPS トラフィックの復号化とスキャンを有
効にします。

Google QUIC (QUIC UDP Internet
Connections) のブロック

Google サービスの QUIC プロトコル (UDP)
トラフィックを無効にします。

Sandstorm によるゼロデイ脅威の検出 HTTP または HTTPS でダウンロードした
ファイルを Sandstorm に送信して分析しま
す。Sandstorm は、未知および⾮公開の脅威
(「ゼロデイ」脅威) からネットワークを保護し
ます。

8. 詳細設定を指定します (トラフィックの「処理」に「許可」を選択した場合にのみ利⽤可能)
a) ユーザーアプリケーションのポリシーを指定します。

侵⼊防御 (IPS) ルールの IPS ポリシーを選択します。新しい
IPS ポリシーはこのページから直接作成でき
ます。または、「侵⼊防御」 > 「IPS ポリ
シー」の順にアクセスした先のページからも
作成できます。

トラフィックシェーピング ポリシー 「既知のユーザーを⼀致」を選択している場
合、ユーザーのトラフィックシェーピングポ
リシーは⾃動的に適⽤されます。
「既知のユーザーを⼀致」が選択されていな
い場合は、ルールのトラフィックシェーピン
グポリシーを選択するか、新しく作成する必
要があります。
「新規作成」 > 「トラフィックシェーピング
(QoS) ポリシーの追加」から新規ポリシー
を作成することができます。ポリシーの関
連付けを指定し、ポリシーを「Web カテゴ
リ」または「アプリケーション」のいずれか
に割り当てます。

Webポリシー ルールの Web ポリシーを選択します。
新しい Web ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「Web」 > 「ポリ
シー」の順にアクセスした先のページからも
作成できます。

Web カテゴリーベースのトラフィック
シェーピングポリシーの適⽤

クリックして、Web カテゴリに分類された
URL の帯域幅を制限します。

アプリケーションコントロール ルールのアプリケーションフィルタのポリ
シーを選択します。新しいアプリケーション
フィルタポリシーはこのページから直接作成
できます。または、「アプリケーション」 >
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「アプリケーションフィルタ」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。

アプリケーションベースのトラフィック
シェーピングポリシーの適⽤

クリックして、アプリケーションカテゴリに
分類されたアプリケーションの帯域幅を制限
します。

b) ルーティングの詳細を指定します。

送信元アドレスの書き換え (マスカレード) 送信元アドレスを書き換えたくない、または
NAT ポリシーを指定したくない場合は無効に
します。
デフォルト - 有効

ゲートウェイ固有のデフォルト NAT ポリ
シーを使⽤ (「仮」が選択されている場合の
み)

クリックして、デフォルトの NAT ポリシー
をゲートウェイ固有のポリシーで上書きしま
す。

ゲートウェイ固有のデフォルト NAT ポリ
シーを上書き (「ゲートウェイ固有のデフォ
ルト NAT ポリシーを使⽤」が選択されてい
る場合のみ)

有効にして、ゲートウェイと関連する NAT
ポリシーを指定します。複数のゲートウェイ
と NAT ポリシーを追加できます。

送信⽤アドレスの使⽤ (「送信元アドレスの
書き換え」が選択されている場合のみ)

利⽤可能な NAT ポリシーのリストから適⽤
する NAT ポリシーを選択します。
新しい NAT ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「プロファイル」 >
「ネットワークアドレス変換」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。
デフォルト: MASQ
MASQ (インターフェースデフォルト IP)
• ネットワーク > インターフェース で構

成した宛先ゾーンの IP アドレスが (イ
ンターフェースデフォルト IP) の代わり
に表⽰されます (単⼀の宛先ゾーンが選
択されている場合)。

• 複数の宛先ゾーンが選択されている場
合、(インターフェースデフォルト IP)
が表⽰されます。

プライマリゲートウェイ プライマリゲートウェイを指定します。これ
は、1 つ以上のゲートウェイが定義されてい
る場合にのみ適⽤可能です。

注
このゲートウェイを削除すると、プラ
イマリゲートウェイは、WAN 宛先ゾー
ンには「WAN リンク負荷分散」、他の
ゾーンには「なし」と表⽰されます。こ
のような場合、ファイアウォールルール
はルーティングの決定を⾏いません。

バックアップゲートウェイ バックアップゲートウェイを指定します。こ
れは、1 つ以上のゲートウェイが定義されて
いる場合にのみ適⽤可能です。
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注
このゲートウェイを削除すると、バック
アップゲートウェイは「なし」と表⽰さ
れます。

DSCP マーキング DSCP マーキングを選択します。
パケットが QoS に基づいてローカルネッ
トワークに⼊ると、DSCP (DiffServ Code
Point) はパケットのフローを分類しま
す。フローは次の 5 つの要素で定義され
ます: source IP address、destination
IP address、source port、destination
port、transport protocol

9. ユーザーアプリケーショントラフィックのログオプションを定義します。

ファイアウォールトラフィックのログ クリックして、許可される/拒否されるトラ
フィックのログを有効にします。

10.「保存」をクリックします。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
Central Synchronization (p. 272)
Sophos Central と同期すると、ネットワーク上のデバイス間で セキュリティハートビート を通じ
てセキュリティステータスを共有できるようになります。また、アプリケーション同期と制御 では、
ネットワーク上のアプリケーションを検出して管理することができます。さらに、XG Firewall デバ
イスを Sophos Central から集中管理することができます。

7.1.3 DSCP 値
DiffServ Code Point (DSCP) は 6 ビットを使⽤するため、2^6 = 64 の異なる値 (0〜63) を指定し
ます。次は標準の DSCP 値を説明しています。残りの DSCP 値は QoS の要件に基づいてカスタマイ
ズできます。

10 進数 DSCP 説明

0 Default Best Effort

8 CS1 Class 1 (CS1)

10 AF11 Class 1, Gold (AF11)

12 AF12 Class 1, Silver (AF12)

14 AF13 Class 1, Bronze (AF13)

16 CS2 Class 2 (CS2)

18 AF21 Class 2, Gold (AF21)

20 AF22 Class 2, Silver (AF22)

70 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

10 進数 DSCP 説明

22 AF23 Class 2, Bronze (AF23)

24 CS3 Class 3 (CS3)

26 AF31 Class 3, Gold (AF31)

28 AF32 Class 3, Silver (AF32)

30 AF33 Class 3, Bronze (AF33)

32 CS4 Class 4 (CS4)

34 AF41 Class 4, Gold (AF41)

36 AF42 Class 4, Silver (AF42)

38 AF43 Class 4, Bronze (AF43)

40 CS5 Class 5 (CS5)

46 EF Expedited Forwarding (EF)

48 CS6 Control (CS6)

56 CS7 Control (CS7)

7.2 業務アプリケーションのルール
業務アプリケーションのルールは、SalesForce、SharePoint などのような、内部ホストまたはパブ
リックホストの業務アプリケーションまたはサーバーを保護するために使⽤されます。

業務アプリケーションのルールの追加
業務アプリケーションのルールを使⽤すると、管理者はインターネット経由での未承認アクセス
から http Web サーバーおよび⾮ http Web サーバーを保護するためにルールを構成できます。
また、業務アプリケーションのルールで、保護されたサーバーのアクセスを制御することもできま
す。
様々な種類の http Web サーバー、⾮ http Web サーバー、アプリケーションの保護に利⽤できる
テンプレートを⽤意しています。「業務アプリケーションのルール」ページにアプリケーションテ
ンプレートのリストが表⽰されます。
「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。「+ファイ
アウォールルールの追加」をクリックし、「業務アプリケーションのルール」を選択します。その
後、利⽤可能なテンプレートのリストから「アプリケーションテンプレート」を選択できます。
アプリケーションテンプレートを使⽤すると、必要な業務アプリケーションの構成に合ったルール
を選択できます。テンプレートを選択すると、事前⼊⼒されているフィールドがいくつか含まれた
構成ページが表⽰されます。値が事前⼊⼒されているフィールドには業務アプリケーションを保護
するための構成を⼿動で指定する必要はありませんが、ご利⽤のネットワーク設定やその他の要件
に基づいて設定をカスタマイズすることができます。
1. DNAT/フル NAT/負荷分散のルール: ネットワーク内 (LAN または DMZ) 内でホストされてい

るメールや他のサーバーのような Web 未対応サーバーを保護するために使⽤します。このテン
プレートを使⽤して、WAN またはインターネット経由でアクセスが必要なユーザーにサービス
を提供するサーバーのアクセス権を定義できます。さらに、次の Web 未対応アプリケーション
テンプレートを使⽤できます。

2. メールサーバー (SMTP): メールサーバー (SMTP) のルールは、ネットワーク内部でホストさ
れている保護対策が必要なメールサーバーを保護するために使⽤します。
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3. メールクライアント (POP & IMAP): メールクライアント (POP および IMAP) のルールは、パ
ブリックでホストされている保護対策が必要なメールサーバー (WAN のサーバー) を保護する
ために使⽤します。

注
メールクライアントのルールを削除する場合、このルールで処理されるメールはキューに追
加されますが、配信されません。
このルールで処理されるメールの紛失を防ぐには、次のステップに従ってください。
a) このルールを削除する前に、「上にクローンを作成」オプションを選択して、「処

理」を「破棄」に変更し、このルールのクローンを作成します。クローンが作成された
このルールはすべての受信メールを保留にします。

b) 「メール」 > 「メールスプール」の順にアクセスして、スプールが空であるかどうか確
認します。

c) スプールが空の場合は、両⽅のファイアウォールルールを削除します。

7.2.1 ⼀般的な HTTP ベースアプリケーションのアプリケー
ションプロテクションテンプレート
Sophos XG Firewall は⼀般的に使⽤される HTTP ベースアプリケーションのプロテクションルール
を作成するために、事前設定されたテンプレートをご提供しています。事前設定されたテンプレート
を使⽤してご利⽤の構成と近い Web アプリケーションルールを作成し、ニーズに合わせて変更する
ことができます。

 Web Server Protection （WAF) ルールの追加
このページでは、Web アプリケーションへの/からの HTTP トラフィックを制御できます。このペー
ジから、IPv4 プロトコルを使⽤するトラフィックの Web Server Protection (WAF)ルールを作成で
きます。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なルールの詳細を⼊⼒します。

アプリケーションテンプレート 「Web Server Protection （WAF)」を選択
して、HTTP ベースアプリケーションのアプリ
ケーションフィルタのポリシーを定義します。

ルール名 ルール名を⼊⼒します。
説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルール
グループを指定します。リストから新規作成を
選択して、新しいルールグループを作成するこ
ともできます。
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「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

4. 「ホスト型サーバー」の詳細を⼊⼒します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのイン
ターフェースを指定します。これは、インター
ネットユーザーが内部サーバー/ホストにアク
セスするパブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックのスキャンを
有効または無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が選択されている
場合にのみ利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が選択さ
れている場合にのみ利⽤可能)

選択して、HTTP の要求をリダイレクトしま
す。

ドメイン (「HTTPS」が無効にされている場合): Web
サーバーが FQDN として扱うドメインを⼊⼒
します (例: shop.example.com)。
(「HTTPS」が有効にされている場合): 選択し
た HTTPS 証明書によっては、⼀部のドメイン
があらかじめ選択されていることがあります。
これらのドメインを編集または削除するか、新
しいドメインを追加します。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
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ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

「パスの追加」をクリックして、新しいパスを
定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

このオプションを使⽤して、保護する Web
サーバーを選択します。Web サーバーリス
トから Web サーバーを選択します。「選択し
た Web サーバー」の表の右側に、選択した
Web サーバーが表⽰されます。
新しい Web サーバーを「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先
のページで作成することもできます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します (「パス固有のルーティング」が選択されている場合は利⽤
不可)。

許可されたクライアントネットワーク ホスト型 Web サーバーに接続可能な許可され
たネットワークを選択または追加します。

ブロックされたクライアントネットワーク ホスト型 Web サーバーからブロックすべき、
拒否されたネットワークを選択または追加しま
す。

認証 Webアプリの認証プロファイルを選択する
か、「新規作成」をクリックして新しい認証プ
ロファイルを作成します。

7. Web サーバーのパスの例外を追加します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。

8. 詳細設定を指定します。
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a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。
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注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

「IPv4」フィルタを設定すると、業務アプリケーションルールが作成され「ファイアウォール」ペー
ジに表⽰されます。

 Exchange ⾃動検出のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Exchange ⾃動検出のルールを構成する⽅法を説
明します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Exchange ⾃動検出」を選択し
て、Exchange ⾃動検出環境のポリシーを構成
します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位
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ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの名前を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インターネットユー
ザーが内部サーバー/ホストにアクセスするパ
ブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS このオプションを選択して、HTTPS トラ
フィックのスキャンを有効または無効にしま
す。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が選択されている
場合にのみ利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が選択さ
れている場合にのみ利⽤可能)

HTTP の要求をリダイレクトするには、このオ
プションを選択します。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
間の要求を分散するためのルールを追加するこ
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とはできません。さらに、各セッションがその
有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。
デフォルト: 有効

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

「新しいパスの追加」をクリックして、新しい
パスを定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

デフォルト: /autodiscover、/
Autodiscover、/AutoDiscover

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

Web サーバーは保護されるアプリケーション
サーバーです。Web サーバーのリストから
Webサーバーを選択するか、Web サーバー
を⼊⼒して「作成」をクリックし、Web サー
バーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します (「パス固有のルーティング」が選択されている場合は利⽤
不可)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。
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認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択しま
す。
新しい認証プロファイルはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」 >
「認証ポリシー」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。

7. Web サーバーのパスの例外を追加します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。
デフォルト: /autodiscover/*、/Autodiscover/*

8. 詳細設定を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
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識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。

注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのポリシー構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベース
のルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに
再起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われ
るため、再構築する必要があります。

Exchange Autodiscover のファイアウォールルールが作成され、「IPv4」フィルタを設定する
と、「ファイアウォール」ページに表⽰されます。

 Exchange Outlook Anywhere のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Exchange Outlook Anywhere のルールを構成す
る⽅法を説明します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なポリシーの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Exchange Outlook Anywhere」を選択し
て、Exchange Outlook Anywhere のルールを
構成します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
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ルールの位置 ルールの位置を指定します。
利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルール
グループを指定します。リストから新規作成を
選択して、新規ルールグループを作成すること
もできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの名前を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インターネットユー
ザーが内部サーバー/ホストにアクセスするパ
ブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックのスキャンを
有効または無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が選択されている
場合にのみ利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が選択さ
れている場合にのみ利⽤可能)

選択して、HTTP の要求をリダイレクトしま
す。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
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固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

「新しいパスの追加」をクリックして、新しい
パスを定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

デフォルト: /rpc、/RPC

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

Web サーバーは保護対象のアプリケーション
サーバーです。Web サーバーのリストから選
択するか、「新しい項⽬の追加」をクリックし
て Web サーバーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します(「パス固有のルーティング」が選択されている場合は利⽤
不可)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。
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認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択し
ます。新しい認証プロファイルはこのページ
から直接作成できます。または、「Web サー
バー」 > 「認証ポリシー」の順にアクセスし
た先のページからも作成できます。

7. Web サーバーのパスの例外を追加します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。
デフォルト: /rpc/*、/RPC/*

8. 詳細設定を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
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る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。

注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

Exchange Outlook Anywhere のルールが作成され「IPv4」フィルタを設定すると、「ファイア
ウォール」ページに表⽰されます。

 Exchange 全般のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Exchange 全般のルールを構成する⽅法を説明し
ます。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なポリシーの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Exchange 全般」を選択して、Exchange
全般のルールを構成します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
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• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの名前を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インターネットユー
ザーが内部サーバー/ホストにアクセスするパ
ブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックのスキャンを
有効または無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が選択されている
場合にのみ利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が選択さ
れている場合にのみ利⽤可能)

選択して、HTTP の要求をリダイレクトしま
す。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
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間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合にのみ利⽤可能)

「新しいパスの追加」をクリックして、新しい
パスを定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

デフォルト: /owa、/OWA、/ecp、/ECP、/
oab、/OAB、/ews、/EWS、/oma、/OMA、/
Microsoft-Server-ActiveSync

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が選択されている場合は利⽤不可)

Web サーバーは保護対象のアプリケーション
サーバーです。Web サーバーのリストから選
択するか、「新しい項⽬の追加」をクリックし
て Web サーバーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します(「パス固有のルーティング」が選択されている場合は利⽤
不可)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択し

86 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

ます。新しい認証プロファイルはこのページ
から直接作成できます。または、「Web サー
バー」 > 「認証ポリシー」の順にアクセスし
た先のページからも作成できます。

7. Web サーバーのパスの例外を追加します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。
デフォルト: /owa/*、/OWA/*、/ews/*、/EWS/*、/ecp/*、/ECP/*、/oab/*、/OAB/*、/
oma/*、/OMA/*、/Microsoft-Server-ActiveSync?*、/owa/ev.owa*

8. 詳細設定を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
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Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。

注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

Exchange 全般のルールが作成され「IPv4」フィルタを設定すると、「ファイアウォール」ページに
表⽰されます。

 Microsoft Lync のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Microsoft Lync のルールを構成する⽅法を説明し
ます。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Microsoft Lync」を選択して、HTTP ベー
スアプリケーションのアプリケーションフィル
タのポリシーを定義します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
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• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの識別名を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インタネットユー
ザーが内部のサーバー/ホストを経由してアク
セスするパブリックの IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックを有効または
無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が有効にされてい
る場合に利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が有効に
されている場合に利⽤可能)

クリックして、HTTP の要求をリダイレクトし
ます。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
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間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が有効になっている場合に利⽤可能)

「パスの追加」をクリックして、新しいパスを
定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が無効になっている場合に利⽤可能)

ホストとは、保護対象の Web サーバーで
す。Web サーバーのリストから選択する
か、「新しい項⽬の追加」をクリックして
Web サーバーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します (「パス固有のルーティング」が選択されている場合は利⽤
不可)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択しま
す。
新しい認証プロファイルはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」 >
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「認証ポリシー」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。

7. Web サーバーのパスの例外を指定します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。

8. 詳細設定を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。

Copyright © 2018 Sophos Limited 91



XG Firewall

注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

Microsoft Lync のルールが作成され「IPv4」フィルタを設定すると、「ファイアウォール」ページ
に表⽰されます。

 Microsoft Remote Desktop Gateway 2008 and R2 のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Microsoft Remote Desktop Gateway 2008 and
R2 のルールを構成する⽅法を説明します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Microsoft Remote Desktop Gateway
2008 and R2」を選択し、Microsoft Remote
Desktop Gateway 2008 and R2 のルールを
構成します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位
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ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの識別名を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インターネットユー
ザーが内部サーバー/ホストにアクセスするパ
ブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックを有効または
無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が有効にされてい
る場合に利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が有効に
されている場合に利⽤可能)

クリックして、HTTP の要求をリダイレクトし
ます。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
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有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が有効になっている場合に利⽤可能)

「新しいパスの追加」をクリックして、新しい
パスを定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が無効になっている場合に利⽤可能)

Web サーバーは保護対象のアプリケーション
サーバーです。Web サーバーのリストから選
択するか、「新しい項⽬の追加」をクリックし
て Web サーバーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. アクセス権限の詳細を指定します。(「パス固有のルーティング」が無効にされている場合は利⽤
可能)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択し
ます。新しい認証プロファイルはこのページ
から直接作成できます。または、「Web サー
バー」 > 「認証ポリシー」の順にアクセスし
た先のページからも作成できます。

7. Web サーバーのパスの例外を指定します。
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「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。
8. 詳細設定を指定します。

a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。

Copyright © 2018 Sophos Limited 95



XG Firewall

注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

Microsoft Remote Desktop Gateway 2008 and R2 のルールが作成され「IPv4」フィルタが設定
されると、「ファイアウォール」ページに表⽰されます。

 Microsoft Remote Desktop Web 2008 and R2 のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Microsoft Remote Desktop Web 2008 and R2
のルールを構成する⽅法を説明します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Microsoft Remote Desktop Web 2008
and R2」を選択し、Microsoft Remote
Desktop Web 2008 and R2 のルールを構成し
ます。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位
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ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの識別名を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インターネットユー
ザーが内部サーバー/ホストにアクセスするパ
ブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックを有効または
無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が有効にされてい
る場合に利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が有効に
されている場合に利⽤可能)

クリックして、HTTP の要求をリダイレクトし
ます。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
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有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が有効になっている場合に利⽤可能)

「新しいパスの追加」をクリックして、新しい
パスを定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が無効になっている場合に利⽤可能)

Web サーバーは保護対象のアプリケーション
サーバーです。Web サーバーのリストから選
択するか、「新しい項⽬の追加」をクリックし
て Web サーバーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します (「パス固有のルーティング」が無効にされている場合は利
⽤可能)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択しま
す。
新しい認証プロファイルはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」 >
「認証ポリシー」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。
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7. Web サーバーのパスの例外を追加します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。

8. 詳細設定を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。
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注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

Microsoft Remote Desktop Web 2008 and R2 のルールが作成され「IPv4」フィルタが設定され
ると、「ファイアウォール」ページに表⽰されます。

 Microsoft Sharepoint 2010 and 2013 のルールの追加
(IPv4 ポリシーにのみ利⽤可能) このページでは、Microsoft SharePoint 2010 and 2013 のルール
を構成する⽅法を説明します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、フィルタスイッチを使⽤して「IPv4」を選択します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」、「業務アプリケーションルール」の順にクリックます。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「Microsoft Sharepoint 2010 and
2013」を選択し、Microsoft Sharepoint
2010 and 2013 のルールを構成します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位
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ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの識別名を指定します。
4. 「ホスト型サーバー」の詳細を指定します。

ホスト型アドレス ルールが適⽤されるホスト型サーバーのアドレ
スを指定します。これは、インターネットユー
ザーが内部サーバー/ホストにアクセスするパ
ブリック IP アドレスです。

注
クライアントが接続を確⽴し Web サー
バーにアクセスしたとき、Web サー
バーはクライアントの実際の IP アドレ
スを取得しません。接続は WAF (Web
Application Firewall) 経由で⾏われるの
で、サーバーは WAF が使⽤しているイン
ターフェースのアドレスを取得します。ク
ライアントの実際の IP アドレスは、HTTP
ヘッダー

リスニングポート ホスト型 Web サーバーがインターネット経由
で外部到達可能なポート番号を⼊⼒します。
デフォルトは、プレインテキスト通信 (HTTP)
を含むポート 80 および暗号化された通信
(HTTPS) を含むポート 443 です。

HTTPS 選択して、HTTPS トラフィックを有効または
無効にします。

HTTPS 証明書 (「HTTPS」が有効にされてい
る場合に利⽤可能)

使⽤する HTTPS 証明書を選択します。

HTTP のリダイレクト (「HTTPS」が有効に
されている場合に利⽤可能)

クリックして、HTTP の要求をリダイレクトし
ます。

ドメイン Web サーバーの管轄のドメインを⼊
⼒するには、FQDN を使⽤します (例:
shop.example.com) 。

5. 「保護されたサーバー」の詳細を指定します。

パス固有のルーティング パス固有のルーティングを有効にして、どの
Web サーバーの受信⽤要求を転送するか定義
(パス) することができます。
固有パスを含むすべての URL を定義できま
す。たとえば、/products/ は固有の Web サー
バーに送信されます。⼀⽅、固有要求の Web
サーバーを 1 つ以上許可できますが、サーバー
間の要求を分散するためのルールを追加するこ
とはできません。さらに、各セッションがその
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有効期間を通して 1 つの Web サーバーにバウ
ンドされるように定義することができます (ス
ティッキー セッション)。オンラインショップ
をホストしていて、ショッピング セッション
中にユーザーを確実に 1 つのサーバーに固定
させたい場合に必要となることもあります。ま
た、すべての要求を 1 つの Web サーバーに送
信し、他はバックアップとして使⽤するように
構成することもできます。
各ホスト型 Web サーバーに、1 つのデフォル
トのサイトパスルート (パス「/」とともに) を
⾃動的に作成します。デバイスは、最も合理的
な⽅法でサイトパスを⾃動的に適⽤します。最
も厳しいサイトパスから適⽤します。つまり、
末尾にデフォルトのパスルートが付いている⼀
番⻑いパスは、受信⽤要求と⼀致する、より具
体的なサイトパスルートが他にない場合にのみ
使⽤されます。サイトパスルートのリスト順序
は関係ありません。受信⽤要求と⼀致するルー
トがない場合 (デフォルトルートが削除された
場合)、要求は却下されます。

新しいパスの追加 (「パス固有のルーティン
グ」が有効になっている場合に利⽤可能)

「新しいパスの追加」をクリックして、新しい
パスを定義します。

注
Web サーバーとホスト型 Web サーバーが
少なくとも 1 つずつ作成された場合にの
み、「新しいパスの追加」が有効にされま
す。

Web サーバー (「パス固有のルーティン
グ」が無効になっている場合に利⽤可能)

Web サーバーは保護対象のアプリケーション
サーバーです。Web サーバーのリストから選
択するか、「新しい項⽬の追加」をクリックし
て Web サーバーを追加します。
新しい Web サーバーはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」
> 「Web サーバー」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「アクセス権限」の詳細を指定します (「パス固有のルーティング」が無効にされている場合は利
⽤可能)。

許可されたクライアントネットワーク 許可されているホスト/ネットワークを選択し
ます。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

認証 利⽤可能なプロファイルのリストから、Web
アプリケーション認証プロファイルを選択しま
す。
新しい認証プロファイルはこのページから直接
作成できます。または、「Web サーバー」 >
「認証ポリシー」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。
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7. Web サーバーのパスの例外を追加します。
「新しい例外の追加」をクリックして、新しい例外を指定します。

8. 詳細設定を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

保護 サーバーのアプリケーション保護ポリシーを
選択するか、新しいポリシーを作成します。

侵⼊防御 侵⼊防御ポリシーを選択するか、新規作成し
ます。

トラフィックシェーピング トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。

b) 追加したサーバーのその他のオプションを指定します。

圧縮サポートの無効化 クライアントが圧縮データを要求すると、デ
フォルトによりこのチェックボックスは無
効にされ、コンテンツが圧縮して送信されま
す。圧縮は、転送速度を⾼速化し、ページの
読み込み時間を削減します。ただし、Web サ
イトが正しく表⽰されない場合や、ユーザー
が Web サーバーにアクセスしたときにコン
テンツエンコーディングエラーが発⽣する場
合は、圧縮を無効にする必要があります。こ
のチェックボックスを有効にすると、WAF
はこのホスト型 Web サーバーに属する Web
サーバーから未圧縮データを要求し、クライ
アントに未圧縮データを送信します。これ
は、HTTP 要求のエンコーディングパラメー
タの設定とは独⽴しています。

HTML の書き換え このオプションを選択して、リンクの有効
性を維持するために、返された Web ページ
のリンクをデバイスに書き換えさせます。
例: Web サーバーインスタンスの 1 つのホ
スト名は yourcompany.local ですが、ホ
スト型 Web サーバーのデバイス上のホス
ト名は yourcompany.com です。したがっ
て、[a href="http://yourcompany.local/"]
のような絶対リンクは、リンクがクライア
ントに配信される前に [a href="http://
yourcompany.com/"] に書き換えられない
限り、破損してしまいます。ただし、Web
サーバー上でいずれかの yourcompany.com
が構成されている場合、または Web ページ
上の内部リンクが関連リンクとして常に認
識される場合は、このオプションを有効にす
る必要はありません。Microsoft の Outlook
Web アクセスおよび/または SharePoint
ポータルサーバーとともに、このオプション
を使⽤することを推奨します。
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注
HTML の書き換えは text/* または
*xml* の HTTP コンテンツタイプに影
響を与えます。ここで * はワイルドカー
ドです。その他のファイルタイプ (例:
バイナリファイル} に正しい HTTP コ
ンテンツタイプが含まれていることを
確認してください。含まれていない場合
は、HTML 書き換えプロセスにより破損
する可能性があります。

Cookie の書き換え このオプションを選択して、返された Web
ページの Cookie をデバイスに書き換えさせ
ます。

ホストヘッダをパス このオプションを選択すると、クライアント
により要求されたとおりにホストヘッダーは
保存され、Web 要求とともに Web サーバー
に転送されます。ホスト ヘッダーのパスが環
境内で必要かどうかは、ご利⽤の Web サー
バーの構成に応じて異なります。

9. 「保存」をクリックします。

注
新しい HTTP ベースのルール構成を作成および保存した場合、または既存の HTTP ベースの
ルール構成を変更および保存した場合は、すべての HTTP ベースの業務⽤ルールがすぐに再
起動します。HTTP ベースの業務⽤ルールを使⽤している基盤のクライアント接続は失われる
ため、再構築する必要があります。

Microsoft SharePoint 2010 and 2013 のルールが作成され「IPv4」フィルタが設定される
と、「ファイアウォール」ページに表⽰されます。

 パスの追加
(HTTP ベースの業務アプリケーションルールにのみ利⽤可能) このページでは、受信した要求を転送
する本 Web サーバーへのパスを定義する⽅法を説明します。
1. パス固有のルーティングを有効にして、「新しいパスの追加」をクリックします。
2. パスの詳細を指定します。

パス サイトパスのルートを作成したいパスを⼊⼒し
ます。
例: /products/.

Web サーバー 指定パスに使⽤する Web サーバーを選択しま
す。

認証 「Web アプリの認証プロファイル」を選択し
ます。「新規作成」を選択して、新しい認証プ
ロファイルを作成します。
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認証プロファイルは、「Web サーバー」 >
「認証ポリシー」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。

許可されたクライアントネットワーク ホスト型 Web サーバーに接続可能な許可され
たネットワークを選択または追加します。

ブロックされたクライアントネットワーク ホスト型 Web サーバーからブロックすべき、
拒否されたネットワークを選択または追加しま
す。

セッション Cookie 維持 トグルスイッチをクリックして、各セッショ
ンが 1 つの Web サーバーにバインドされ
るようにします。有効にすると、Cookie が
ユーザーのブラウザに渡されます。これによ
り、Sophos XG Firewall はこのブラウザから
のすべての要求を 1 つの本 Web サーバーに
ルーティングします。サーバーが利⽤可能では
ない場合、Cookie はアップデートされ、セッ
ションは別の Web サーバーに切り替えます。

ホットスタンバイモード すべての要求を最初に選択した Web サーバー
に送信し、他の Web サーバーをバックアップ
のみとして使⽤する場合はこのトグルスイッチ
をクリックします。バックアップサーバーは、
メインサーバーにエラーが⽣じた場合にのみ使
⽤されます。
「セッション Cookie 維持」オプションを選
択していない限り、メインサーバーが動作を開
始するとすぐに前のセッションに切り替わりま
す。

3. 「保存」をクリックします。

 例外リストの追加
(HTTP ベースの業務アプリケーションルールにのみ利⽤可能) このページでは、Web サーバーのパス
の例外を指定する⽅法を説明します。
1. 「新しい例外の追加」をクリックします。
2. 例外の詳細を指定します。

オプション 説明

パス 除外するパスを指定します。

操作 「パス」および「送信元」の動作を「およ
び」か「または」から選択します。

送信元 選択されたチェックから除外されるクライアン
ト要求の送信元ネットワークを指定します。

3. スキップするチェックを選択します。

オプション 説明

Cookie署名 クリックして、Cookie 署名をスキップしま
す。Cookie 署名は、操作された Cookie から
Web サーバーを保護します。Web サーバーが
Cookie を設定すると、プライマリ Cookie の
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オプション 説明
名前、値、シークレット (WAF にのみ知られ
たシークレット) のハッシュビルドを含む最初
の Cookie に 2 つ⽬の Cookie が追加されま
す。従って、要求が正しい Cookie のペアを提
供できない場合は何らかの操作がされているた
め、Cookie はドロップされます。

スタティック URL ハードニング URL の書き換えから保護します。クライアント
が Web サイトを要求すると、Web サイトのす
べてのスタティック URL が署名されます。こ
の署名は、Cookie 署名と同様のプロシージャ
を使⽤します。また、この Web サーバーから
リンクに関するレスポンスが分析されます。こ
れは、次回有効に要求することができます。

フォームハードニング クリックして、フォームハードニングをスキッ
プします。フォームハードニングは、Web
フォームの書き換えから保護します。また、
フォームハードニングは Web フォームの元
の構造を保存して署名します。従って、送信
する際にフォームの構造が変更されている場
合、WAF は要求を拒否します。

マルウェア対策 Web サーバーをウイルスから保護する場合は
このオプションを選択します。

低レピュテーションのクライアントをブロック GeoIPClosed および RBLClosed の情報に基づ
き、分類において悪い評価を受けたクライアン
トをブロックすることができます。

4. スキップするカテゴリを選択します。

オプション 説明

プロトコルの違反 HTTP プロトコルの RFC 標準仕様に従うよう
に強制されます。これらの仕様に違反している
ものは通常、悪意のある⽬的であることを⽰し
ます。

プロトコルアノマリー 共通の使⽤状況パターンを検索します。こ
のようなパターンが無い場合は通常、悪意の
ある要求であることを⽰します。パターンに
は、「Host」 や 「User-Agent」 のような
HTTP ヘッダーなどがあります。

要求の制限 要求引数の量と範囲に妥当な制限を強制しま
す。要求引数のオーバーロードは典型的な攻撃
ベクトルです。

HTTP ポリシー 許可される　HTTP　プロトコルの使⽤状況を
絞り込みます。⼀般的に、Web ブラウザは可
能な HTTP オプションの中から、制限されたサ
ブセットのみを使⽤します。滅多に使⽤しない
オプションを禁⽌すると、きちんとサポートさ
れていないオプションを狙う攻撃者から保護す
ることができます。

バッドロボット ボットやクローラーの特徴的な使⽤状況パター
ンを確認します。ボットとクローラのアクセス
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オプション 説明
を拒否することで、Web サーバー上の潜在的
な脆弱性が検出される可能性が少なくなりま
す。

⼀般的な攻撃 ほとんどの攻撃に共通する、試⾏されたコマン
ド実⾏を検索します。Web サーバーに違反が
あった場合、攻撃者は⼀般的にそのサーバー上
で権限の拡張やデータ格納操作のようなコマン
ドの実⾏を試みます。このような侵⼊後の試⾏
を検索することにより、例えば、合法なアクセ
ス⽅法で脆弱なサービスを標的にしていたため
に⾒落としていた攻撃を検出することができま
す。

SQL インジェクション攻撃 要求引数の埋め込み SQL コマンドとエスケー
プ⽂字を確認します。Web サーバー上での⼤
部分の攻撃は、データベースに埋め込まれた
SQL コマンドの送信に使⽤できる⼊⼒フィール
ドを標的にしています。

XSS 攻撃 要求引数の埋め込みスクリプトタグとコードを
確認します。⼀般的なクロスサイトスクリプト
攻撃は、対象 Web サーバー上の⼊⼒フィール
ドに合法な⼿段でスクリプトコードの挿⼊を⾏
います。

厳格なセキュリティ 厳格なセキュリティを実⾏すると、禁⽌された
パス通過試⾏のような要求を確認します。

トロイの⽊⾺ トロイの⽊⾺の使⽤パターン特性を確認するた
め、トロイの⽊⾺のアクティビティを⽰す要求
を検索します。検索が実⾏されない場合はウイ
ルス対策スキャナが対応し、このようなトロイ
の⽊⾺のインストールを禁⽌します。

送信 Web サーバーがクライアントに情報をリーク
することを禁⽌します。これには、機密情報
の収集や特定の脆弱性検出に攻撃者が使⽤で
きる、サーバーによって送信されたエラーメッ
セージなどが含まれます。

5. 詳細設定を指定します。

オプション 説明

スタティック URL/フォームハードニング実⾏
中に HTML を変更しない

これを選択した場合、定義した例外設定と⼀
致しないデータは WAF エンジンにより変更さ
れます。このオプションを使⽤すると、Web
サーバーによりテキスト/html コンテンツの
種類とともに不正供給されたバイナリデータ
は破損しません。ただし、URL ハードニン
グ、HTML の書き換え、またはフォームハード
ニングが有効化されたために、Web 要求がブ
ロックされることもあります。これらの 3 つ
の要求は HTML パーサーを使⽤するため、⼀
部の場合では Web ページコンテンツの変更に
依存します。不要なブロックを防⽌するには、
ブロックにより影響を受けた要求の URL ハー
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オプション 説明
ドニングおよび/またはフォームハードニング
をスキップします。Web サーバーおよび/また
は Web ページ間の依存性を反映するには、こ
の操作を別の/新しい例外で⾏う必要もありま
す。

強化されていないフォームデータを承認する フォームハードニングの例外を設定している場
合でも、フォームハードニングの署名が不⾜し
ている場合はフォームデータが承諾されないこ
ともあります。このオプションを使⽤すると、
どのような場合でもハードニングされていない
フォームデータが承諾されます。

6. 「保存」をクリックします。

7.2.2 ⼀般的な⾮ HTTP アプリケーションのアプリケーション
プロテクションテンプレート
Sophos XG Firewall は⼀般的に使⽤される⾮ HTTP アプリケーションのプロテクションルールを作
成するために、事前設定されたテンプレートをご提供しています。事前設定されたテンプレートを使
⽤してご利⽤の構成と近い Web アプリケーションルールを作成し、ニーズに合わせて変更すること
ができます。

 DNAT/フル NAT/負荷分散ルールの追加
このページでは、DNAT/フル NAT/負荷分散 (Web 未対応) ルールの構成⽅法を説明します。
DNAT/フル NAT/負荷分散ベースのルールは、ネットワーク内 (LAN または DMZ) 内でホストされ
ているメールや他のサーバーのような Web 未対応サーバーを保護するために使⽤します。このルー
ルを使⽤して、WAN またはインターネット経由でアクセスが必要なユーザーにサービスを提供する
サーバーのアクセス権を定義できます。
1. 「ファイアウォール」に移動し、デフォルトフィルタを使⽤して「IPv4」または「IPv6」を選択

します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」をクリックし、「業務アプリケーションルール」を選択しま

す。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「DNAT/フル NAT/負荷分散」を選択して、
⼀般的な Web 未対応のアプリケーションの
ルールを構成します。

説明 ルールの説明を⼊⼒します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
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「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの識別名を指定します。
4. 「送信元」の詳細を指定します。

送信元ゾーン 送信元ゾーンを選択するか、「新規項⽬の追
加」をクリックして新しい LAN または DMZ
ゾーンを定義します。

許可されたクライアントネットワーク 許可されたホストを選択するか、「新規項⽬の
追加」をクリックして新しいホストを追加しま
す。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

5. 「宛先・サービス」の詳細を指定します。

宛先ホスト/ネットワーク ルールを適⽤する宛先ホスト/ネットワークを
選択します。これは、ユーザーがインターネッ
ト経由で内部サーバー/ホストにアクセスする
パブリック IP アドレスです。
利⽤可能なオプション:
• IP アドレス: 指定された IP アドレスが、

関連するマップ済みの単⼀ IP アドレスま
たは IP アドレスの範囲にマップされます。
単⼀の IP アドレスが IP アドレスの範囲に
マップされる場合、デバイスはラウンドロ
ビン アルゴリズムを使⽤して要求の負荷を
分散します。

• IP の範囲: (IPv4 でのみ利⽤可能): 指定さ
れた IP アドレス範囲がマップ済み IP ア
ドレスの関連する範囲にマップされます。
「IP 範囲」はアドレス範囲の開始と終了
を定義しています。範囲の開始には、IP 範
囲の終了よりも⼩さい値を指定してくださ
い。デバイスポート、エイリアスまたは仮
想 LAN (VLAN) のサブインターフェースを
宛先ホストまたはネットワークにマップす
る必要がある場合に選択します。

転送タイプ 利⽤可能なオプションから外部ポートの種類を
選択します。
利⽤可能なオプション:
• ポート
• ポートの範囲
• ポートリスト
• 全て
「全て」を選択すると、すべてのポートは転
送されます。カスタムポートの転送を有効に
してポート転送の詳細を指定するには、その
他のオプションを選択します。
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転送済みサービスポート (「転送タイ
プ」に「全て」が選択されている場合は利⽤不
可)

ポート転送を構成するパブリックポート番号を
指定します。

プロトコル (「転送タイプ」に「全て」が選択
されている場合は利⽤不可)

転送パッケトが使⽤するプロトコル TCP また
は UDP を選択します。

6. 「次へ転送:」の詳細を指定します。

保護されたサーバー 利⽤可能なオプションから、Web サーバーを
ホストするアプリケーションサーバーを選択し
ます。
利⽤可能なオプション:
• IP アドレス: 外部 IP アドレスが指定され

た IP アドレスにマップされます。
• IP の範囲: 外部 IP アドレスの範囲が指定

された IP アドレスの範囲にマップされま
す。

• IP リスト: 外部 IP アドレスが指定された
IP リストにマップされます。

• FQDN: 外部 IP アドレスが指定された
FQDN にマップされます。FQDN は内部の
マップ済みサーバーにアクセスできます。
このオプションは IPv4 仮想ホストでのみ
利⽤可能です。

マップ済みポート パブリックポート番号がマップされている宛
先ネットワーク上で、マップ済みポート番号を
指定します。「マップ済みポート」のポート数
は、パブリックサービスのポート数と同じか、
または少なくとも 1つにしてください。以下の
場合には、「マップ済みポート」が無効です:
• TCP/UDP サービスが選択されていない場

合
• 複数のサービスが選択されている場合
• サービスグループが選択されている場合
• 選択したサービスに TCP/UDP の組み合わ

せがある場合

保護されたゾーン Web サーバーのルールを適⽤するゾーンを選
択します。

7. 「負荷分散」の詳細を指定します。

負荷分散 (「保護されたサーバー」が「IP 範
囲」、「IP リスト」であるか、または「宛先
ホスト/ネットワーク」が「IP アドレス」であ
る場合にのみ利⽤可能)

利⽤可能なオプションから負荷分散の⽅法を選
択します。
利⽤可能なオプション:
• ラウンドロビン: 要求はシーケンス形式で

処理されるため、最初の要求は最初のサー
バーに転送され、2 番⽬の要求は 2 番⽬
のサーバーに転送されます。要求を受信す
ると、デバイスは要求を割り当てた最後の
サーバーを確認します。その後、デバイス
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は新しい要求を次の利⽤可能なサーバーに
割り当てます。トラフィックを均⼀に分散
させ、セッション保持が必要ではない場合
にこの⽅法を使⽤できます。

• ファーストアライブ: 受信したすべての要
求は最初のサーバーにより送信されます
(「IP 範囲」で構成された最初の IP アド
レス)。このサーバーはプライマリサーバー
として考慮され、他のすべてのサーバーは
バックアップとして考慮されます。最初
のサーバーにエラーが⽣じると、要求は
次のサーバーに転送されます。この⽅法は
フェールオーバーのシナリオに使⽤されま
す。

• ランダム: 要求はサーバーにランダムに転
送されます。ただし、デバイスはすべての
構成済みサーバーに均⼀に負荷分散される
ことを確認します。従って、これは⼀様無
作為分布とも呼ばれます。トラフィックを
均⼀に分散させ、セッション保持または分
散順序が必要ない場合にこの⽅法を使⽤で
きます。

• IP の維持: ラウンドロビンのトラフィッ
ク分散と併せて、デバイスは送信元 IP ア
ドレスに基づいて受信トラフィックを転送
します。特定の送信元からのすべてのトラ
フィックは、マップ済みサーバーにのみ転
送されます。これは、指定された送信元 IP
のすべての要求は、同じアプリケーション
サーバーのインスタンスに送信されること
を意味します。この⽅法は、すべての要求
またはセッションが同じサーバーにより処
理される必要がある場合に役⽴ちます。例:
銀⾏の Web サイト、電⼦商取引の Web サ
イト。

正常性チェック (「負荷分散」が有効にされて
いる場合にのみ利⽤可能)

クリックしてフェールオーバーの正常性チェッ
クを有効にし、以下の説明に基づいてパラメー
タを指定します。
• ポート: サーバーの正常性を監視するポー

ト。
• 頻度: 正常性の監視間隔 （秒）
• プローブの⽅法: サーバーの正常性を確認

する⽅法。
• タイムアウト: サーバーの応答を待機する

時間 （秒）
• 試⾏回数: サーバー正常性のプローブを試

⾏する回数。この試⾏回数の後、サーバー
が到達不可能と宣⾔されます。

8. 「ID」の詳細を指定します。
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既知のユーザーを⼀致 ユーザー ID を基にしたルールベースの⼀致
は、選択されたゾーンから指定されたユー
ザー/ユーザーのグループが、選択されたサー
ビスにアクセスできるかどうかを確認します。
クリックして、ユーザー ID を添付します。
「ID の確認」を有効にして、ユーザーごとに
次のポリシーを適⽤します。

不明なユーザーにキャプティブポータルを表⽰
する

不明なユーザーからのトラフィックを許可する
には、このチェックボックスを選択します。
「キャプティブポータル」ページには、ユー
ザーがインターネットにアクセスするためのロ
グイン場所が表⽰されます。
不明なユーザーからのトラフィックを破棄する
には、このチェックボックスの選択を解除しま
す。

ユーザーまたはグループ (「既知のユーザーを
⼀致」が選択されている場合に利⽤可能)

利⽤可能なオプションのリストから、ユーザー
またはグループを選択します。

データ利⽤通信量の計算からこのユーザーア
クティビティを除外 (「既知のユーザーを⼀
致」が選択されている場合に利⽤可能)

クリックして、データ通信量の計算からユー
ザートラフィックのアクティビティを有効/無
効にします。
デフォルトにより、データ通信量の計算で
ユーザーのネットワークトラフィックが考慮
されます。ユーザーデータ通信量の計算から
特定のトラフィック除外する場合に選択しま
す。このファイアウォールのルールから許可
されているトラフィックは、このユーザーの
データ転送を⾏う責任はありません。

9. 「詳細設定」を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

侵⼊防御 必要な IPS ポリシーを選択します。「ユー
ザー ID に基づきルールを照合」が有効にさ
れている場合、ユーザーの IPS ポリシーは⾃
動的に適⽤されますが、各モジュールが登録
されるまで反映されません。新しい IPS ポリ
シーはこのページから直接作成できます。ま
たは、「侵⼊防御」 > 「IPS ポリシー」の
順にアクセスした先のページからも作成でき
ます。

トラフィックシェーピング ポリシー 必要なトラフィックシェーピングポリシーを
選択します。「ユーザー ID に基づきルール
を照合」が有効にされている場合は、ユー
ザーのトラフィックシェーピングポリシーが
⾃動的に適⽤されます。
「既知のユーザーを⼀致」が選択されていな
い場合は、このルールのトラフィックシェー
ピングポリシーを選択する必要があります。
新しいトラフィックシェーピングポリシー
はこのページから直接作成できます。また
は、「プロファイル」 > 「トラフィック
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シェーピング」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。

b) セキュリティハートビートの詳細を指定します (「IPv4」が選択されている場合にのみ利⽤可
能)。

送信元ハートビートの最⼩値 送信元デバイスがこのルールで最低限遵守す
る必要のある正常性の状態を選択します。正
常性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制
限なし」のいずれかを選択できます。正常性
の条件を満たしていない場合は、このルール
で定義したアクセスと権限はそのユーザーに
付与されません。

ハートビートがないクライアントをブロック ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、特定のサービスやネッ
トワークへの送信元デバイスのアクセスを制
限できます。
ハートビートの送信を義務付けるオプション
を有効にします。

ハートビートがない宛先へのリクエストをブ
ロック (「保護されたゾーン」に「WAN」が
選択されている場合は利⽤不可)

ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、ハートビートを送信し
ていない宛先へのリクエストをブロックでき
ます。
ハートビートの送信を義務付けるオプショ
ンを有効/無効にします。

c) 「ルーティング」の詳細を指定します。

送信元アドレスの書き換え (マスカレード) 送信元アドレスの書き換えを有効/無効にする
か、NAT ポリシーを指定します。

送信⽤アドレスの使⽤ (「送信元アドレスの
書き換え」が有効にされている場合は利⽤可
能)

利⽤可能な NAT ポリシーのリストから適⽤
する NAT ポリシーを選択します。
新しい NAT ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「プロファイル」 >
「ネットワークアドレス変換」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。
デフォルトの NAT ポリシーは「仮」です。
MASQ (インターフェースデフォルト IP):
「ネットワーク」 > インターフェースで
構成されたとおり、選択した「保護された
ゾーン」の IP アドレスが (インターフェー
スデフォルト IP の) 代わりに表⽰されま
す。

再帰ルールの作成 有効にして、保護ホストの再帰ファイア
ウォールルールを⾃動的に作成します。
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再帰ルールは構成済みのホスト型サーバーの
ポリシーと同じですが、送信元ゾーンから宛
先ゾーンの代わりに、このルールは宛先ゾー
ンから送信元ゾーンのトラフィック上に適⽤
することができます。
デフォルトにより、再帰ルールは作成されま
せん。

10.ユーザーアプリケーショントラフィックの「ログオプション」を指定します。

ファイアウォールトラフィックのログ クリックして、許可される/拒否されるトラ
フィックのログを有効にします。

11.「保存」をクリックします。
Web 未対応のルールが作成され、「ファイアウォール」ページに表⽰されます。

 メールクライアント (POP および IMAP) のルールの追加
メールクライアント (POP および IMAP) のルールは、パブリックでホストされている (WAN の)
メールサーバーを保護するために使⽤します。ここでは、メールクライアントのアプリケーション
テンプレートを使⽤してプロテクションルールを作成し、メールサーバーのアクセスを制御する⽅
法を説明します。

注
メールクライアントのルールを削除する場合、このルールで処理されるメールはキューに追加され
ますが、配信されません。
このルールで処理されるメールの紛失を防ぐには、次のステップに従ってください。
1. このルールを削除する前に、「上にクローンを作成」オプションを選択して、「処理」を「破

棄」に変更し、このルールのクローンを作成します。クローンが作成されたこのルールはすべ
ての受信メールを保留にします。

2. 「メール」 > 「メールスプール」の順にアクセスして、スプールが空であるかどうか確認し
ます。

3. スプールが空の場合は、両⽅のファイアウォールルールを削除します。

1. 「ファイアウォール」に移動し、デフォルトフィルタを使⽤して「IPv4」または「IPv6」を選択
します。

2. 「+ファイアウォールルールの追加」をクリックし、「業務アプリケーションルール」を選択しま
す。

3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「メールクライアント (POP & IMAP)」を選
択して、POP および IMAP ベースのメールク
ライアントのアプリケーションフィルタポリ
シーを定義します。

説明 「ルール」の説明を指定します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位
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ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルール
グループを指定します。リストから新規作成を
選択して、新しいルールグループを作成するこ
ともできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ルールの識別名を指定します。
4. 「送信元」の詳細を指定します。

ゾーン 許可されている送信元ゾーンを選択します。
ネットワーク 許可されている送信元ネットワークを選択しま

す。新しいネットワークホストはこのページか
ら直接作成できます。または、「ホストとサー
ビス」 > 「IP ホスト」の順にアクセスした先
のページからも作成できます。

5. 「宛先」の詳細を指定します。

ゾーン ルールが適⽤されるゾーンを選択します。
ネットワーク 保護するネットワークを選択します。

新しいネットワークホストはこのページから
直接作成できます。または、「ホストとサービ
ス」 > 「IP ホスト」の順にアクセスした先の
ページからも作成できます。

6. 「ID」の詳細を指定します。

ユーザー ID に基づきルールを照合 クリックして、ユーザー ID に基づいてルール
を有効にします。

不明なユーザーにキャプティブポータルを表⽰
する

不明なユーザーからのトラフィックを許可する
には、このチェックボックスを選択します。
「キャプティブポータル」ページには、ユー
ザーがインターネットにアクセスするためのロ
グイン場所が表⽰されます。
不明なユーザーからのトラフィックを破棄する
には、このチェックボックスの選択を解除しま
す。

ユーザーやグループ (「ユーザー ID に基づき
ルールを照合」が有効にされている場合にのみ
利⽤可能)

利⽤可能なオプションのリストから、ユーザー
またはグループを選択します。

データ利⽤通信量の計算からこのユーザーア
クティビティを除外 (「ユーザー ID に基づき
ルールを照合」が有効にされている場合にのみ
利⽤可能)

クリックして、データ通信量の計算からユー
ザートラフィックのアクティビティを有効/無
効にします。
デフォルトにより、データ通信量の計算でユー
ザーのネットワークトラフィックが考慮されま
す。ユーザーデータ通信量の計算から特定の
トラフィック除外する場合に選択します。こ
のルールで許可されているトラフィックは、こ
のユーザーのデータ転送を⾏う責任はありませ
ん。

7. 「マルウェアスキャン」の詳細を指定します。
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IMAP/IMAPS/POP3/POP3S/SMTP/
SMTPS をスキャン

クリックして、IMAP/IMAPS/POP3/POP3S/
SMTP/SMTPS トラフィックのスキャンを有効/
無効にします。

8. 詳細設定を指定します。
a) 「業務アプリケーションのポリシー」を指定します。

侵⼊防御 ルールの IPS ポリシーを選択します。新しい
IPS ポリシーはこのページから直接作成でき
ます。または、「侵⼊防御」 > 「IPS ポリ
シー」の順にアクセスした先のページからも
作成できます。

トラフィックシェーピング (「ユーザー ID
に基づきルールを照合」が選択されている場
合は利⽤不可)

ルールのトラフィックシェーピングポリシー
を選択します。
トラフィックシェーピングポリシーは、ユー
ザーの帯域幅の最⼤使⽤量を割り当て、制限
します。
新しいトラフィックシェーピングポリシー
はこのページから直接作成できます。また
は、「プロファイル」 > 「トラフィック
シェーピング」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。

b) 「セキュリティハートビート」の設定を指定します (「IPv4」が選択されている場合にのみ利
⽤可能)。

送信元ハートビートの最⼩値 送信元デバイスがこのルールで最低限遵守す
る必要のある正常性の状態を選択します。正
常性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制
限なし」のいずれかを選択できます。正常性
の条件を満たしていない場合は、このルール
で定義したアクセスと権限はそのユーザーに
付与されません。

ハートビートがないクライアントをブロック ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、特定のサービスやネッ
トワークへの送信元デバイスのアクセスを制
限できます。
ハートビートの送信を義務付けるオプション
を有効/無効にします。

宛先ハートビートの最⼩値 (唯⼀の宛先ゾー
ンに「WAN」が選択されている場合は利⽤
不可)

宛先デバイスがこのルールで最低限遵守する
必要のある正常性の状態を選択します。正常
性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制限
なし」のいずれかを選択できます。正常性の
条件を満たしていない場合は、このポリシー
で定義したアクセスと権限はそのユーザーに
付与されません。
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注
「WAN」とともに複数のゾーンが選択
されている場合は、このオプションを使
⽤できます。

ハートビートがない宛先へのリクエストをブ
ロック (唯⼀の宛先ゾーンに「WAN」が選択
されている場合は利⽤不可)

ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、ハートビートを送信し
ていない宛先へのリクエストをブロックでき
ます。
ハートビートの送信を義務付けるオプショ
ンを有効/無効にします。

注
「WAN」とともに複数のゾーンが選択
されている場合は、このオプションを
使⽤できます。

c) 「ルーティング」の詳細を指定します。

送信元アドレスの書き換え (マスカレード) 送信元アドレスの書き換えを有効/無効にする
か、NAT ポリシーを指定します。

ゲートウェイ固有のデフォルト NAT ポリ
シーを使⽤ (「マスカレード」が選択されて
いる場合のみ)

選択して、デフォルトの NAT ポリシーを
ゲートウェイ固有のポリシーで上書きしま
す。

ゲートウェイ固有のデフォルト NAT ポリ
シーを上書き (「ゲートウェイ固有のデフォ
ルト NAT ポリシーを使⽤」が選択されてい
る場合のみ)

選択して、ゲートウェイと関連する NAT ポ
リシーを指定します。複数のゲートウェイと
NAT ポリシーを追加できます。

送信⽤アドレスの使⽤ (「送信元アドレスの
書き換え」が有効にされており、「ゲート
ウェイ固有のデフォルト NAT ポリシーを使
⽤」が無効にされている場合にのみ利⽤可能)

リストに適⽤する NAT ポリシーまたは利⽤
可能な NAT ポリシーを選択します。
新しい NAT ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「プロファイル」 >
「ネットワークアドレス変換」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。
デフォルトの NAT ポリシーは「マスカレー
ド」です。
MASQ (インターフェースデフォルト IP)
• ネットワーク > インターフェース で構

成した宛先ゾーンの IP アドレスが (イ
ンターフェースデフォルト IP) の代わり
に表⽰されます (単⼀の宛先ゾーンが選
択されている場合)。

• 複数の宛先ゾーンが選択されている場
合、(インターフェースデフォルト IP)
が表⽰されます。
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プライマリゲートウェイ 要求をルートするプライマリゲートウェイを
選択します。新しいゲートウェイはこのペー
ジから作成できます。または、「ルーティン
グ」 > 「ゲートウェイ」の順にアクセスした
先のページからも作成できます。

注
このゲートウェイを削除すると、プラ
イマリゲートウェイは、WAN 宛先ゾー
ンには「WAN リンク負荷分散」、他の
ゾーンには「なし」と表⽰されます。こ
のような場合、ファイアウォールルール
はルーティングの決定を⾏いません。

バックアップゲートウェイ 要求をルートするバックアップゲートウェ
イを選択します。新しいゲートウェイはこ
のページから作成できます。または、「ルー
ティング」 > 「ゲートウェイ」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。

注
このゲートウェイを削除すると、バック
アップゲートウェイは「なし」と表⽰さ
れます。

9. ユーザーアプリケーショントラフィックのログオプションを指定します。

ファイアウォールトラフィックのログ クリックして、許可される/拒否されるトラ
フィックのログを有効にします。

 メールサーバー (SMTP) のルールの追加
このページでは、メールサーバー (SMTP) のルールを構成する⽅法を説明します。
1. 「ファイアウォール」に移動し、デフォルトフィルタを使⽤して「IPv4」または「IPv6」を選択

します。
2. 「+ファイアウォールルールの追加」をクリックし、「業務アプリケーションルール」を選択しま

す。
3. ⼀般的なルールの詳細を指定します。

アプリケーションテンプレート 「メールサーバー (SMTP)」を選択し
て、SMTP ベースのメールアプリケーションの
ルールを構成します。

説明 「ポリシー」の説明を指定します。
ルールの位置 ルールの位置を指定します。

利⽤可能なオプション:
• 最上位
• 最下位

ルールグループ ファイアウォールルールの追加先となるルー
ルグループを指定します。リストから「新規作
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成」を選択して、新規ルールグループを作成す
ることもできます。
「⾃動」を選択すると、ルールの種類、送信元
ゾーン、宛先ソーンが⼀致する最初の既存のグ
ループに、ルールが追加されます。

ルール名 ポリシーの識別名を指定します。
4. 「送信元」の詳細を指定します。

送信元ゾーン クリックして、送信元ゾーンを選択しま
す。「新規項⽬の追加」をクリックして、新し
い LAN または DMZ ゾーンを定義します。

許可されたクライアントネットワーク 許可されたホストを選択するか、「新規項⽬の
追加」をクリックして新しいホストを追加しま
す。

ブロックされたクライアントネットワーク ブロックされているホスト/ネットワークを選
択します。

5. 「宛先・サービス」の詳細を指定します。

宛先ホスト/ネットワーク ルールを適⽤する宛先ホスト/ネットワークを
選択します。これは、ユーザーがインターネッ
ト経由で内部サーバー/ホストにアクセスする
パブリック IP アドレスです。
利⽤可能なオプション:
• IP アドレス: 指定された IP アドレスが、

対応付けられた単⼀の IP アドレスまたは
IP アドレスの範囲にマップされます。単⼀
の IP アドレスが IP アドレスの範囲にマッ
プされる場合、デバイスはラウンドロビン
アルゴリズムを使⽤して要求の負荷を分散
します。

• IP の範囲: 指定された IP アドレス範囲が
マップ済み IP アドレスの関連する範囲に
マップされます。「IP 範囲」はアドレス範
囲の開始と終了を定義しています。範囲の
開始には、範囲の終了よりも⼩さい値を指
定してください。

• インターフェース IP: (IPv4 でのみ利⽤可
能): デバイスポート、エイリアスまたは仮
想 LAN (VLAN) のサブインターフェースを
宛先ホストまたはネットワークにマップす
る必要がある場合に選択します。

転送タイプ 利⽤可能なオプションから外部ポートの種類を
選択します。
利⽤可能なオプション:
• ポート
• ポートの範囲
• ポートリスト
• 全て
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「全て」を選択すると、すべてのポートは転送
されます。カスタムポートの転送を有効にして
ポート転送の詳細を指定するには、その他のオ
プションを選択します。

転送済みサービスポート (「転送タイ
プ」に「全て」が選択されている場合は利⽤不
可)

ポート転送を構成するパブリックポート番号を
指定します。

プロトコル (「転送タイプ」に「全て」が選択
されている場合は利⽤不可)

転送パッケトが使⽤するプロトコル TCP また
は UDP を選択します。

6. 「次へ転送:」の詳細を指定します。

保護されたサーバー ホストされるメールサーバー上で利⽤可能なオ
プションから選択します。
利⽤可能なオプション:
• IP アドレス: 外部 IP アドレスが指定され

た IP アドレスにマップされます。
• IP の範囲: 外部 IP アドレスの範囲が指定

された IP アドレスの範囲にマップされま
す。

• IP リスト: 外部 IP アドレスが指定された
IP リストにマップされます。

• FQDN: (IPv4 仮想ホストにのみ利⽤可
能)。外部 IP アドレスが指定された FQDN
にマップされます。FQDN は内部のマップ
済みサーバーにアクセスできます。

マップ済みポート パブリックポート番号がマップされている宛
先ネットワーク上で、マップ済みポート番号を
指定します。「マップ済みポート」のポート数
は、パブリックサービスのポート数と同じか、
または少なくとも 1つにしてください。以下の
場合には、「マップ済みポート」が無効です:
• TCP/UDP サービスが選択されていない場

合
• 複数のサービスが選択されている場合
• サービスグループが選択されている場合
• 選択したサービスに TCP/UDP の組み合わ

せがある場合

保護されたゾーン メールサーバーのルールを適⽤するゾーンを選
択します。

7. 「負荷分散」の詳細を指定します。

負荷分散 (「保護されたサーバー」が「IP 範
囲」または「IP リスト」で、かつ、「宛先ホ
スト/ネットワーク」が「IP アドレス」である
場合にのみ利⽤可能)

利⽤可能なオプションから負荷分散の⽅法を選
択します。
利⽤可能なオプション:
• ラウンドロビン: 要求はシーケンス形式で

処理されるため、最初の要求は最初のサー
バーに転送され、2 番⽬の要求は 2 番⽬
のサーバーに転送されます。要求の受信時
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に、デバイスは要求に割り当てられていた
最後のサーバーを確認します。その後、デ
バイスは新しい要求を次の利⽤可能なサー
バーに割り当てます。この⽅法は、トラ
フィックの均等配分が必要な場合に使⽤で
きます。セッションを保持する必要はあり
ません。

• ファーストアライブ: 受信したすべての要
求は最初のサーバーにより送信されます
(「IP 範囲」で構成された最初の IP アド
レス)。このサーバーはプライマリサーバー
として考慮され、他のすべてのサーバーは
バックアップとして考慮されます。最初
のサーバーにエラーが⽣じると、要求は
次のサーバーに転送されます。この⽅法は
フェールオーバーのシナリオに使⽤されま
す。

• ランダム: 要求はサーバーにランダムに転
送されます。デバイスは、構成されたすべ
てのサーバーが均等配分された負荷を受け
取ることを確認します。従って、これは⼀
様無作為分布とも呼ばれます。トラフィッ
クを均⼀に分散させ、セッション保持また
は分散順序が必要ない場合にこの⽅法を使
⽤できます。

• IP の維持: ラウンドロビンのトラフィッ
ク分散と併せて、デバイスは送信元 IP ア
ドレスに基づいて受信トラフィックを転送
します。特定の送信元からのすべてのトラ
フィックは、マップ済みサーバーにのみ転
送されます。これは、指定された送信元 IP
のすべての要求は、同じアプリケーション
サーバーのインスタンスに送信されること
を意味します。この⽅法は、すべての要求
またはセッションが同じサーバーにより処
理される必要がある場合に役⽴ちます。例:
銀⾏の Web サイト、E コマースの Web サ
イト。

正常性チェック (「負荷分散」が有効にされて
いる場合にのみ利⽤可能)

クリックしてフェールオーバーの正常性チェッ
クを有効にし、以下の説明に基づいてパラメー
タを指定します。
• ポート: サーバーの正常性を監視するポー

ト。
• 頻度: 正常性の監視間隔 （秒）
• プローブの⽅法: サーバーの正常性を確認

する⽅法。
• タイムアウト: サーバーの応答を待機する

時間 （秒）
• 試⾏回数: サーバー正常性のプローブを試

⾏する回数。この試⾏回数の後、サーバー
が到達不可能と宣⾔されます。
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8. 「ID」の詳細を指定します。

既知のユーザーを⼀致 「既知のユーザーを⼀致」は、選択されたゾー
ンから指定されたユーザー/ユーザーのグルー
プが、選択されたサービスにアクセスできるか
どうかを確認します。
クリックして、ユーザー ID を添付します。

不明なユーザーにキャプティブポータルを表⽰
する

不明なユーザーからのトラフィックを許可する
には、このチェックボックスを選択します。
「キャプティブポータル」ページには、ユー
ザーがインターネットにアクセスするためのロ
グイン場所が表⽰されます。
不明なユーザーからのトラフィックを破棄する
には、このチェックボックスの選択を解除しま
す。

ユーザーまたはグループ (「既知のユーザーを
⼀致」が選択されている場合に利⽤可能)

利⽤可能なオプションのリストから、ユーザー
またはグループを選択します。

データ利⽤通信量の計算からこのユーザーア
クティビティを除外 (「既知のユーザーを⼀
致」が選択されている場合に利⽤可能)

クリックして、データ通信量の計算からユー
ザートラフィックのアクティビティを有効/無
効にします。
デフォルトにより、データ通信量の計算でユー
ザーのネットワークトラフィックが考慮され
ます。ユーザーデータ通信量の計算から特定の
トラフィック除外する場合に選択します。この
ファイアウォールのルールから許可されている
トラフィックは、このユーザーのデータ転送を
⾏う責任はありません。

9. 「マルウェアスキャン」の詳細を指定します。

SMTP のスキャン クリックして、SMTP トラフィックのスキャン
を有効または無効にします。

SMTPS のスキャン クリックして、SMTPS トラフィックのスキャ
ンを有効または無効にします。

10.「詳細設定」を指定します。
a) 業務アプリケーションのポリシーを指定します。

侵⼊防御 必要な IPS ポリシーを選択します。「ユー
ザー ID に基づきルールを照合」が有効にさ
れている場合、ユーザーの IPS ポリシーは⾃
動的に適⽤されますが、各モジュールが登録
されるまで反映されません。
新しい IPS ポリシーはこのページから直接作
成できます。または、「侵⼊防御」 > 「IPS
ポリシー」の順にアクセスした先のページか
らも作成できます。

トラフィックシェーピングポリシー (「既知
のユーザーを⼀致」が選択されている場合は
利⽤不可)

必要な IPS ポリシーを選択します。「ユー
ザー ID に基づきルールを照合」が有効にさ
れている場合は、ユーザーの QoS ポリシー
が⾃動的に適⽤されます。
新しいトラフィックシェーピングポリシー
はこのページから直接作成できます。また
は、「プロファイル」 > 「トラフィック
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シェーピング」の順にアクセスした先のペー
ジからも作成できます。

b) 「セキュリティハートビート」の設定を指定します (「IPv4」が選択されている場合にのみ利
⽤可能)。

送信元ハートビートの最⼩値 送信元デバイスがこのルールで最低限遵守す
る必要のある正常性の状態を選択します。正
常性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制
限なし」のいずれかを選択できます。正常性
の条件を満たしていない場合は、このルール
で定義したアクセスと権限はそのユーザーに
付与されません。

ハートビートがないクライアントをブロック ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、特定のサービスやネッ
トワークへの送信元デバイスのアクセスを制
限できます。
ハートビートの送信を義務付けるオプション
を有効/無効にします。

宛先ハートビートの最⼩値 (「保護された
ゾーン」に「WAN」が選択されている場合
は利⽤不可)

宛先デバイスがこのルールで最低限遵守する
必要のある正常性の状態を選択します。正常
性の状態には「緑」、「⻩⾊」または「制限
なし」のいずれかを選択できます。正常性の
条件を満たしていない場合は、このルールで
定義したアクセスと権限はそのユーザーに付
与されません。

ハートビートがない宛先へのリクエストをブ
ロック (「保護されたゾーン」に「WAN」が
選択されている場合は利⽤不可)

ハートビート対応デバイスを使⽤して、正常
性の状態についての情報を定義された間隔で
送信します。これは、ハートビートと呼ばれ
ます。
その情報に基づいて、ハートビートを送信し
ていない宛先へのリクエストをブロックでき
ます。
ハートビートの送信を義務付けるオプショ
ンを有効/無効にします。

c) 「ルーティング」の詳細を指定します。

送信元アドレスの書き換え (マスカレード) 送信元アドレスの書き換えを有効/無効にする
か、NAT ポリシーを指定します。

送信⽤アドレスの使⽤ (「送信元アドレスの
書き換え」が有効にされている場合は利⽤可
能)

利⽤可能な NAT ポリシーのリストから適⽤
する NAT ポリシーを選択します。
新しい NAT ポリシーはこのページから直接
作成できます。または、「プロファイル」 >
「ネットワークアドレス変換」の順にアクセ
スした先のページからも作成できます。
デフォルトの NAT ポリシーは「仮」です。
MASQ (インターフェースデフォルト IP):
「ネットワーク」 > インターフェースで
構成されたとおり、選択した「保護された
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ゾーン」の IP アドレスが (インターフェー
スデフォルト IP の) 代わりに表⽰されま
す。

再帰ルールの作成 「オン」を選択して、保護ホストの再帰ファ
イアウォールルールを⾃動的に作成します。
再帰ルールは構成済みのホスト型サーバーの
ポリシーと同じですが、送信元ゾーンから宛
先ゾーンの代わりに、このルールは宛先ゾー
ンから送信元ゾーンのトラフィック上に適⽤
することができます。
デフォルトにより、再帰ルールは作成されま
せん。

11.ユーザーアプリケーショントラフィックの「ログオプション」を指定します。

ファイアウォールトラフィックのログ クリックして、許可される/拒否されるトラ
フィックのログを有効にします。



章 8

8 侵⼊防御
侵⼊防御では、ネットワークトラフィックに異常があるかどうかを検査して DoS 攻撃やスプーフィン
グ攻撃を防⽌することができます。そのためには、ポリシーを使ってルールを定義し、トラフィック
がシグネチャの条件と⼀致した時に適⽤するアクションを指定します。ゾーン別に保護設定を指定し
たり、信頼できる MAC アドレスまたは IP–MAC ペアへのトラフィックだけに制限したりすることが
できます。また、DoS 検査を省略するためのルールも作成できます。

8.1 DoS 攻撃
DoS 攻撃関連の情報として、トラフィックの上限が適⽤されているかどうかや、この上限を超えて破
棄されたデータの量などを確認することができます。DoS の設定で指定されたトラフィックの制限が
適⽤され、該当するイベントがログされます。データは送信元と宛先のそれぞれについて、リアルタ
イムで確認することができます。
• 攻撃の詳細を表⽰するには、攻撃の種類をクリックします。

関連概念
ログ設定 (p. 463)
ファイアウォールは、トラフィック、システムおよびネットワーク保護機能に関する広範なログ機
能を提供します。ログを使ってネットワークアクティビティを分析し、セキュリティ問題を特定した
り、ネットワークの乱⽤を防⽌することができます。ログはローカルに保存するか、Syslog サーバー
に送信することができます。XG Firewall では、RFC 5424 の定義に基づき Syslog をサポートして
います。

8.2 IPS ポリシー
IPS ポリシーでは、ルールを使⽤してネットワーク攻撃を防⽌することができます。このルールに
従ってアクションが適⽤され、該当するイベントがログされます。ポリシーのデフォルトのセットで
は、⼀般的なトラフィックに対するネットワーク攻撃を防⽌することができます。このポリシーをカ
スタマイズして、独⾃のトラフィック要件を満たすルールを作成できます。
• ポリシーを追加するには、「追加」をクリックし、名前を⼊⼒します。その後、既存ポリシーか

らルールのクローンを作成して、新しいポリシーに追加できます。
• ポリシーにルールを追加するには、編集したいポリシーの

をクリックして、「追加」をクリックします。

IPS ポリシールール
ルールでは、シグネチャとアクションを指定します。 ファイアウォールにより、シグネチャとトラ
フィックパターンの⼀致が検出され、ルールに指定されている処理が実⾏されます。 ルールに指定
されている処理は、シグネチャで推奨されている処理よりも優先されます。

https://tools.ietf.org/html/rfc5424
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IPS シグネチャ
シグネチャに基づいて脅威が識別され、それに⼀致したトラフィックに適⽤される推奨アクション
が特定されます。シグネチャは、アプリケーション、サービス、プラットフォームに固有の情報で
す。ファイアウォールにはシグネチャがあらかじめ定義されているほか、カスタムシグネチャを作
成することもできます。

SID IPS シグネチャの ID。
カテゴリ IPS シグネチャのカテゴリ。
重要度 脅威の深刻度。
プラットフォーム 特定のプラットフォーム (例: Microsoft

Windows) に適⽤されるシグネチャ。
対象 クライアントまたはサーバーベースのシグネ

チャ。
推奨されるアクション トラフィックがシグネチャと⼀致したときに、推

奨されるアクション。

関連概念
サービス (p. 468)
システムサービスの状態を表⽰し、サービスを管理します。
関連タスク
IPS ポリシーの追加 (p. 126)
ポリシーへのルールの追加 (p. 127)
ルールには、シグネチャと処理を指定します。デフォルトまたはカスタムのシグネチャを選択する
ことができます。ファイアウォールにより、シグネチャとトラフィックパターンの⼀致が検出され、
ルールに指定されている処理が実⾏されます。 ファイアウォールは上から下の順序でルールを評価し
ます。

8.2.1 IPS ポリシーの追加
1. 「侵⼊防御」 > 「IPS ポリシー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 任意: ルールのクローンを追加する場合、クローンの作成元となるポリシーを選択します。
4. 「保存」をクリックします。
ポリシーにルールを追加してください。

関連概念
IPS ポリシー (p. 125)
IPS ポリシーでは、ルールを使⽤してネットワーク攻撃を防⽌することができます。このルールに
従ってアクションが適⽤され、該当するイベントがログされます。ポリシーのデフォルトのセットで
は、⼀般的なトラフィックに対するネットワーク攻撃を防⽌することができます。このポリシーをカ
スタマイズして、独⾃のトラフィック要件を満たすルールを作成できます。
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8.2.2 ポリシーへのルールの追加
ルールには、シグネチャと処理を指定します。デフォルトまたはカスタムのシグネチャを選択する
ことができます。ファイアウォールにより、シグネチャとトラフィックパターンの⼀致が検出され、
ルールに指定されている処理が実⾏されます。 ファイアウォールは上から下の順序でルールを評価し
ます。
1. 「侵⼊防御」 > 「IPS ポリシー」へ移動して、編集したいポリシーの

をクリックします。
2. 「追加」をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. シグネチャを選択します。

• 「すべてを選択」をクリックします。
• 「個別のシグネチャを選択」をクリックして、シグネチャを選択します。
カテゴリ、重要度、プラットフォーム、対象に基づいて、シグネチャを絞り込んで表⽰するこ
とができます。検索キーワードに基づいて並べ替えるには、「すべてを選択」をクリックし、ス
マートフィルタにキーワードを⼊⼒して、Enter を押してください。

5. 任意: 「カスタムシグネチャ」をクリックして、シグネチャを選択します。

6. ルール内のシグネチャと⼀致するトラフィックが検出されたときに⾏う処理を選択します。
パケットベースの処理の場合は、各パケットがチェックされます。セッションベースの処理の場
合は、⼀致する最初のパケットが⾒つかるまで、チェックが⾏われます。

注
ルールに指定されている処理は、シグネチャで推奨されている処理よりも優先されます。

オプション 説明

推奨 各シグネチャに指定されたデフォルトの操作。

パケットの許可 パケットを許可します。

パケットの切断 パケットを破棄します。

無効 シグネチャを無効にします。この設定により誤
検出を防⽌します。

セッションの切断 セッションを終了させます。この設定により、
攻撃を防⽌します。

リセット セッションをリセットし、TCP リセットパケッ
トを発信者に送信します。

セッションのバイパス トラフィックを許可し、セッションの残りのト
ラフィックをスキャンしません。この設定によ
り、特定の種類のトラフィックを許可すること
ができます。
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7. 「保存」をクリックします。
ポリシーを有効にするには、ファイアウォールルールに追加する必要があります。

関連概念
IPS ポリシー (p. 125)
IPS ポリシーでは、ルールを使⽤してネットワーク攻撃を防⽌することができます。このルールに
従ってアクションが適⽤され、該当するイベントがログされます。ポリシーのデフォルトのセットで
は、⼀般的なトラフィックに対するネットワーク攻撃を防⽌することができます。このポリシーをカ
スタマイズして、独⾃のトラフィック要件を満たすルールを作成できます。

8.3 カスタム IPS シグネチャ
カスタムシグネチャを使えば、サーバー、プロトコル、アプリケーションなどのネットワークオブ
ジェクトに関連する脆弱性からネットワークを保護することができます。カスタムシグネチャを作成
したら、その後でそのシグネチャを IPS ポリシールールに追加することができます。

関連概念
IPS カスタムパターンの構⽂ (p. 547)
関連タスク
カスタム IPS シグネチャの追加 (p. 128)

8.3.1 カスタム IPS シグネチャの追加
1. 「侵⼊防御」 > 「カスタム IPS シグネチャ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. プロトコルを選択します。
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4. カスタムルールを指定します。

keyword:"credit score"

content:"www.facebook.com"

srcport:443

5. 重要度を選択します。
6. ⼀致するトラフィックが検出されたときの推奨アクションを選択します。

オプション 説明

パケットの許可 パケットを許可します。

パケットの切断 パケットを破棄します。

セッションの切断 セッションを終了させます。この設定により、
攻撃を防⽌します。

リセット セッションをリセットし、TCP リセットパケッ
トを発信者に送信します。

セッションのバイパス トラフィックを許可し、セッションの残りのト
ラフィックをスキャンしません。この設定によ
り、特定の種類のトラフィックを許可すること
ができます。

7. 「保存」をクリックします。
シグネチャをポリシールールに追加します。

関連概念
カスタム IPS シグネチャ (p. 128)
カスタムシグネチャを使えば、サーバー、プロトコル、アプリケーションなどのネットワークオブ
ジェクトに関連する脆弱性からネットワークを保護することができます。カスタムシグネチャを作成
したら、その後でそのシグネチャを IPS ポリシールールに追加することができます。

8.4 DoS/スプーフ防御
スプーフィング攻撃を防⽌するには、トラフィックに制限を適⽤して、識別できる IP アドレス、信頼
できる MAC アドレス、および IP–MAC ペアと⼀致したトラフィックだけを許可します。また、トラ
フィック制限とフラグを設定することによって、DoS 攻撃を防⽌したり、DoS 検査を迂回するための
ルールを作成したりすることができます。破棄されたトラフィックの情報は、ファイアウォールに記
録されます。
• スプーフィング攻撃を防⽌するには、「スプーフ防御の有効化」を選択し、設定とゾーンを指定

し、「適⽤」をクリックします。信頼できる MAC アドレス上で、未知の IP アドレスからのトラ
フィックを破棄するには、「信頼する MAC で不明な IP を制限」を選択します。

• 信頼する MAC アドレスを追加するには、「スプーフ防御 - 信頼する MAC」にスクロール
し、「追加」をクリックします。アドレスをインポートするには、「インポート」をクリックし
ます。

• DoS 攻撃を防⽌するには、「DoS の設定」にスクロールし、設定を指定し、「適⽤」をクリック
します。DoS 攻撃の現在のステータスを表⽰するには、表⽰されたリンクをクリックします。
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• 特定の IP アドレスまたはポートで DoS 検査を省略するには、「DoS のバイパスルール」にスク
ロールして「追加」をクリックします。

スプーフ防御 - 全般設定
スプーフ防御の種類と、保護したいゾーンを指定します。

IP スプーフィング パケットの送信元 IP アドレスがファイアウォー
ルのルーティングテーブルのいずれのエントリ
とも⼀致しなかった場合や、パケットが直接サブ
ネットから送信されたものでない場合は、パケッ
トを破棄します。

MAC フィルタ パケットに指定されている MAC アドレスが、信
頼する MAC アドレスのリストと⼀致しない場合
は、パケットを破棄します。

注
MAC フィルタを選択するには、少なくとも
1つの信頼できる MAC アドレスを追加する
必要があります。

IP-MAC ペアフィルタ IP–MAC は、IP アドレスと、それにバインドさ
れた信頼できる MAC アドレスのペアです。受
信パケットの IP と MAC アドレスの両⽅が IP–
MAC ペアと⼀致することが条件となります。IP
または MAC アドレスがどのペアとも⼀致しな
かった場合は、パケットを破棄します。

スプーフ防御 - 信頼する MAC
信頼できる MAC アドレスを MAC フィルタの設定と併⽤することで、特定のホストでトラフィッ
クを許可することができます。
信頼できる MAC アドレスと IP アドレスをベアにすると、トラフィックが IP–MAC ペアと照合さ
れ、IP–MAC ペアフィルタに指定された設定に基づいてフィルタリングされます。

DoS の設定
送受信トラフィックの上限を指定したり、DoS 攻撃のフラグをつけることによって、ネットワーク
ホストへのフラッド攻撃を防⽌することができます。

ヒント
ネットワークの仕様に基づいて上限を指定します。利⽤可能な帯域幅またはサーバー容量を超え
る値を指定すると、パフォーマンスに影響することがあります。また、これらの値が低すぎる場
合、有効なリクエストがブロックされることがあります。
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表 9 : 攻撃の種類

名前 説明

SYN フラッド SYN リクエストを⼤量に送信することによって、サー
バー上で半開接続を増加させます。

UDP フラッド UDP パケットを⼤量送信することによって、ホストの
ポートでアプリケーションリスニングの確認を強制的
に実⾏させ、ICMP パケットを⼤量に返信させます。

TCP フラッド TCP パケットを⼤量に送信します。

ICMP/ICMPv6 フラッド ICMP/ICMPv6 エコーリクエストを⼤量に送信しま
す。

送信元ルートが指定された破棄パケット パケットルートを指定するパケットを破棄します。

ICMP/ICMPv6 リダイレクトパケットの無効化 ICMP/ICMPv6 リダイレクトパケット (ホストに代替
ルートを通知するパケット) を無効にします。

ARP ハードニング 送信元および宛先の IP アドレスが同じサブネット上
にある場合に限り、エンドポイントがローカルの宛先
IP アドレスにのみ ARP 応答を送信できるようにしま
す。

パケットレート 各ホストが 1分あたり送受信できるパケット数。
バーストレート 時々発⽣するトラフィックスパイクに限り、許可

されるパケットレート。

注
バーストレートでは、通常のパケットレート
を上回るレートを指定して、時々発⽣するト
ラフィックスパイクを許可することができま
す。ただし、頻繁に発⽣するスパイクや、ス
パイクが⼀定期間続くような状態は許可され
ません。

フラグの適⽤ プロトコルに対してトラフィックの上限を適⽤し
ます。

ドロップされたトラフィック 破棄された送信元または宛先パケット数。

パケットレートとバーストレート
送信元あたりのパケットレート: 12000 パケット/分 (200 パケット/秒)。
送信元あたりのバーストレート: 300 パケット/秒。
ホストは 1秒あたり最⼤で 200パケット送信することができます。トラフィックが 1秒で 250パ
ケット (バーストレート以下) に急上昇した場合も、許可されます。ただし、パケットレートを超え
ている状態が数秒間続く場合は、そのトラフィックは破棄され、200パケット以下のトラフィック
(通常のパケットレート) のみが許可されます。トラフィックが破棄されてから 30秒後、パケット
レートとバーストレートのカウンターはリセットされます。
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DoS のバイパスルール
既知のホストの特定のポートやプロトコルで、DoS 検査を省略することができます。たとえ
ば、VPN ゾーンのトラフィックや、VPN ゾーンの特定のホストについて、DoS 検査を省略するこ
とができます。

関連概念
ログビューア (p. 545)
ログビューアを使って、システム、Web プロテクション、Sandstorm アクティビティなどのモ
ジュールのイベント情報を確認することができます。
関連タスク
信頼する MAC アドレスの追加 (p. 132)
信頼する MAC アドレスのインポート (p. 133)
信頼する MAC アドレスを含む CSV ファイルをインポートすることができます。
DoS バイパスルールの作成 (p. 133)
関連情報
IPS: DoS のバイパスルール
IPS: DoS DDoS 攻撃

8.4.1 信頼する MAC アドレスの追加
1. 「侵⼊防御」 > 「DoS/スプーフ防御」に進んでください。
2. 「スプーフ防御 - 信頼する MAC」へスクロールして、「追加」をクリックします。
3. 信頼する MAC アドレスを⼊⼒します。
4. 任意: IPv4 または IPv6 アドレスを MAC アドレスにバインドします。

MAC アドレスを IP アドレスにバインドすると、パケットの MAC アドレスと IP アドレスがこの
組み合わせに⼀致した場合にのみパケットが許可されます。
• 「スタティック」をクリックし、1 つまたは複数のアドレスを指定します。カンマを使⽤して

アドレスを区切ります。
• 「DHCP」をクリックして、リースされたアドレスを⾃動的にバインドします。

5. 「保存」をクリックします。
信頼する MAC アドレスと IP–MAC ペアに基づいてトラフィックを制御するには、スプーフ防御の
設定を指定してください。

関連概念
DoS/スプーフ防御 (p. 129)
スプーフィング攻撃を防⽌するには、トラフィックに制限を適⽤して、識別できる IP アドレス、信頼
できる MAC アドレス、および IP–MAC ペアと⼀致したトラフィックだけを許可します。また、トラ
フィック制限とフラグを設定することによって、DoS 攻撃を防⽌したり、DoS 検査を迂回するための
ルールを作成したりすることができます。破棄されたトラフィックの情報は、ファイアウォールに記
録されます。
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8.4.2 信頼する MAC アドレスのインポート
信頼する MAC アドレスを含む CSV ファイルをインポートすることができます。
1. 「侵⼊防御」 > 「DoS/スプーフ防御」に進んでください。
2. 「スプーフ防御 - 信頼する MAC」へスクロールして、「インポート」をクリックします。
3. 「参照」をクリックして、CSV ファイルを選択します。

ファイルは以下の条件を満たす必要があります。
• CSV ファイルの 1 ⾏⽬はヘッダー⾏にします。
• 1 ⾏⽬には、「MAC アドレス」、「IP の関連付け」、「IP アドレス」を含めます。
• 「MAC アドレス」と「IP の関連付け」は必須項⽬です。
• 「IP の関連付け」は「スタティック」、「DHCP」、「DHCPv6」、「なし」のいずれかに

します。
• 「IP の関連付け」が「スタティック」の場合は、IP アドレスを指定する必要があります。

カンマを使⽤してアドレスを区切ります。「IP の関連付け」が「なし」または「DHCP」の
場合、IP アドレスは不要です。

注
「MAC アドレス」、「IP の関連付け」、または「IP アドレス」に無効な値が指定されてい
る場合、そのエントリは無視されます。

CSV ファイル

MAC address,  IP association, IP address
22:33:22:33:22:33   Static    2001::23, 2001::24
22:33:22:33:22:33   Static    10.102.12.3, 10.102.12.4
12:23:34:12:34:45   DHCP
23:34:21:34:21:67   DHCPv6
67:54:56:67:23:12   None
22:22:22:22:22:33   Static     1.2.3.4, 2.3.4.5
33:22:22:12:22:13   Static     13.23.3.34, 12.13.14.15

4. 「ファイルのアップロード」をクリックしてください。
信頼する MAC アドレスと IP–MAC ペアに基づいてトラフィックを制御するには、スプーフ防御の
設定を指定してください。

関連概念
DoS/スプーフ防御 (p. 129)
スプーフィング攻撃を防⽌するには、トラフィックに制限を適⽤して、識別できる IP アドレス、信頼
できる MAC アドレス、および IP–MAC ペアと⼀致したトラフィックだけを許可します。また、トラ
フィック制限とフラグを設定することによって、DoS 攻撃を防⽌したり、DoS 検査を迂回するための
ルールを作成したりすることができます。破棄されたトラフィックの情報は、ファイアウォールに記
録されます。

8.4.3 DoS バイパスルールの作成
1. 「侵⼊防御」 > 「DoS/スプーフ防御」に進んでください。
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2. 「DoS のバイパスルール」へスクロールして、「追加」をクリックします。
3. IP バージョンを選択します。
4. 送信先 IP アドレスと宛先 IP アドレスを指定します。
5. プロトコルを選択します。
6. 送信先ポートと宛先ポートを指定します。

ワイルドカードを使⽤できます。任意の IP アドレスまたはポートを指定するには、「*」と⼊⼒
してください。

7. 「保存」をクリックします。

関連概念
DoS/スプーフ防御 (p. 129)
スプーフィング攻撃を防⽌するには、トラフィックに制限を適⽤して、識別できる IP アドレス、信頼
できる MAC アドレス、および IP–MAC ペアと⼀致したトラフィックだけを許可します。また、トラ
フィック制限とフラグを設定することによって、DoS 攻撃を防⽌したり、DoS 検査を迂回するための
ルールを作成したりすることができます。破棄されたトラフィックの情報は、ファイアウォールに記
録されます。



章 9

9 Web
Web プロテクションは、Web 閲覧に起因する攻撃を防⽌するとともに、社員の⽣産性を向上させる
ために役⽴ちます。Web の閲覧制限を定義するには、カテゴリ、URL グループ、ファイルタイプを
指定します。これらの制限をポリシーに追加することで、Web サイトをブロックしたり、ユーザー
に警告メッセージを表⽰することができます。たとえば、ソーシャルメディアや実⾏形式ファイルへ
のアクセスをブロックできます。全般設定では、スキャンエンジンやその他の保護対策を指定できま
す。必要に応じて例外を設定して、既存の保護設定を無効にすることもできます。

9.1 ポリシー
Web ポリシーには、エンドユーザーの Web 閲覧アクティビティを制御するルールを指定することが
できます。このポリシーはファイアウォールルールに追加すると有効になります。デフォルトのポリ
シーセットには、⼀般的な制限が指定されています。独⾃の要件を満たすようにするには、デフォル
トのポリシーの 1つを変更するか、または新しいポリシーを作成します。
• ポリシーを編集するには、変更したいポリシーを⾒つけて

をクリックします。
• ポリシーのテストやトラブルシューティングを実⾏するには、「ポリシーテスト」をクリックし

ます。

ポリシールール
ルールは次の条件を指定します。
• ルールを適⽤するユーザー。

注
ファイアウォールルールに指定されているユーザーが、ポリシーに指定されているユー
ザーよりも優先されます。

• 使⽤の制限を説明するアクティビティ。 たとえば、ユーザーアクティビティ、カテゴリ、URL
グループ、ファイル形式、動的カテゴリなどを組み合わせることができます。

• 特定の単語を含む Web コンテンツを制限するコンテンツフィルタ。
• ファイアウォールルールの条件に⼀致する HTTP トラフィックを検出した時の処理。
HTTPS トラフィックに適⽤するアクションを別に指定したり、ルールのスケジュールを設定する
こともできます。
ルールは上から下の順序で評価されます。 たとえば、すべてのトラフィックを許可するルールが
特定の種類のトラフィックをブロックするルールよりも上に配置されている場合、すべてのトラ
フィックを許可するルールが有効なルールとなります。

注
ルールを有効にするには、オンにする必要があります。
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• ルールをオンにするには、「状態」スイッチをクリックします。
• ルールをポリシーに追加するに

は、
をクリックします。

• ルールのクローンを作成するに
は、
をクリックします。

• ポリシー内でルールの配置を変えるには、ルールハンドル
( )
をクリックしてドラッグします。

ルールの配置
以下のポリシーでは、.mdb ファイルのルールを個別に指定しています。このルールがデータベー
スファイルのルールの上に配置されているので、データベースファイルのうち .mdb だけはアクセ
スが許可されますが、それ以外のデータベースファイルはブロックされます。

関連概念
ポリシーテスト (p. 546)
ポリシーテストツールを使うと、ファイアウォールポリシーと Web ポリシーを適⽤してトラブル
シューティングを実⾏し、その処理や結果を確認することができます。たとえば、特定のユーザーに
対してすべてのソーシャルメディアサイトをブロックする Web ポリシーを作成し、ポリシーをテス
トして、指定したユーザーのみがブロックされるかどうかを確認します。結果には、適⽤されたアク
ションの詳細 (該当ルールやコンテンツフィルタなど) が表⽰されます。
関連タスク
ポリシーへのルールの追加 (p. 137)
ポリシーの追加 (p. 136)
関連情報
Web サイトへのアクセスの制御 (p. 156)
企業では、特定のカテゴリへのアクセス権をユーザーグループによって制御しなければならないこ
とがよくあります。たとえば、職場のデフォルトポリシーでブロックされている Web サイトに対し
て、⼀部のユーザーにのみアクセスを許可したいことがあります。

9.1.1 ポリシーの追加
1. 「Web」 > 「ポリシー」に移動して、「ポリシーの追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. ルールを追加します。
4. 任意: 「検索エンジンの施⾏」へスクロールして、設定を指定します。
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オプション 説明

セーフサーチを適⽤ 不適切な可能性のある画像、動画、テキストが
Google、Yahoo、Bing の検索結果として表⽰
されるのを防ぎます。クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンスの画像だけを表⽰するようにし
て、不適切なコンテンツが表⽰されるリスクを
抑えます。

注
Bing と Yahoo については、HTTPS ス
キャンがファイアウォールルールで有効に
なっている場合にのみ、SafeSearch を適
⽤できます。

YouTube 制限の適⽤ YouTube の検索結果を制限し、不適切な可能
性のある動画へのアクセスを防⽌します。

5. 任意: 「詳細設定」へスクロールして、設定を指定します。

オプション 説明

ログとレポートの有効化 このポリシーをログとレポートに含めます。

⼤きなファイルのダウンロードを制限 指定されたサイズを超えるファイルのダウン
ロードを禁⽌します。

Google Apps のログインドメインを制限 Google アプリへのログインを指定されたドメ
インのみに制限します。

6. 「保存」をクリックします。
ポリシーを有効にするには、ファイアウォールルールに追加してください。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
ポリシー (p. 135)
Web ポリシーには、エンドユーザーの Web 閲覧アクティビティを制御するルールを指定することが
できます。このポリシーはファイアウォールルールに追加すると有効になります。デフォルトのポリ
シーセットには、⼀般的な制限が指定されています。独⾃の要件を満たすようにするには、デフォル
トのポリシーの 1つを変更するか、または新しいポリシーを作成します。

9.1.2 ポリシーへのルールの追加
1. 「ルールの追加」をクリックします。

全ユーザーに対して、すべての HTTP トラフィックをブロックするデフォルトルールが作成さ
れ、ルール階層の最上位に配置されます。このルールはオフになっています。
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2. ユーザーを指定します。
a) 新しいルールの「ユーザー」フィールドにポインターを合わせ、ユーザー (「「任意のユー

ザー」」) をクリックして、「新規項⽬の追加」をクリックします。
b) 「任意のユーザー」チェックボックスの選択を解除します。
c) ユーザーを選択します。
d) 「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。

3. アクティビティとコンテンツフィルタを指定します。
a) ポインタを「アクティビティ」フィールドに合わせ、アクティビティ (「すべての Web トラ

フィック」) をクリックして、「新規項⽬の追加」をクリックします。
b) 「アクティビティ」タブで、「すべての Web トラフィック」チェックボックスをクリアしま

す。
c) アクティビティを選択します。
d) 「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。
e) 「コンテンツフィルタ」タブをクリックして、「次を含むコンテンツ」チェックボックスを有

効にします。
f) 「新規項⽬の追加」をクリックして、フィルタを選択します。
g) 「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。

4. 選択した条件に⼀致する HTTP トラフィックが検出されたときの処理を指定します。
a) ポインタを「処理」フィールドに合わせ、インジケータをクリックします。
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b) オプションを選択します。

オプション 説明

HTTP を使⽤する 選択した条件に⼀致する HTTP トラフィックを
許可します。

HTTP を警告する 選択した条件に⼀致する HTTP トラフィックを
検出した場合に警告メッセージを表⽰します。

HTTP をブロックする 選択した条件に⼀致する HTTP トラフィックを
ブロックします。

5. 任意: 選択した条件に⼀致する HTTPS トラフィックが検出されたときの処理を指定します。

注
HTTPS トラフィックの処理を指定する場合にのみこれらのステップを実⾏してくださ
い。HTTP で指定した処理とは異なります。

a) 「処理」フィールドの右側にポインタを合わせます。
「HTTPS で使⽤する処理」リストが表⽰されます。

b) オプションを選択します。

オプション 説明

アクションを使⽤する HTTP トラフィック⽤に選択したのと同じ処理
を適⽤します。後で別の処理を HTTP に適⽤
した場合、HTTPS でもその処理が適⽤されま
す。

HTTPS を使⽤する 選択した条件に⼀致する HTTPS トラフィック
を許可します。

HTTPS を警告する 選択した条件に⼀致する HTTPS トラフィック
を検出した場合に警告メッセージを表⽰しま
す。

HTTPS をブロックする 選択した条件に⼀致する HTTPS トラフィック
をブロックします。

6. 任意: ポインタを「制約」フィールドに合わせて、スケジュールを選択するか、新しいスケジュー
ルを作成します。

7. 任意: ルールをクリックしたままドラッグして階層内で配置します。
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ルールは上から下の順序で評価されます。 たとえば、すべてのトラフィックを許可するルール
が特定の種類のトラフィックをブロックするルールよりも上に配置されている場合、すべての
トラフィックを許可するルールが有効なルールとなります。

8. 「状態」スイッチをクリックして、ルールをオンにします。

9. 「保存」をクリックします。

関連概念
ポリシー (p. 135)
Web ポリシーには、エンドユーザーの Web 閲覧アクティビティを制御するルールを指定することが
できます。このポリシーはファイアウォールルールに追加すると有効になります。デフォルトのポリ
シーセットには、⼀般的な制限が指定されています。独⾃の要件を満たすようにするには、デフォル
トのポリシーの 1つを変更するか、または新しいポリシーを作成します。

9.1.3 旧リリースからのポリシーの移⾏
Sophos XG Firewall バージョン 17 以降のファイアウォールは、1 つのポリシーに最⼤ 128 個の
ルールを含めることができます。129 個以上のルールを含むポリシーを移⾏する場合は、最初の
128 個のみが使⽤されます。
ルール内でアクティビティを組み合わせることができるようになりました。たとえば、ユーザーア
クティビティ、カテゴリ、URL グループ、ファイル形式、動的カテゴリなどを組み合わせることが
できます。 ポリシーの機能を維持するために、アクティビティごとに作成していた複数のルールを
1つのルールにまとめ、そこにアクティビティグループを含めるようにしてください。また、必要に
応じて、ルールを削除、統合してください。

9.2 ユーザーアクティビティ
ユーザーアクティビティは、1 つのコンテナで Web カテゴリ、ファイル形式、URL グループを組み
合わせます。ポリシーにユーザーアクティビティを含め、指定された条件と⼀致する Web サイトま
たはファイルへのアクセスを制御します。
• ユーザーアクティビティを編集するに

は、
をクリックします。

• ユーザーアクティビティのクローンを作成するに
は、
をクリックします。

ユーザーアクティビティ内でのカテゴリと URL グループの組み合わせ
以下のユーザーアクティビティでは、スパイウェアおよびマルウェアの Web カテゴリと、危険な
URL のグループとを組み合わせています。
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このユーザーアクティビティを、デフォルトのポリシーに追加します。すると、トラフィックがス
パイウェアおよびマルウェアカテゴリに⼀致した場合、または指定された URL と⼀致した場合は、
ユーザーアクティビティが適⽤され、トラフィックがブロックされます。

関連タスク
ユーザーアクティビティの追加 (p. 141)

9.2.1 ユーザーアクティビティの追加
1. 「Web」 > 「ユーザーアクティビティ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「新規項⽬の追加」をクリックして、カテゴリを選択します。

注
ファイアウォールでは、「OR」 を使⽤してカテゴリの組み合わせ (Web カテゴリ、ファイ
ル形式 URL グループ) を評価します。指定したカテゴリのうち 1 つでも⼀致すると、ユー
ザーアクティビティが適⽤されます。

ヒント
「表⽰: すべて」をクリックして種類を選択すると、カテゴリを絞り込んで表⽰することがで
きます。

4. 「保存」をクリックします。

関連概念
ユーザーアクティビティ (p. 140)
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ユーザーアクティビティは、1 つのコンテナで Web カテゴリ、ファイル形式、URL グループを組み
合わせます。ポリシーにユーザーアクティビティを含め、指定された条件と⼀致する Web サイトま
たはファイルへのアクセスを制御します。

9.3 カテゴリ
Web カテゴリを使って、ドメインとキーワードをひとまとめにして整理・分類することができます。
ポリシー内でカテゴリを指定して、Web サイトへのアクセスを制御します。
• カテゴリを編集するに

は、
をクリックします。

カテゴリでは、組織に固有のドメインとキーワードのリストを作成したり、データベースをイン
ポートしたりできます。たとえば、国固有のブラックリストや、オープンソースのカテゴリリスト
などを利⽤できます。ファイアウォールはアップデートを 2 時間ごとに確認します。

分類 カテゴリの分類。カテゴリの絞り込みや管理に役
⽴ちます。

トラフィックシェーピングポリシー 使⽤量の上限や、アップロードおよびダウンロー
ドトラフィック⽤の帯域幅を割り当てるポリ
シー。

関連タスク
カテゴリの追加 (p. 142)

9.3.1 カテゴリの追加
1. 「Web」 > 「カテゴリ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 分類を選択します。
4. トラフィックシェーピングポリシーを選択します。
5. 構成の種類を選択します。

オプション 説明

ローカル 組織固有のドメインとキーワー
ド。.tar、.gz、.bz、.bz2、.txt 形式のファイ
ルがサポートされています。(アーカイブファ
イルにはテキストファイルのみを含めることが
できます。)

外部の URL データベース サードパーティによって作成されたドメインと
キーワード (国別のブラックリストなど)。

テキストファイルは、以下の要件を満たす必要があります。
• ⾏あたり 1 件のエントリ。
• ドメイン、サイトパス、またはクエリ⽂字列を指定する。(例:

www.example.com、example.com/path、example.com/path?data=example)
• プロトコルは指定不可。

6. ドメインとキーワードを指定します。
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• ローカル設定を使⽤する場合は、「ファイルの選択」をクリックし、ファイルを選択
します。 または、「検索/追加」テキストボックスにドメインまたはキーワードを⼊⼒
し、
をクリックします。

• 外部 URL データベースを使⽤する場合は、URL を「検索/追加」テキストボックスに⼊⼒
し、
をクリックします。

7. 詳細設定を指定します。

オプション 説明

デフォルトの通知ページを編集する Web サイトがカテゴリに基づいてブロックさ
れたときに、デフォルトのメッセージではな
く、指定したメッセージを表⽰します。

8. 「保存」をクリックします。

関連概念
カテゴリ (p. 142)
Web カテゴリを使って、ドメインとキーワードをひとまとめにして整理・分類することができます。
ポリシー内でカテゴリを指定して、Web サイトへのアクセスを制御します。

9.4 URL グループ
URL グループには、1 つ以上のドメインが含まれています。このグループを Web ポリシーで指定し
て、Web サイトへのアクセスを制御することができます。
• URL グループを編集するに

は、
をクリックします。

関連タスク
URL グループの追加 (p. 143)

9.4.1 URL グループの追加
1. 「Web」 > 「URL グループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「検索/追加」テキストボックスにドメインを⼊⼒

し、
をクリックします。
正規表現を使⽤できます。たとえば、^([A-Za-z0-9.-]*\.)?example\.com/ は example.com
のすべてのサブドメインと⼀致します。パターンを指定するには、ASCII ⽂字を使⽤してくださ
い。⾮ ASCII ⽂字の変換については、RFC 3490 を参照してください。

注
ファイアウォールでは「「OR」」を使ってドメインが評価されます。ドメインのうち 1 つが
⼀致すると、URL グループが適⽤されます。
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4. 「保存」をクリックします。

関連概念
URL グループ (p. 143)
URL グループには、1 つ以上のドメインが含まれています。このグループを Web ポリシーで指定し
て、Web サイトへのアクセスを制御することができます。

9.5 例外
例外を使⽤すると、有効なポリシーにかかわらず、指定した条件に⼀致するすべての Web トラ
フィックのプロテクション設定をオーバーライドできます。たとえば、機密データを含むサイトに対
しては、HTTPS の暗号化解除をスキップするといった例外を作成することができます。例外のデフォ
ルトのセットでは、ソフトウェアアップデートやよく使われる Web サイトの重要機能が、Web フィ
ルタの影響を受けることなく許可されます。
無効化できる処理には、Sandstorm によるチェックも含まれます。マルウェアのスキャンをス
キップする例外 (以前のリリースで作成されたものを含む) では、Sandstorm 分析もスキップされ
ます。

注
例外を有効にするには、オンにしてください。

• 例外をオンにするには、「オン/オフ」スイッチをクリックします。
• 例外のクローンを作成するに

は、
をクリックします。

• 例外を編集するに
は、
をクリックします。

関連タスク
例外の追加 (p. 144)
関連情報
Web プロテクションのカスタマイズ (p. 154)
特定のトラフィックやドメインについて、Web プロテクションの設定をカスタマイズしたいような場
合があります。たとえば、⾦融サービスの Web サイトへの HTTPS トラフィックには機密データが
含まれているので、復号化しないほうがよいことがあります。リスクが低いとわかっているサイトで
は、マルウェアのスキャンと Sandstorm 分析をスキップすると効率的です。このような設定を⾏う
には、例外を使⽤します。

9.5.1 例外の追加
1. 「Web」 > 「例外」に移動して、「例外リストの追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. Web トラフィックの条件を指定します。

• 「URL パターン⼀致」チェックボックスを選択し、パターンを「検索/追加」に⼊⼒
し、 を
クリックします。 正規表現を使⽤できます。たとえば、^([A-Za-z0-9.-]*\.)?example
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\.com/ は example.com のすべてのサブドメインと⼀致します。パターンを指定するに
は、ASCII ⽂字を使⽤してください。⾮ ASCII ⽂字の変換については、RFC 3490 を参照し
てください。

• 「Web サイトカテゴリ」チェックボックスを選択し、「新規項⽬の追加」をクリックし、カ
テゴリを選択します。

• 「送信元 IP アドレス」チェックボックスを選択し、エンドユーザーアドレスを⼊⼒
し、
をクリックします。

• 「宛先 IP アドレス」チェックボックスを選択し、Web サイトアドレスを⼊⼒
し、
をクリックします。

注
ファイアウォールでは「「AND」」を使⽤して、すべての種類の条件を評価します。たとえ
ば、URL パターンと Web サイトのカテゴリを指定した場合、例外を適⽤するには両⽅の条
件が⼀致する必要があります。ただし、各カテゴリ内では、「「OR」」を使⽤して条件が評
価されます。

4. 条件に⼀致するトラフィックが検出されたときにスキップする確認または処理を指定します。

オプション 説明

HTTPS 復号化 指定した条件に⼀致するトラフィックについ
て、HTTPS 暗号化解除をスキップします。

注
HTTPS の暗号化解除を無効にすると、暗
号化解除されたトラフィックを前提とした
その他のチェック (マルウェアのスキャン
など) は実⾏されません。ただし、ファイ
アウォールは例外に⼀致する HTTP トラ
フィックのスキャンを継続します。

マルウェアスキャンとコンテンツスキャン 指定した条件に⼀致するトラフィックについ
て、マルウェアスキャンとコンテンツフィルタ
照合をスキップします。

Sandstorm 指定した条件に⼀致するダウンロードファイル
をを Sandstorm に送信しません。

ポリシーチェック 指定された条件を満たすトラフィックのポリ
シーを確認しないでください。

5. 「保存」をクリックします。
「オン/オフ」スイッチをクリックして、例外を有効にしてください。

関連概念
例外 (p. 144)
例外を使⽤すると、有効なポリシーにかかわらず、指定した条件に⼀致するすべての Web トラ
フィックのプロテクション設定をオーバーライドできます。たとえば、機密データを含むサイトに対
しては、HTTPS の暗号化解除をスキップするといった例外を作成することができます。例外のデフォ
ルトのセットでは、ソフトウェアアップデートやよく使われる Web サイトの重要機能が、Web フィ
ルタの影響を受けることなく許可されます。
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9.6 全般設定
ファイアウォールルールに Web ポリシーを含めると、HTTP(S) と FTP トラフィックをスキャンし
て Web の不正使⽤を検出することができます。この設定は、このようなオプションが設定された
ファイアウォールルールと⼀致するトラフィックにのみ適⽤されます。設定項⽬には、スキャンの種
類、スキャンするファイルの最⼤サイズ、追加チェックなどがあります。また、ポリシーオーバーラ
イドを作成して、ブロック対象の Web サイトへのエンドユーザーのアクセスを許可することもでき
ます。

マルウェアスキャンとコンテンツスキャン
トラフィックを種類とプロトコル別にスキャンおよび制限するために、⼀般的な制限を構成しま
す。

スキャンエンジンの選択 すべてのトラフィックに使⽤するスキャンエンジ
ン。

注
Sandstorm を使⽤する場合は、シングルス
キャンエンジンを Sophos に設定するか、
デュアルエンジンスキャンを選択します。

シングルエンジン では、プライマリのウイルス
対策エンジンを使⽤してトラフィックをスキャ
ンします (デフォルトは Sophos)。このように
選択すると、最適なパフォーマンスが得られま
す。
デュアルエンジン では、両⽅のエンジンを使⽤
してトラフィックをスキャンします (最初にプ
ライマリ、次にセカンダリを使⽤)。このように
選択すると、検出⼒とセキュリティが向上しま
すが、パフォーマンスに影響する可能性があり
ます。

スキャンモード HTTP(S) トラフィックのスキャンモード。バッ
チモードでは、ファイル全体をダウンロードして
スキャンしてから、そのファイルをブラウザに転
送します。リアルタイムモードでは、ダウンロー
ドしたファイルコンテンツを少しずつブラウザに
転送します。スキャンが完了して未感染とわかっ
た段階で、ファイルの残りをすべて転送します。
バッチモードのほうが安全ですが、ブラウザのパ
フォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

業務上不要なアプリケーションをブロック 業務上不要と思われるアプリケーション (PUA)
のダウンロードを防ぎます。

承認済みの PUA ブロックしない PUA のリスト。
マルウェアスキャンでエラーが発⽣したときのア
クション

スキャンできないコンテンツに対するアクショ
ン。
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注
暗号化または破損のために完全にスキャンで
きないファイル。検出されない脅威が含まれ
ている可能性があります。ブロック機能は最
適なセキュリティ対策を提供します。

以下より⼤きなファイルをスキャンしない: HTTP(S) スキャンするファイルの最⼤サイズ
(MB)。このサイズを超えるファイルはスキャン
されません。

注
Sandstorm を使⽤する場合は、この値は推
奨最⼩値にリセットされます。

FTP の最⼤ファイルスキャンサイズ FTP スキャンするファイルの最⼤サイズ (MB)。
このサイズを超えるファイルはスキャンされませ
ん。

⾳声ファイルと動画ファイルをスキャンする マルウェアと脅威を検出するためにオーディオ
ファイルとビデオファイルのコンテンツをスキャ
ンします。スキャンは、オーディオおよびビデオ
プレーヤーのストリーミングに問題が⽣じる可能
性があります。

ファーミング対策の有効化 ファーミング攻撃は合法の Web サイトから、合
法サイトにみせかけた不正 Web サイトにリダイ
レクトします。接続する前に、DNS ルックアッ
プを繰り返すことでドメイン名汚染攻撃からユー
ザーを保護します。

HTTPS 復号化とスキャン

認証機関 (CA) の HTTPS スキャン スキャンした HTTPS 接続をセキュリティ保護す
る証明機関。

認識されていない SSL プロトコルをブロック 無効なSSLプロトコルを使⽤してHTTPSスキャン
を回避するトラフィックを防⽌します。

無効な証明書をブロック 有効な証明書を含むサイトにのみ接続します。
「HTTPS の暗号化解除/スキャン」が無効に
なっているときに HTTPS 接続エラーやブロッ
ク/警告ポリシーに基づく処理が発⽣した場合

「HTTPS の暗号化解除/スキャン」が無効に
なっているときに HTTPS のブロック / 警告ポリ
シーに基づく処理が発⽣した場合、ユーザーに通
知を表⽰するか、ユーザーに通知せずに接続を破
棄することができます。

注
HTTPS CA がインストールされていない場
合、証明書に関する警告がブラウザから表⽰
される場合があります。
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ポリシー無効化
ポリシーのオーバーライドでは、ポリシーを無効化する権限を特定のユーザーに与えて、ブロッ
ク対象の Web サイトへのアクセスを⼀時的に許可することができます。権限を与えられたユー
ザーは、ユーザーポータルでポリシーオーバーライドを作成します。オーバーライドを作成するに
は、Web サイト、カテゴリ、期間、アクセスコードなどを指定します。オーバーライドが指定され
ているサイトにエンドユーザーがアクセスすると、ブロックページが開き、アクセスコードの⼊⼒
フィールドが表⽰されます。
• 現在指定されているオーバーライドを表⽰して管理するには、「無効化設定を表⽰」をクリック

します。ここでオーバーライドのオン / オフを切り替えたり、オーバーライドを削除したりする
ことができます。

ポリシー無効化を有効にする ユーザーポータルで Web ポリシーオーバーライ
ドを作成することを、特定のユーザーに許可しま
す。

許可するユーザーとグループ オーバーライドを作成・管理できるユーザーとグ
ループ。

ブロック対象の Web サイトとカテゴリ Web ポリシーオーバーライドが有効になってい
る場合を含め、決してバイパスが許可されない
Web サイトと Web カテゴリ。

アクセスコードの⼿動⼊⼒を許可する 特定のユーザーに、ユーザーポータルでアクセ
スコードを作成することを許可します。このオプ
ションが有効でない場合、ユーザーは⾃動⽣成さ
れたコードを使⽤する必要があります。

ブロック対象の Web サイトへのアクセスの許可
以下のようにポリシーオーバーライドを設定すると、「教師」グループに属するユーザーがエン
ドユーザーに対して、ブロック対象の Web サイトへのアクセスを許可することができます。ただ
し、このオーバーライドが有効になっているときでも、「アルコールとタバコ」カテゴリ内の Web
サイトには決してアクセスできません。
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Web コンテンツのキャッシング

Web コンテンツのキャッシュを有効にする 最近アクセスしたサイトのコピーを保持すること
によって、帯域幅の消費量を削減し、パフォーマ
ンスを向上させます。

ソフォスエンドポイントのアップデートを常に
キャッシュする

Sophos Endpoint Protection のアップデートの
コピーを保持することによって、ネットワークの
パフォーマンスを向上させます。

注
このオプションをオフにすると、多数のエン
ドポイントが同時にインターネットからアッ
プデートをダウンロードしようとしたとき
に、ネットワークの輻輳が発⽣することがあ
ります。

Web プロキシ設定
ネットワークゾーンで Web プロキシサービスを有効にすると、ファイアウォールはトラフィック
を透過的に傍受し、Web プロテクションを強制します (例: ポリシーとマルウェアのスキャン)。デ
フォルトで、LAN および Wi-Fi ゾーンのサービスが有効化されます。透過モードでは、ファイア
ウォールはポート 80 のみで HTTP トラフィックを、ポート 443 のみで HTTPS トラフィックを
許可します。
ただし、Web プロキシのリスニングポートを指定することにより、構成された Web ブラウザの
Web プロキシとして動作するようにファイアウォールを構成することができます。プロキシの背後
のユーザーは、ブラウザの Web プロキシ構成設定で LAN または Wi-Fi アドレスとポートを指定す
る必要があります(詳細についてはブラウザのドキュメントを参照してください)。
構成された Web ブラウザの Web プロキシとして動作するようにファイアウォールを設定する場
合は、Web プロキシのリスニングポートと許可された宛先ポートを指定します。

注
IPS ポリシーはプロキシおよび WAN 間のトラフィックに適⽤できますが、ユーザーおよびプロ
キシ間には適⽤できません。

注
トラフィックシェーピングポリシーは直接型プロキシトラフィックには適⽤できません。

Web プロキシのリスニングポート Web プロキシが HTTP 接続要求を待機するポー
ト。

許可された宛先ポート ファイアウォールは⾮標準ポートを使⽤してリ
モートサーバーに接続するよう、要求を受け取
る可能性があります。プロキシが接続を許可する
ポートを指定します(この設定は Web プロキシ
のリスニングポートが設定されている場合にのみ
適⽤されます)。
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注意
⾮標準ポートの接続を許可することは、セ
キュリティリスクをもたらす可能性がありま
す。

関連情報
Web プロテクションの強化 (p. 153)
デフォルト設定よりも、スキャンを強化してみましょう。そのために、スキャンエンジンを選択し、
最⼤ファイルサイズを指定し、他のオプションを有効にします。

9.7 ファイルタイプ
ファイル形式とは、ファイル拡張⼦や MIME タイプにより識別されるファイルの種類のことで
す。Web ポリシーにファイル形式を指定して、ファイルへのアクセスを制御することができます。⼀
般的なファイル形式がデフォルトで定義されているほか、それ以外のファイル形式を定義することが
できます。
• ファイル形式を編集するに

は、
をクリックします。

関連タスク
ファイル形式の追加 (p. 150)

9.7.1 ファイル形式の追加
1. 「Web」 > 「ファイルタイプ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 任意: テンプレートを選択します。

テンプレートには、⼀般的なファイル拡張⼦と MIME ヘッダーが、カテゴリ別に⽰されています
(動画ファイルのカテゴリなど）。拡張⼦と MIME ヘッダーを直接⼊⼒する代わりに、テンプレー
トを使⽤することができます。

4. ファイル拡張⼦と MIME ヘッダーを指定します。

注
ファイル拡張⼦の前にドット (.) を⼊⼒しないでください。

5. 「保存」をクリックします。

関連概念
ファイルタイプ (p. 150)
ファイル形式とは、ファイル拡張⼦や MIME タイプにより識別されるファイルの種類のことで
す。Web ポリシーにファイル形式を指定して、ファイルへのアクセスを制御することができます。⼀
般的なファイル形式がデフォルトで定義されているほか、それ以外のファイル形式を定義することが
できます。
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9.8 ネット閲覧クォータ
ネット閲覧クォータでは、アクセス設定を使⽤して、ユーザーのインターネットアクセスを制御する
ことができます。クォータでは、周期型 (繰返し） または⾮周期型 (1 回限り) のいずれかと、アクセ
スできる時間を指定します。デフォルトのクォータには、⼀般的なクォータがいくつか定義されてい
ます (無限アクセスや、ブロックタイプアクセスなど)。

注
複数のクォータをユーザーに適⽤する場合は、上限に達した最初のポリシーに基づいてアクセス
が制限されます。

• ネット閲覧クォータを編集するに
は、
をクリックします。

次のクォータは、1 回限り、1 週間の無制限アクセスを指定しています。

関連タスク
ネット閲覧クォータの追加 (p. 151)

9.8.1 ネット閲覧クォータの追加
1. 「Web」 > 「ネット閲覧クォータ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. サイクルの種類を指定します。

オプション 説明

周期型 アクセスを繰り返し許可します。サイクル期間
を指定してください。指定期間が終了すると、
ユーザーは再びアクセスできるようになりま
す。新しいサイクルが開始すると、指定クォー
タが再び与えられます。未使⽤時間は繰り越さ
れません。

Copyright © 2018 Sophos Limited 151



XG Firewall

オプション 説明

⾮周期型 ⼀回限りのアクセス。指定期間が終了すると、
ユーザーの接続が切断されます。

4. 有効期間を指定します。
• ⽇数を⼊⼒します。
• 期間を制限しない場合は、「無制限」チェックボックスを選択します。

5. クオータで与える最⼤のアクセス時間を指定します。
• 時間と分を⼊⼒します。まだクオータの有効期間が切れていない場合も、この値を超えると切

断されます。
• 最⼤時間を指定しない場合は、「無制限」チェックボックスを選択します。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
ネット閲覧クォータ (p. 151)
ネット閲覧クォータでは、アクセス設定を使⽤して、ユーザーのインターネットアクセスを制御する
ことができます。クォータでは、周期型 (繰返し） または⾮周期型 (1 回限り) のいずれかと、アクセ
スできる時間を指定します。デフォルトのクォータには、⼀般的なクォータがいくつか定義されてい
ます (無限アクセスや、ブロックタイプアクセスなど)。

9.9 ユーザー通知
Web ポリシーがブロックまたは警告に設定されている場合、ユーザーに通知が表⽰されます。
• 通知ページに表⽰する画像を指定するには、「カスタム画像を使⽤」チェックボックスを選択し

て画像を選択します。
• ブロック通知を作成するには、「カスタムブロックメッセージを使⽤する」チェックボックスを

選択して、メッセージを⼊⼒します。
• 警告通知を作成するには、「カスタム警告メッセージを使⽤する」チェックボックスを選択し

て、メッセージを⼊⼒します。
• メッセージをブラウザで表⽰するには、プレビューリンクをクリックします。

9.10 コンテンツフィルタ
コンテンツフィルタは、⽤語のリストを指定したものです。ポリシーでコンテンツフィルタを使⽤す
ることによって、リストに載っている⽤語を含む Web サイトへのアクセスを制限することができま
す。デフォルトのフィルタには、多くの組織でブロックされている⽤語が含まれています。
• フィルタを作成するには、「コンテンツフィルタの追加」をクリックし、名前を⼊⼒し、プレー

ンテキスト (.txt) ファイルを選択します。
テキストファイルは、以下の要件を満たす必要があります。
• 1 ⾏に 1 単語を指定してください。このファイルは 1 ⾏ごとに評価されます。⾏に完全に⼀致

しないと、⼀致したとみなされません。
• メタデータ、コメント、列のフォーマット情報はサポートされていません。
• ASCII ⽂字セット外の⽂字を単語リストに含める場合は、UTF-8 エンコード形式で保存してく

ださい。
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• ⾏数は 2000 ⾏以下にしてください。
• 1 ⾏の⻑さは 80 ⽂字以下にしてください (スペースと句読点もカウントされます)。

関連情報
⽤語リストによるコンテンツのブロック (p. 160)
攻撃的な⾔葉を含む Web サイトへのアクセスを、すべてのユーザーに対してブロックしましょう。
そうするには、⽤語リストを作成し、ポリシーに追加します。

9.11 Web プロテクションの強化
デフォルト設定よりも、スキャンを強化してみましょう。そのために、スキャンエンジンを選択し、
最⼤ファイルサイズを指定し、他のオプションを有効にします。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• スキャンエンジンと最⼤ファイルサイズを指定する
• ⾳声ファイルと動画ファイルをスキャンする

関連概念
全般設定 (p. 146)
ファイアウォールルールに Web ポリシーを含めると、HTTP(S) と FTP トラフィックをスキャンし
て Web の不正使⽤を検出することができます。この設定は、このようなオプションが設定された
ファイアウォールルールと⼀致するトラフィックにのみ適⽤されます。設定項⽬には、スキャンの種
類、スキャンするファイルの最⼤サイズ、追加チェックなどがあります。また、ポリシーオーバーラ
イドを作成して、ブロック対象の Web サイトへのエンドユーザーのアクセスを許可することもでき
ます。

 全般設定の指定
1. 「Web」 > 「全般設定」に進んでください。
2. 次のようにマルウェアのスキャン設定を指定します。

オプション 説明

スキャンエンジンの選択 デュアルエンジン

このように選択すると、検出⼒とセキュリティが向上しますが、パフォーマンスに影響する可能
性があります。

3. 「詳細設定」をクリックして、追加設定を指定します。

オプション 説明

⾳声ファイルと動画ファイルをスキャンする 有効
4. 「適⽤」をクリックします。
デュアルエンジンで Web トラフィックをスキャンするように設定しました。また、⾳声ファイル
と動画ファイルもスキャンするように設定しました。
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9.12 Web プロテクションのカスタマイズ
特定のトラフィックやドメインについて、Web プロテクションの設定をカスタマイズしたいような場
合があります。たとえば、⾦融サービスの Web サイトへの HTTPS トラフィックには機密データが
含まれているので、復号化しないほうがよいことがあります。リスクが低いとわかっているサイトで
は、マルウェアのスキャンと Sandstorm 分析をスキップすると効率的です。このような設定を⾏う
には、例外を使⽤します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• 特定の Web カテゴリで HTTPS 復号化をスキップする例外を作成する
• 低リスクとわかっているサイトでスキャンと Sandstorm 分析をスキップする例外を作成する

関連概念
例外 (p. 144)
例外を使⽤すると、有効なポリシーにかかわらず、指定した条件に⼀致するすべての Web トラ
フィックのプロテクション設定をオーバーライドできます。たとえば、機密データを含むサイトに対
しては、HTTPS の暗号化解除をスキップするといった例外を作成することができます。例外のデフォ
ルトのセットでは、ソフトウェアアップデートやよく使われる Web サイトの重要機能が、Web フィ
ルタの影響を受けることなく許可されます。

 HTTPS 復号化のスキップ
⾦融サービスの Web サイトで、HTTPS 復号化をスキップしましょう。
1. 「Web」 > 「例外」に移動して、「例外リストの追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「Web サイトカテゴリ」を選択します。
4. 「新規項⽬の追加」をクリックして、「⾦融サービス」を選択します。
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5. 「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。

6. 「HTTPS 復号化」を選択します。

7. 「保存」をクリックします。
⾦融サービスの Web サイトへの HTTPS トラフィックがスキャンされなくなります。
「オン/オフ」スイッチをクリックして、例外を有効にしてください。

 マルウェアのスキャンと Sandstorm 分析のスキップ
低リスクとわかっている Web サイトで、マルウェアのスキャンと Sandstorm 分析をスキップしま
しょう。
1. 「Web」 > 「例外」に移動して、「例外リストの追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「URL パターン⼀致」チェックボックスを選択します。
4. 次の正規表現をテキストボックスに⼊⼒します。

^([A-Za-z0-9.-]*\.)?example\.com/

この正規表現は、「example.com」 の全ドメインと⼀致します。
5.

をクリックします。
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6. 「マルウェアスキャンとコンテンツスキャン」チェックボックスを選択します。
「Sandstorm」チェックボックスは⾃動的に選択されます。

7. 「保存」をクリックします。
「example.com」 の Web サイトへのトラフィックは、マルウェアスキャンと Sandstorm 分析
がスキップされるようになります。
「オン/オフ」スイッチをクリックして、例外を有効にしてください。

9.13 Web サイトへのアクセスの制御
企業では、特定のカテゴリへのアクセス権をユーザーグループによって制御しなければならないこ
とがよくあります。たとえば、職場のデフォルトポリシーでブロックされている Web サイトに対し
て、⼀部のユーザーにのみアクセスを許可したいことがあります。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• カテゴリへのアクセスを許可するユーザーグループを作成する
• カテゴリへのアクセスを許可するポリシーを追加する
• このポリシー⽤のファイアウォールルールを作成し、ユーザーを指定する
• ファイアウォールルールを配置する

関連概念
ポリシー (p. 135)
Web ポリシーには、エンドユーザーの Web 閲覧アクティビティを制御するルールを指定することが
できます。このポリシーはファイアウォールルールに追加すると有効になります。デフォルトのポリ
シーセットには、⼀般的な制限が指定されています。独⾃の要件を満たすようにするには、デフォル
トのポリシーの 1つを変更するか、または新しいポリシーを作成します。
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 ユーザーグループの作成
職場のデフォルトポリシーでブロックされているカテゴリに対して、特定のグループにのみアクセス
を許可しましょう。このために、無制限アクセスを許可するグループを作成します。
1. 「認証」 > 「グループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

グループ名 リサーチ

ネット閲覧クォータ インターネットアクセスを制限しない

アクセス時間 常に許可
3. 「保存」をクリックします。

 カテゴリへのアクセスを許可するポリシーの作成
職場のデフォルトポリシーでブロックされているカテゴリへのアクセスを許可するポリシーを作成し
ます。
1. 「Web」 > 「ポリシー」に移動して、「ポリシーの追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 Web カテゴリ
3. 「ルールの追加」をクリックします。

全ユーザーに対して、すべての HTTP トラフィックをブロックするデフォルトルールが作成さ
れ、ルール階層の最上位に配置されます。このルールはオフになっています。

4. ポインタを「アクティビティ」フィールドに合わせ、アクティビティ (「すべての Web トラ
フィック」) をクリックして、「新規項⽬の追加」をクリックします。
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5. 「すべての Web トラフィック」チェックボックスの選択を解除します。
6. 「次のみを表⽰」をクリックして、「Web カテゴリ」を選択します。

7. カテゴリを選択し、「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。

8. ポインタを「処理」フィールドに合わせ、アクションインジケータをクリックして、「HTTP を
使⽤する」をクリックします。

9. 「状態」スイッチをクリックして、ルールをオンにします。

10.「保存」をクリックします。

 ファイアウォールルールの作成とポリシーの適⽤
職場のデフォルトポリシーで、すべてのユーザーのアクセスをブロックするルールを指定していると
しましょう。このデフォルトポリシーで禁⽌されているカテゴリに、⼀部のユーザーがアクセスでき
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るようにしましょう。そのために、これらのユーザー向けのルールを作成して、リストの最上位に移
動します。
1. 「ファイアウォール」に移動して、「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネット

ワークのルール」の順にクリックします。

2. 設定を指定します。

オプション 説明

ルール名 Web リサーチグループ

送信元ゾーン 任意

宛先ゾーン 任意
3. 「ID」セクションにスクロールして、「新規項⽬の追加」をクリックします。

4. 「任意」チェックボックスをクリアし、「リサーチ」を選択し、「選択した項⽬を適⽤」をク
リックします。

5. 「詳細設定」セクションにスクロールして、「Web カテゴリ」ポリシーを選択します。
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6. 「保存」をクリックします。
このルールは、職場のデフォルトポリシーのルールの下に追加されます。Web リサーチグループ
のルールが先に処理されるように、最上位に移動します。

7. Web リサーチグループのルールハンドルをクリックし、リストの最上位にドラッグします。

Web リサーチグループのルールが最初に処理されるようになります。ルールの条件 (ユーザーグ
ループとカテゴリ) に⼀致したトラフィックは許可されます。デフォルトルールのユーザーとカテ
ゴリに⼀致するトラフィックはブロックされます。

9.14 ⽤語リストによるコンテンツのブロック
攻撃的な⾔葉を含む Web サイトへのアクセスを、すべてのユーザーに対してブロックしましょう。
そうするには、⽤語リストを作成し、ポリシーに追加します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• ブロックする⽤語リストを作成する。
• コンテンツフィルタを作成する。
• コンテンツフィルタをポリシーに適⽤する。
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関連概念
コンテンツフィルタ (p. 152)
コンテンツフィルタは、⽤語のリストを指定したものです。ポリシーでコンテンツフィルタを使⽤す
ることによって、リストに載っている⽤語を含む Web サイトへのアクセスを制限することができま
す。デフォルトのフィルタには、多くの組織でブロックされている⽤語が含まれています。

 ⽤語リストの作成
1. テキストエディタで新規ファイルを作成します。
2. ブロックする⽤語を⼊⼒します。

テキストファイルは、以下の要件を満たす必要があります。
• 1 ⾏に 1 単語を指定してください。このファイルは 1 ⾏ごとに評価されます。⾏に完全に

⼀致しないと、⼀致したとみなされません。
• メタデータ、コメント、列のフォーマット情報はサポートされていません。
• ASCII ⽂字セット外の⽂字を単語リストに含める場合は、UTF-8 エンコード形式で保存し

てください。
• ⾏数は 2000 ⾏以下にしてください。
• 1 ⾏の⻑さは 80 ⽂字以下にしてください (スペースと句読点もカウントされます)。

3. ファイルを「blocked.txt」という名前で保存します。

 コンテンツフィルタの作成
コンテンツフィルタを作成し、⽤語リストをアップロードします。
1. 「Web」 > 「コンテンツフィルタ」に移動して、「コンテンツフィルタの追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「ファイルの選択」をクリックして、⽤語リストを選択します。

4. 「適⽤」をクリックします。
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 ポリシーへのコンテンツフィルタの適⽤
デフォルトポリシーにルールを追加して、そのルールにコンテンツフィルタを適⽤します。
1. 「Web」 > 「ポリシー」に進んでください。
2. デフォルトポリシー

を、
をクリックして開きます。

3. 「ルールの追加」をクリックします。
全ユーザーに対して、すべての HTTP トラフィックをブロックするデフォルトルールが作成さ
れ、ルール階層の最上位に配置されます。このルールはオフになっています。

4. ポインタを「アクティビティ」フィールドに合わせ、アクティビティ (「「すべての Web トラ
フィック」」) をクリックして、「コンテンツフィルタ」タブをクリックします。

5. 「次を含むコンテンツ」チェックボックスを選択します。
6. 「「Offensive」」コンテンツフィルタを選択し、「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。

7. 「状態」スイッチをクリックして、ルールをオンにします。
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8. 「保存」をクリックします。
ブロックリストに載っている単語を含む Web サイトへのアクセスをブロックするポリシーが追加
されました。
ポリシーを有効にするには、ファイアウォールルールに追加してください。
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章 10

10 アプリケーション
アプリケーションプロテクションは、アプリケーショントラフィックの脆弱性を利⽤した攻撃やマル
ウェアを防⽌する機能です。また、帯域幅の制限を適⽤したり、⽣産性を低下させるアプリケーショ
ンのトラフィックを制限したりすることもできます。アプリケーションフィルタを使えば、カテゴリ
別または個別にトラフィックを制御できます。アプリケーション同期と制御では、Sophos Central
で管理されるエンドポイントのトラフィックを制御することができます。また、クラウドアプリケー
ションのトラフィック管理にも対応します。

10.1 アプリケーションフィルタ
アプリケーションフィルタポリシーによって、ファイアウォールの内側で、ユーザーのアプリケー
ションアクセスを制御することができます。ポリシーではルールを使って、アプリケーションカテゴ
リや個別のアプリケーションへのアクセスを制御します。デフォルトのポリシーセットには、⼀般的
な制限が定義されています。組織の要件に応じてカスタムポリシーを作成することもできます。
アプリケーションフィルタポリシーでは、HTTPS を使⽤するアプリケーションが Web プロキシに
よって検出されます。
• アプリケーションフィルタポリシーを追加するには、「追加」をクリックします。ポリシーを追

加する時は、任意のポリシーをテンプレートとして選択することができます。その後、ポリシー
を保存して、ルールを追加したり、編集したりすることができます。

• ポリシーを編集するには、変更したいポリシーを⾒つけて

をクリックします。

表 10 : デフォルトのアプリケーションフィルタポリシー

名前 説明

Allow All すべてのアプリケーションからのトラフィックを許可
します。

Deny All すべてのアプリケーションからのトラフィックを破棄
します。

Block filter avoidance apps 他のアプリケーションをトンネルで通過させるアプリ
ケーション、プロキシアプリケーションとトンネルア
プリケーション、ファイアウォールポリシーを迂回で
きるアプリケーションからのトラフィックを破棄しま
す。

Block generally unwanted apps ファイル転送、プロキシ/トンネル、⾼リスク、ピア
ツーピアネットワーキング (P2P) のアプリケーショ
ン、⽣産性の損失につながるアプリケーションからの
トラフィックを破棄します。

Block high risk (Risk Level 4 and 5) apps リスクが⾼いアプリケーションからのトラフィックを
破棄します。

Block peer to peer (P2P) networking apps P2P アプリケーションからのトラフィックを破棄しま
す。P2P アプリケーションは、ボット、スパイウェ
ア、アドウェア、トロイの⽊⾺、ルートキット、ワー
ムや、その他のマルウェアの配信に使⽤される可能性
があるので、ブロックすることを推奨します。
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名前 説明

Block very high risk (Risk Level 5) apps ⾮常にリスクが⾼いアプリケーションからのトラ
フィックを破棄します。

関連タスク
アプリケーションフィルタポリシーの追加 (p. 165)
アプリケーションフィルタポリシールールの追加 (p. 165)
関連情報
⾼リスクのアプリケーションのブロック (p. 171)
ネットワークをマルウェアから守るため、多くの組織では、⾼リスクとみなされているアプリケー
ションへのアクセスを制御する必要があります。⾼リスクと分類されているすべてのアプリケーショ
ンへのトラフィックを制限するためのポリシーを作成することができます。アプリケーションのシグ
ネチャデータベースがアップデートされると、新しいアプリケーションがアプリケーションフィルタ
とファイアウォールルールに⾃動的に追加されます。たとえば、新しいシグネチャが⾼リスクのアプ
リケーションとして追加され、既にすべての⾼リスクのアプリケーションをブロックするアプリケー
ションフィルタがある場合は、その新しいアプリケーションがブロックされるようになります。

10.1.1 アプリケーションフィルタポリシーの追加
1. 「アプリケーション」 > 「アプリケーションフィルタ」に移動して、「追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 任意: テンプレートを選択します。

任意のアプリケーションフィルタポリシーをテンプレートとして使⽤することができます。
4. 「保存」をクリックします。
ポリシーにルールを追加してください。ポリシーを有効にするには、ファイアウォールルールに追加
する必要があります。

関連概念
アプリケーションフィルタ (p. 164)
アプリケーションフィルタポリシーによって、ファイアウォールの内側で、ユーザーのアプリケー
ションアクセスを制御することができます。ポリシーではルールを使って、アプリケーションカテゴ
リや個別のアプリケーションへのアクセスを制御します。デフォルトのポリシーセットには、⼀般的
な制限が定義されています。組織の要件に応じてカスタムポリシーを作成することもできます。

10.1.2 アプリケーションフィルタポリシールールの追加
1. 「アプリケーション」 > 「アプリケーションフィルタ」へ移動して、編集したいポリシーの

をクリックします。
2. 「追加」をクリックします。
3. アプリケーションを選択します。

• すべてを選択をクリックし、カテゴリ、リスク、特性、テクノロジー、分類を組み合わせた
フィルタを適⽤し、リストを絞り込みます。スマートフィルタにキーワードを⼊⼒して検索す
ることもできます。スマートフィルタでの検索は、アプリケーションの名前と説明が対象にな
ります。

• 「個別のアプリケーションの選択」をクリックし、フィルタを適⽤して、リストを絞り込みま
す。その後、リストからアプリケーションを個別に選択します。
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注
「分類」は、クラウドアプリケーションのみが対象です。分類が更新されると (新しいクラウ
ドアプリケーションが追加されるなど)、使⽤中のポリシールールに直ちに反映されます。

4. ルールの処理を指定します。
5. ルールのスケジュールを指定します。
6. 「保存」をクリックします。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
アプリケーションフィルタ (p. 164)
アプリケーションフィルタポリシーによって、ファイアウォールの内側で、ユーザーのアプリケー
ションアクセスを制御することができます。ポリシーではルールを使って、アプリケーションカテゴ
リや個別のアプリケーションへのアクセスを制御します。デフォルトのポリシーセットには、⼀般的
な制限が定義されています。組織の要件に応じてカスタムポリシーを作成することもできます。

10.2 アプリケーション同期と制御
アプリケーション同期と制御 では、セキュリティハートビート を送受信しているエンドポイント上
のアプリケーションを監視することができます。検出されたアプリケーションが表⽰される画⾯で、
新しいアプリケーションを確認したり、既知のアプリケーションを⾮表⽰にしたり、アプリケーショ
ンを分類したり、アプリケーションフィルタを使ってトラフィックを制御したりすることができま
す。アプリケーション同期と制御 は最⼤で 1万個のアプリケーションに対応します。

注
アプリケーション同期と制御 を初めて使⽤するときは、「Central Synchronization」からオ
ンにする必要があります。

アプリケーションカテゴリとラベル
XG Firewall にはデフォルトのカテゴリセットが付属しており、⼀般的なアプリケーションがこ
れらのカテゴリにあらかじめ分類されています。XG Firewall で既知のアプリケーションが検出
されると、そのアプリケーションは適宜分類されます。未知のアプリケーションが検出される
と、「SyncAppCtl discovered (SyncAppCtl で検出)」または「General internet (⼀般的な
インターネット)」というカテゴリに分類されます。これらのアプリケーションは、名前を変更した
り、カスタマイズすることができます。アプリケーションのトラフィックを制御するには、アプリ
ケーションフィルタに割り当てます。
XG Firewall によって同じアプリケーションのインスタ
ンスが複数検出された場合は、アプリケーションビュー
( )
を展開して、このアプリケーションが検出されたすべてのエンドポイント上のロケーションを確認
することができます。
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アプリケーションの「管理」列には、以下のラベルが表⽰されます。
• 新規: Sophos XG Firewall にとって未知の、新しく検出されたアプリケーション。
• マップ済み: アプリケーションカテゴリに⾃動的にマップされたアプリケーション。
• カスタマイズ済み: ⼿動でマップされたアプリケーション。

アプリケーションの管理

承認 新しいアプリケーションを、属性を変更せず
に、承認します。これは、新しく⾒つかったア
プリケーションを、特にカスタマイズする必要
がない場合に便利です。いったん承認すると、
ラベルが 「新規」 から「カスタマイズ済み」に
変わります。

カスタマイズ アプリケーションをカスタマイズして、名前や
カテゴリを変更することができます。カスタマ
イズすると、アプリケーションのラベルは「カ
スタマイズ済み」となります。これらの属性は
いつでも変更することができます。アプリケー
ションをカスタマイズするには、「管理」列の

ボタンをクリックして、「カスタマイズ」を選
択します。

⾮表⽰ / 表⽰ 既知のアプリケーションや表⽰したくない
アプリケーションを⾮表⽰にします。その後
は、「⾮表⽰のアプリケーション」を選択した
時のみ表⽰されます。続けて 「表⽰」をクリッ
クして、別のビューに再度表⽰することができ
ます。

削除 アプリケーションを削除すると、アプリケー
ションフィルタからも削除されます。いったん
削除されたアプリケーションが、XG Firewall
によってエンドポイントで再び検出された場
合は、アプリケーションリストに再表⽰されま
す。

アプリケーションの検索
アプリケーション名、パス、カテゴリ、エンドポイントを指定して、アプリケーションを検索する
ことができます。検索範囲を指定するには、リストからオプションを選択します (例: 「システムア
プリケーション」)。

関連タスク
検出されたアプリケーションのカスタマイズ (p. 168)
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Sophos Central の管理下にあるエンドポイント上で検出されたアプリケーションの名前またはカテ
ゴリを変更することができます。

10.2.1 検出されたアプリケーションのカスタマイズ
Sophos Central の管理下にあるエンドポイント上で検出されたアプリケーションの名前またはカテ
ゴリを変更することができます。
1. 「アプリケーション」 > 「アプリケーション同期と制御」に進んでください。
2. 変更したいアプリケーションを⾒つけて「カスタマイズ」をクリックします。
3. アプリケーション名を⼊⼒します。
4. アプリケーションのカテゴリを選択します。
5. 「適⽤」をクリックします。

関連概念
アプリケーション同期と制御 (p. 166)
アプリケーション同期と制御 では、セキュリティハートビート を送受信しているエンドポイント上
のアプリケーションを監視することができます。検出されたアプリケーションが表⽰される画⾯で、
新しいアプリケーションを確認したり、既知のアプリケーションを⾮表⽰にしたり、アプリケーショ
ンを分類したり、アプリケーションフィルタを使ってトラフィックを制御したりすることができま
す。アプリケーション同期と制御 は最⼤で 1万個のアプリケーションに対応します。

10.3 クラウドアプリケーション
クラウドアプリケーショントラフィックを分析して、クラウドアプリケーションの使⽤に伴うリスク
を軽減することができます。たとえば、トラフィックを分類して、トラフィックシェーピングポリ
シーを適⽤することができます。
フィルタを使って、⽇付、分類、カテゴリ、転送バイト量などの条件を指定し、検索結果を絞り込
んで表⽰することができます。たとえば、特定期間中の未承認のソーシャルネットワーキングトラ
フィックのみを表⽰するといったことができます。

注
結果には、許可されたトラフィック、トラフィックのあるアプリケーションのみが表⽰されま
す。アプリケーションのブロック設定を確認してください。
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注
アップロード/ダウンロード回数とファイルタイプ情報は、HTTPS 復号化が有効なトラフィック
についてのみ表⽰可能です。アプリケーションによっては、ファイルダウンロードの送受信⽅法
として⾮標準の⽅法を使⽤していることがあり、そうしたデータポイントは、空または不正確に
⾒える場合があります。

• トラフィックの詳細を表⽰するに
は、
をクリックします。

デフォルトでは、すべてのアプリケーショントラフィックが新規として分類されます。
• 別の分類を適⽤するには、「分類」をクリックし、分類を選択し、「適⽤」をクリックします。

注
この新しい分類は、新しいトラフィックにのみ適⽤されます。

クラウドアプリケーションの帯域使⽤量を制御するには、トラフィックシェーピングポリシーを適
⽤します。たとえば、動画配信トラフィックを制限するといったことができます。
• 帯域使⽤量を制御するには、「トラフィックシェーピング」をクリックし、ポリシーを選択

し、「保存」をクリックします。

推奨設定
クラウドトラフィックのレポートを最適化するには、以下のファイアウォールルールの設定を使⽤
してください:
• 使⽤したバイト量 (⼊⼒および出⼒) の基本レポートを作成するには、「ファイアウォールトラ

フィックのログ」を有効にします。
• 正確な詳細データを得るには、「HTTPS の暗号化解除/スキャン」を有効にして、Web ポリ

シーを「「なし」」以外に設定します。

10.4 アプリケーションリスト
アプリケーションリストには、よく使⽤されるアプリケーションが多数含まれています。それぞれの
アプリケーションには、カテゴリ、リスク、テクノロジー、特徴、分類などの情報があります。
アプリケーションのシグネチャデータベースがアップデートされると、新しいアプリケーション
がアプリケーションフィルタとファイアウォールルールに⾃動的に追加されます。たとえば、新し
いシグネチャが⾼リスクのアプリケーションとして追加され、既にすべての⾼リスクのアプリケー
ションをブロックするアプリケーションフィルタがある場合は、その新しいアプリケーションがブ
ロックされるようになります。
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10.5 トラフィックシェーピングのデフォルト
トラフィックシェーピングポリシーによって、帯域幅の制限を適⽤することができます。デフォルト
のトラフィックシェーピングポリシーを、カテゴリまたは個々のアプリケーションに適⽤できます。
• カテゴリに関連付けられたトラフィックシェーピングポリシーを表⽰または変更するに

は、
をクリックします。

• カテゴリ内のアプリケーションを表⽰するに
は、
をクリックします。アプリケーションに関連付けられたポリシーを表⽰または変更するに
は、
をクリックします。

関連タスク
デフォルトのトラフィックシェーピングポリシーの適⽤ (p. 170)

10.5.1 デフォルトのトラフィックシェーピングポリシーの適⽤
1. 「アプリケーション」 > 「トラフィックシェーピングのデフォルト」に進んでください。
2. 変更したいカテゴリまたはアプリケーションを⾒つけます。

• 変更したいカテゴリを⾒つけて

をクリックします。
• 変更したいカテゴリを⾒つけて

をクリックします。続けて、変更したいアプリケーションを⾒つけて

をクリックします。
3. トラフィックシェーピングポリシーを選択します。
4. 「保存」をクリックします。

注
このポリシーはファイアウォールルール内のトラフィックシェーピングポリシーで上書きされ
た場合を除き、有効です。

関連概念
トラフィックシェーピングのデフォルト (p. 170)
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トラフィックシェーピングポリシーによって、帯域幅の制限を適⽤することができます。デフォルト
のトラフィックシェーピングポリシーを、カテゴリまたは個々のアプリケーションに適⽤できます。

10.6 ⾼リスクのアプリケーションのブロック
ネットワークをマルウェアから守るため、多くの組織では、⾼リスクとみなされているアプリケー
ションへのアクセスを制御する必要があります。⾼リスクと分類されているすべてのアプリケーショ
ンへのトラフィックを制限するためのポリシーを作成することができます。アプリケーションのシグ
ネチャデータベースがアップデートされると、新しいアプリケーションがアプリケーションフィルタ
とファイアウォールルールに⾃動的に追加されます。たとえば、新しいシグネチャが⾼リスクのアプ
リケーションとして追加され、既にすべての⾼リスクのアプリケーションをブロックするアプリケー
ションフィルタがある場合は、その新しいアプリケーションがブロックされるようになります。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• ⾼リスクのアプリケーションのトラフィックをブロックするアプリケーションフィルタポリシー

を作成する。
• ファイアウォールルールを作成し、ポリシーを追加する。

関連概念
アプリケーションフィルタ (p. 164)
アプリケーションフィルタポリシーによって、ファイアウォールの内側で、ユーザーのアプリケー
ションアクセスを制御することができます。ポリシーではルールを使って、アプリケーションカテゴ
リや個別のアプリケーションへのアクセスを制御します。デフォルトのポリシーセットには、⼀般的
な制限が定義されています。組織の要件に応じてカスタムポリシーを作成することもできます。

 アプリケーションフィルタポリシーの作成
⾼リスクのアプリケーションのトラフィックをすべてブロックするアプリケーションフィルタポリ
シーを作成します。
1. 「アプリケーション」 > 「アプリケーションフィルタ」に移動して、「追加」をクリックしま

す。
空⽩のポリシーが新しく作成されます。このポリシーは、デフォルトですべてのトラフィックを
許可するようになっています。ポリシーを保存した後に、ルールを指定します。

2. 名前を⼊⼒します。

オプション 説明

名前 Block_HighRisk_Apps
3. 「保存」をクリックします。
4. アプリケーションフィルタのリストで、先ほど追加したフィルタを⾒つ

け、
をクリックします。

Copyright © 2018 Sophos Limited 171



XG Firewall

5. 「追加」をクリックします。

6. 「すべてを選択」をクリックし、フィルタ条件に⼀致したアプリケーションをすべて含めます。
7. 「リスク」フィルタから、「⾼」と「最⾼」を選択し、「OK」をクリックします。

8. 設定を指定します。

オプション 説明

処理 拒否

スケジュール 常時
9. 「保存」をクリックして、ルールを追加します。
10.「保存」をクリックして、ポリシーを更新します。
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 ファイアウォールルールの作成とポリシーの適⽤
アプリケーションフィルタポリシーは、ファイアウォールルールに追加すると有効になります。この
ルールによって、⾼リスクのアプリケーションへのアクセスがすべてのユーザーに対してブロックさ
れるようになります。
1. 「ファイアウォール」に移動して、「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネット

ワークのルール」の順にクリックします。

2. 設定を指定します。

オプション 説明

ルール名 Block_HighRiskApps_Rule

送信元ゾーン 任意

宛先ゾーン 任意
3. 「詳細設定」セクションにスクロールして、「Block_HighRisk_Apps」ポリシーを選択します。

4. 「保存」をクリックします。
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章 11

11 ワイヤレス
ワイヤレスプロテクションでは、ワイヤレスネットワークの定義とアクセス制御を⾏うことができま
す。XG Firewall では、不正アクセスポイントのスキャンや WPA2 など、最新のセキュリティと暗号
化がサポートされています。ワイヤレスプロテクションでは、アクセスポイント、ワイヤレスネット
ワーク、クライアントの設定および管理や、メッシュネットワークとホットスポットの追加および管
理を⾏うことができます。

11.1 ワイヤレス設定
ここでは、ワイヤレスプロテクションの有効化や、通知タイムアウトの設定、エンタープライズ認証
⽤の RADIUS サーバーの設定について説明します。

AP ファームウェア
アクセスポイントのファームウェアがインストールされていない場合は、リンクをクリックし、ダ
ウンロードしてインストールします。

グローバル設定

ワイヤレスプロテクションの有効化 指定したゾーンのすべてのトラフィックをスキャ
ンし、脅威とマルウェアを検出します。

許可されたゾーン アクセスポイント接続を許可するネットワーク
ゾーン。指定したゾーンにアクセスポイントを導
⼊することができます。

詳細設定

タイムアウト アクセスポイントがオフラインになってから、タ
イムアウト通知が送信されるまでの時間 (分)。指
定時間後、アクセスポイントは⾮アクティブであ
るとみなされます。

RADIUS サーバー エンタープライズ認証に使⽤する RADIUS サー
バー。アクセスポイントは認証時に、RADIUS
サーバーでなくファイアウォールと通信します。
ポート 414 は、ファイアウォールとアクセス
ポイント間の RADIUS 通信に使⽤されます。
アクセスポイントは利⽤通信量情報をファイア
ウォールのポート 417 に送信します。ファイア
ウォールはその情報を、RADIUS サーバーのポー
ト 1813 (利⽤通信量⽤に設定済みのポート) に
転送します。通信量の中間アップデートはサポー
トされません。通信量情報のリクエストと応答に
は、通信量に関する情報が含まれます。アクセス
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リクエストや、応答、チャレンジに関する情報は
含まれません。
ワイヤレスネットワークは、802.1x 認証によっ
てセットアップする必要があります。
RADIUS サーバーで通信量計算を有効に
してください。RADIUS での通信量計算
は、AP15、AP15C、AP55、AP55C、AP100、AP100C、AP100X、Wi-
Fi 対応デバイスでサポートされています。
RADIUS サーバーを IPsec トンネル経由でファ
イアウォールに接続する際は、アクセスポイント
ネットワークにネットワーク変換ポリシーを追加
する必要があります。これにより、送信元アドレ
スがファイアウォールの IP アドレスに置き換え
られ、RADIUS サーバーに到達することができま
す。

注
RADIUS SSO 機能は、ワイヤレスエンター
プライズ認証ではサポートされません。

セカンダリ RADIUS サーバー ファイアウォールが RADIUS サーバーにアク
セスできないときに使⽤されるバックアップ
RADIUS サーバー。

注
Sophos APX シリー
ズ、AP10、AP30、AP50、および Wi-Fi 対
応デバイスは、プライマリ RADIUS サー
バーにのみアクセスできます。

関連情報
本社の AD サーバーによる⽀社ユーザーの認証

11.2 ワイヤレスクライアントリスト
ワイヤレスクライアントリストには、現在ワイヤレスネットワークにアクセスポイント経由で接続さ
れているすべてのクライアントが表⽰されます。 クライアントは、アクセスポイントまたは SSID 別
に表⽰することができます。信号の強度や周波数などの接続の特性も表⽰されます。

11.3 ワイヤレスネットワーク
ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレスクライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラフィックの処理⽅法などを設定します。
ワイヤレスネットワークをアクセスポイントに追加する際は、ワイヤレスネットワーク上のトラ
フィックをローカルネットワークに統合する⽅法を定義します。
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表 11 : クライアントトラフィックの種類

名前 説明

別ゾーン ワイヤレスネットワークは、指定した IP アドレス
範囲を持つ別のネットワークとして扱われます。 別
ゾーンのネットワークからのすべてのトラフィックは
VXLAN プロトコルにより XG Firewall に送信されま
す。

AP の LAN にブリッジ ワイヤレスネットワークは、選択したアクセスポイン
トのネットワークにブリッジされます。クライアント
は、そのアクセスポイントの IP アドレス範囲を共有
します。

VLAN にブリッジ ワイヤレスネットワークは VLAN にブリッジされま
す。アクセスポイントを、ワイヤレスクライアントと
は別の共通ネットワークに配置する場合は、この⽅法
を使⽤します。

全般設定

クライアントトラフィック ワイヤレスネットワーク上のトラフィックをロー
カルネットワークに統合する⽅法

暗号化 ネットワークトラフィックに使⽤する暗号化アル
ゴリズム。AES が推奨されます。

時間ベースのアクセス 指定したスケジュールに従って、ワイヤレスネッ
トワークへのアクセスを許可します。

クライアントアイソレーション 同じ無線⽅式で、同じ SSID に接続するワイヤレ
スクライアント間のトラフィックを防⽌します。
この設定は通常、ゲストネットワークに使⽤しま
す。

SSID を隠す ワイヤレスネットワークの SSID を表⽰しませ
ん。

⾼速移⾏ ワイヤレスネットワークが IEEE 802.11r 標準を
使⽤するようにします。

MAC フィルタリング ワイヤレスネットワークに接続できる MAC アド
レスを制限します。ブラックリストでは、選択し
たリスト以外のすべての MAC アドレスを許可し
ます。ホワイトリストでは、選択したリスト以外
のすべての MAC アドレスを拒否します。

関連概念
DHCP (p. 343)
ファイアウォールでは、RFC 2131 (IPv4) および RFC 3315 (IPv6) の定義に従って、DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) をサポートしています。DHCP サーバーを使って、ネット
ワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てることができます。 DHCP リレーを使え
ば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを割り当てることもで
きます。 また、リースレコードを表⽰することもできます。
関連タスク
アクセスポイントへのワイヤレスネットワークの追加 (p. 184)
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アクセスポイントでブロードキャストするワイヤレスネットワークを選択します。
ワイヤレスネットワークの追加 (p. 177)
関連情報
ワイヤレスネットワーク (別ゾーン) の導⼊ (p. 198)
ゲスト⽤のワイヤレスネットワークを作成し、定義済みの IP アドレス範囲からアドレスを割り当てま
しょう。また、マルウェアの感染源であることがわかっているホストからのアクセスをブロックしま
しょう。
ワイヤレスネットワーク (AP LAN へのブリッジ) の導⼊ (p. 201)
ワイヤレスクライアントが、アクセスポイント LAN と同じアドレス範囲を使⽤するようにしましょ
う。

11.3.1 ワイヤレスネットワークの追加
1. 「ワイヤレス」 > 「ワイヤレスネットワーク」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前と SSID (Service Set Identifier) を⼊⼒します。

SSID は 1〜32 ⽂字の ASCII 印刷可能⽂字で構成します。
3. セキュリティモードを選択します。

WPA2 が推奨されます。WPA2 により保護されるネットワークでは、IEEE 802.11r がサポート
されます。

注
エンタープライズ認証を使⽤するときは、RADIUS サーバーも設定する必要がありま
す。NAS ID として、ワイヤレスネットワーク名を使⽤してください。

4. 「クライアントトラフィック」リストの中から、ワイヤレスネットワーク上のトラフィックを
ローカルネットワークに統合する⽅法を選択します。

オプション 説明

別ゾーン ワイヤレスネットワークは、指定した IP アド
レス範囲を持つ別のネットワークとして扱われ
ます。 ネットワークを別ゾーンとして構成する
と、それに対応する仮想インターフェースが作
成されます。 アドレスとゲートウェイをクライ
アントに割り当てるには、インターフェース⽤
の DHCP サーバーを作成してください。

AP の LAN にブリッジ ワイヤレスネットワークは、選択したアクセス
ポイントのネットワークにブリッジされます。
クライアントは、そのアクセスポイントの IP
アドレス範囲を共有します。 このようなネッ
トワークをアクセスポイントに追加すると、
それに対応するインターフェースが作成され
ます。ネットワークをブリッジモードで導⼊
するには、ブリッジインターフェースを作成し
てくさい。ネットワークをゲートウェイモード
で導⼊するには、ゾーンと IP アドレスを指定
し、DHCP サーバーを作成してください。

VLAN にブリッジ ワイヤレスネットワークは VLAN にブリッジ
されます。アクセスポイントを、ワイヤレス
クライアントとは別の共通ネットワークに配
置する場合は、この⽅法を使⽤します。 エン
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オプション 説明
タープライズ認証を使⽤するときは、クライ
アントの VLAN ID の定義⽅法を指定すること
ができます。「「スタティック」」を選択す
ると、ブリッジ先の VLAN ID が常に使⽤され
ます。「「RADIUS とスタティック」」を選
択すると、個々のユーザー⽤の VLAN ID 情報
が、RADIUS サーバーからアクセスポイント
に送信されます。ユーザーに VLAN ID 属性が
割り当てられていない場合は、ブリッジ先の
VLAN ID が使⽤されます。

5. 設定を指定します。

オプション 説明

暗号化 ネットワークトラフィックに使⽤する暗号化ア
ルゴリズム。AES が推奨されます。

時間ベースのアクセス 指定したスケジュールに従って、ワイヤレス
ネットワークへのアクセスを許可します。

クライアントアイソレーション 同じ無線⽅式で、同じ SSID に接続するワイヤ
レスクライアント間のトラフィックを防⽌しま
す。この設定は通常、ゲストネットワークに使
⽤します。

SSID を隠す ワイヤレスネットワークの SSID を表⽰しませ
ん。

⾼速移⾏ ワイヤレスネットワークが IEEE 802.11r 標準
を使⽤するようにします。

注
この機能は、Sophos レガシーアクセスポ
イントと Sophos APX シリーズアクセス
ポイント間では動作しません。

MAC フィルタリング ワイヤレスネットワークに接続できる MAC ア
ドレスを制限します。ブラックリストでは、選
択したリスト以外のすべての MAC アドレスを
許可します。ホワイトリストでは、選択したリ
スト以外のすべての MAC アドレスを拒否しま
す。

6. 「保存」をクリックします。
「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、ワイヤレスネットワークをアクセスポイント
に追加します。

関連概念
ワイヤレスネットワーク (p. 175)
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ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレスクライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラフィックの処理⽅法などを設定します。

11.4 アクセスポイント
WAP (ワイヤレスアクセスポイント) は Wi-Fi クライアントが有線ネットワークに接続できるように
するハードウェアデバイスです。 ファイアウォールは、AES で暗号化された通信を使って、アクセス
ポイントから構成とステータス情報を取得します。ここでは、Sophos アクセスポイントを社内ネッ
トワークに接続したり、これらのアクセスポイントを管理する⽅法を説明します。

注
アクセスポイントをワイヤレスネットワークに接続するには、ポート 443、80、123 を開く必要
があります。

• アクセスポイントが社内ネットワークに接続することを許可するには、アクセスポイントを選択
し、許可をクリックします。

• 社内ネットワークから取り外したアクセスポイントを削除するには、アクセスポイントを選択
し、「削除」をクリックします。

関連タスク
アクセスポイントへのワイヤレスネットワークの追加 (p. 184)
アクセスポイントでブロードキャストするワイヤレスネットワークを選択します。
関連情報
ネットワーキング: ワイヤレスアクセスポイントの統合
ワイヤレスアクセスポイント
ワイヤレスアクセスポイントのモデルと仕様

11.4.1 対応しているアクセスポイント

サポート対象のアクセスポイントの詳細を以下に⽰します。

専⽤アクセスポイント

名前 規格 帯域 メッシュネッ
トワークの帯
域

FCC 調節ド
メイン (主に
⽶国)

ETSI 調整ド
メイン (主に
欧州)

AP 15 802.11b/g/
n

2.4GHz 2.4GHz チャネル 1〜
11

チャネル 1〜
13

AP 15C 802.11b/g/
n

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはシン
グル無線

2.4GHz チャネル 1
〜11、36〜
48、149〜
165

チャネル 1〜
13、36〜48
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名前 規格 帯域 メッシュネッ
トワークの帯
域

FCC 調節ド
メイン (主に
⽶国)

ETSI 調整ド
メイン (主に
欧州)

AP 55 802.11a/b/
g/n/ac

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

AP 55C 802.11a/b/
g/n/ac

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

AP 100 802.11a/b/
g/n/ac

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

AP 100C 802.11a/b/
g/n/ac

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

APX 320 802.11a/
b/g/n/ac-
wave2

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線
(2.4GHz
および
5GHz 低帯
域 (CH36-
CH-64))
または
(5GHz 低帯
域 (CH36-
CH-64) お
よび 5GHz
⾼帯域
(CH100-
CH165))

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

APX 530 802.11a/
b/g/n/ac-
wave2

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140
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名前 規格 帯域 メッシュネッ
トワークの帯
域

FCC 調節ド
メイン (主に
⽶国)

ETSI 調整ド
メイン (主に
欧州)

APX 740 802.11a/
b/g/n/ac-
wave2

2.4/5 GHz
デュアルバン
ドまたはデュ
アル無線

2.4GHz と
5GHz

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
140、149〜
165

チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

屋外使⽤向けのアクセスポイント

名前 規格 帯域 メッシュ
ネットワー
クの帯域

FCC 調節ド
メイン (主に
⽶国)

ETSI 調整ド
メイン (主に
欧州)

AP 100X 802.11a/b/
g/n/ac

2.4/5 GHz
デュアルバ
ンド/デュア
ル無線

2.4GHz チャネル 1
〜11、36〜
64、100〜
116、132〜
140

チャネル 1
〜13、100
〜116、132
〜140

11.4.2 アクセスポイントの詳細
ワイヤレスネットワークをアクセスポイントに追加して、ゾーンごとに異なるワイヤレスネットワー
クを提供することができます (オフィスでは社内⽤ネットワーク、公共の場所ではゲスト⽤ネット
ワークなど)。アクセスポイントは、メッシュネットワークをブロードキャストするためにも使⽤でき
ます。設定項⽬としては、ネットワークの選択のほか、チャネル、出⼒、VLAN タギングなどの詳細
設定があります。
• ワイヤレスネットワークをアクセスポイントに追加するには、「新規項⽬の追加」をクリック

し、ワイヤレスネットワークを選択します。
• アクセスポイントを使ってメッシュネットワークをブロードキャストするに

は、
をクリックし、ネットワークを選択し、役割を指定します。

ヒント
⼀度に複数のアクセスポイントのネットワーク設定を管理するには、アクセスポイントグループ
を使⽤します。

アクセスポイントの編集

ID アクセスポイント ID (シリアル番号)。
ラベル ネットワーク上のアクセスポイントのラベルまた

は識別⼦。
国 アクセスポイントが配置されている国。国の設定

によって、利⽤できるチャネルが決まります。
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注
Sophos APX シリーズアクセスポイントで
は、国を変更すると、設定を保存するまで、
チャネルリストに「⾃動」オプションだけが
表⽰されます。また、Sophos APX シリー
ズアクセスポイントを再起動するまで、以前
に設定した国のチャネルリストが維持されま
す。

グループ アクセスポイントが属するグループ

メッシュネットワーク AP がブロードキャストすべきメッシュネット
ワークを選択します。「新規作成」をクリック
して、AP がブロードキャストすべきメッシュ
ネットワークをこのページから追加できます。

注
メッシュネットワークが構成されている
場合にのみ、このオプションが表⽰されま
す。

注
AP 10 と AP 30 以外のアクセスポイント
はメッシュネットワークをブロードキャス
トすることができます。

詳細設定

イーサネットへのブリッジ ローカルワイヤレスアクセスポイントをイーサ
ネットにブリッジするには、このオプションをオ
ンにします。既存の DHCP サーバーがブリッジ
ポートに使⽤されます。DHCP サーバーが存在し
ない場合は、新規サーバーが⾃動作成されます。
このオプションをオフにすると、ブリッジが削除
され、すべての設定が物理インターフェースに復
元されます。

注
この機能は、IPv4 構成でのみ利⽤可能で
す。また、SSID の種類が「「LAN へのブ
リッジ」」となっているものにのみ適⽤され
ます。

ブリッジ⽤ポート ブリッジ接続⽤のポートを選択します。
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注
このインターフェースには IP アドレスが
必要で、また、WAN ポートやその他のブ
リッジに属していないことが前提となりま
す。VLAN インターフェースとローカル Wi-
Fi をブリッジ接続することはできません。

ゾーン ブリッジ接続⽤のゾーンを選択します。WAN
ゾーンを選択することはできません。

チャネル 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz、5 GHz 帯域のチャンネルの設定。

注
「⾃動」を選択すると、最も空いている送信
⽤チャネルが⾃動的に選択されます。これに
より、転送品質と速度が向上します。

注
APX 320 の場合、使⽤可能なチャネルをす
べて利⽤できるようにするには、無線を両⽅
とも 5 GHz に設定します。

チャネルの帯域 2.4 GHz 帯域のチャネルの帯域幅を選択しま
す。チャネルの帯域帯を増加させると、低密度の
ワイヤレス環境ではスループットが増加し、⾼密
度の環境ではスループットが低下します。
デフォルト: 20 MHz

チャネルの帯域 5 GHz 5 GHz 帯域のチャネルの帯域幅を選択します。
チャネルの帯域帯を増加させると、低密度のワイ
ヤレス環境ではスループットが増加し、⾼密度の
環境ではスループットが低下します。
デフォルト: 40 MHz

Dyn Chan アクセスポイントが最適なチャネルを定期的にス
キャンします。

時間ベースのスキャン (「Dyn Chan」が有効に
なっている場合にのみ指定可能)

スキャン時間を指定できるようにします。

スキャン時間の選択 (「時間ベースのスキャ
ン」が有効になっている場合にのみ指定可能)

「新規項⽬の追加」をクリックして、スキャンス
ケジュールを選択します。

TX 出⼒ ルーターからアンテナへの送信出⼒を制御しま
す。出⼒を制御することで、到達距離や伝送速度
を調整することができます。出⼒を下げ、到達距
離を短くすると、電波⼲渉の低減などに役⽴ちま
す。

TX 出⼒ 5 GHz AP の転送能⼒を選択します。
デフォルト: 100%
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STP STP (Spanning Tree Protocol) はブリッジルー
プを防⽌します。

VLAN タグ 指定した VLAN インターフェースにアクセスポ
イントを接続します。

AP VLAN ID VLAN タギングに使⽤される VLAN ID。

11.4.3 VLAN タグの要件
アクセスポイントをワイヤレスネットワークに割り当てるには、ワイヤレスネットワークのクライア
ントトラフィックのオプションと、アクセスポイントの VLAN タグのオプションが互いに対応してい
ることが前提となります。
以下の要件を満たすようにしてください。
• 別ゾーンとして構成されているワイヤレスネットワークでは、アクセスポイントの VLAN タグ

はオンまたはオフにすることができます。
• AP VLAN へのブリッジとして構成されているワイヤレスネットワークでは、アクセスポイント

の VLAN タグをオフにします。
• VLAN へのブリッジとして構成されているワイヤレスネットワークでは、アクセスポイント

の VLAN タグをオンにします。ワイヤレスクライアントは、そのワイヤレスネットワークの
VLAN ID を使⽤するか、または、指定に従って、VLAN ID を RADIUS サーバーから受け取り
ます。

11.4.4 アクセスポイントへのワイヤレスネットワークの追加
アクセスポイントでブロードキャストするワイヤレスネットワークを選択します。
1. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、アクセスポイントをクリックします。
2. 「ワイヤレスネットワーク」リストボックスで、「新規項⽬の追加」をクリックして、ネット

ワークを選択します。

関連概念
ワイヤレスネットワーク (p. 175)
ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレスクライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラフィックの処理⽅法などを設定します。
アクセスポイント (p. 179)
WAP (ワイヤレスアクセスポイント) は Wi-Fi クライアントが有線ネットワークに接続できるように
するハードウェアデバイスです。 ファイアウォールは、AES で暗号化された通信を使って、アクセス
ポイントから構成とステータス情報を取得します。ここでは、Sophos アクセスポイントを社内ネッ
トワークに接続したり、これらのアクセスポイントを管理する⽅法を説明します。

11.5 不正 AP スキャン
不正アクセスポイントとは、許可なくネットワークに接続しているアクセスポイントを指します。不
正アクセスポイントは、トラフィックの盗聴や、中間者攻撃などに利⽤される可能性があります。
ネットワーク上のアクセスポイントをスキャンし、未認証アクセスポイントを不正アクセスポイント
としてマークすることで、このような脅威を防⽌できます。
• スキャンを定期的に⾏うには、「システム起動によるスケジュール検索の実⾏⽇時:」チェック

ボックスを選択し、スケジュールを指定して、「適⽤」をクリックします。
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• 不正アクセスポイントをスキャンするには、「今すぐ検索」をクリックします。
• アクセスポイントを承認するに

は、
をクリックします。

• アクセスポイントに不正マークを付けるに

は、
をクリックします。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。

11.6 アクセスポイントグループ
アクセスポイントをグループ化して、ワイヤレスネットワークの割り当てや VLAN タグの設定を、ア
クセスポイントグループに対して⾏うことができます。 グループを使⽤すると、複数のアクセスポイ
ントについてまとめてワイヤレスネットワークを管理できるので、便利です。

注
グループをオフにすると、グループに含まれているすべてのアクセスポイントが、ワイヤレス
ネットワークのブロードキャストを停⽌します。

全般設定

ワイヤレスネットワーク グループに追加するワイヤレスネットワーク。す
べてのネットワークが、指定したアクセスポイン
トに割り当てられます。

VLAN タグ 指定した VLAN イーサネットインターフェース
によって、アクセスポイントを接続します。

アクセスポイント 指定したワイヤレスネットワークが割り当てられ
るアクセスポイント。

関連タスク
アクセスポイントグループの追加 (p. 185)

11.6.1 アクセスポイントグループの追加
1. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイントグループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「ワイヤレスネットワーク」で、「新規項⽬の追加」をクリックして、ワイヤレスネットワーク

を選択します。
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4. 設定を指定します。

オプション 説明

VLAN タグ 指定した VLAN イーサネットインターフェース
によって、アクセスポイントを接続します。

5. 「アクセスポイント」で、「新規項⽬の追加」をクリックして、アクセスポイントを選択しま
す。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
アクセスポイントグループ (p. 185)
アクセスポイントをグループ化して、ワイヤレスネットワークの割り当てや VLAN タグの設定を、ア
クセスポイントグループに対して⾏うことができます。 グループを使⽤すると、複数のアクセスポイ
ントについてまとめてワイヤレスネットワークを管理できるので、便利です。

11.7 メッシュネットワーク
メッシュネットワークとは、ノードによってネットワークのデータを中継し、ネットワークを広範囲
に拡張するネットワークトポロジーです。 メッシュネットワークでは、アクセスポイントはルート
ノードまたはメッシュノードとして動作します。メッシュネットワークは、ワイヤレスリピータまた
はワイヤレスブリッジとして導⼊できます。

リピータ構成
アクセスポイントが起動すると、有線 LAN 経由でファイアウォールへの接続を試⾏します。接続
できた場合は、ルートアクセスポイントの役割を担います。接続できなかった場合は、メッシュア
クセスポイントの役割を担い、ネットワークにクライアントとして参加します。メッシュアクセス
ポイントは、ルートアクセスポイントの SSID をブロードキャストします。

ブリッジ構成
ブリッジ構成では、メッシュネットワークを 2 つのイーサネットネットワーク間のワイヤレス接続
として使⽤します。ワイヤレスブリッジを確⽴するには、2 つ⽬のイーサネットセグメントをメッ
シュアクセスポイントのイーサネットインターフェースに接続します。
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全般設定

メッシュ ID メッシュネットワークの⼀意の ID。アクセスポ
イントは、同じメッシュ ID をアドバタイズして
いる他のアクセスポイントを探します。

周波数帯域 メッシュネットワークが動作する帯域。
アクセスポイント メッシュネットワークに追加するアクセスポイン

ト。

関連タスク
メッシュネットワークの追加 (p. 187)
関連情報
メッシュネットワークの導⼊ (p. 196)
ルートアクセスポイントとメッシュアクセスポイントを 1つずつ含むメッシュネットワークを導⼊し
ましょう。

11.7.1 メッシュネットワークの追加
メッシュネットワークを作成すると、ランダムに⽣成されたパスフレーズを持つ WPA2-Personal
ネットワークが作成されます。このパスフレーズは、メッシュ ID をブロードキャストするように
設定された全アクセスポイントで共有されます。
1. メッシュネットワークに含めたいすべてのアクセスポイントを、有線 LAN でファイアウォールに

接続します。

注
ネットワークのすべてのメッシュアクセスポイントは、同じチャネルを使⽤する必要がありま
す。チャネルの動的選択は使⽤しないでください。アクセスポイントを再起動したときに、異
なるチャネルが選択される可能性があります。

ヒント
ネットワークの効率を最⼤化するには、ユーザーの SSID を 5 GHz に、メッシュの SSID を
2.4 GHz に設定します。

2. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、導⼊したい保留中のアクセスポイントを承
認します。

3. 「ワイヤレス」 > 「メッシュネットワーク」に移動して、「追加」をクリックします。
4. メッシュ ID を⼊⼒して、周波数帯域を選択します。
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5.
をクリックし、アクセスポイントを選択して、役割を指定します。

注
少なくとも 1 つのアクセスポイントをルートとして指定してください。Sophos アクセスポ
イントまたは Sophos APX シリーズのアクセスポイントを選択できます。

注
Sophos アクセスポイントと Sophos APX シリーズアクセスポイント間にメッシュネット
ワークを作成することはできません。また、Sophos APX シリーズアクセスポイントを使っ
てメッシュポイントを作成する場合は、アクセスポイントの両⽅の無線で 5 GHz 帯域を使⽤
することはできません。

注
Sophos APX シリーズアクセスポイントでは、メッシュネットワークの役割を指定する必要
はありません。

6. 必要に応じて、アクセスポイントを追加します。
7. 「保存」をクリックします。
8. メッシュアクセスポイントを LAN から切断し、適宜配置します。
9. アクセスポイントを再起動して、5分待機します。

関連概念
メッシュネットワーク (p. 186)
メッシュネットワークとは、ノードによってネットワークのデータを中継し、ネットワークを広範囲
に拡張するネットワークトポロジーです。 メッシュネットワークでは、アクセスポイントはルート
ノードまたはメッシュノードとして動作します。メッシュネットワークは、ワイヤレスリピータまた
はワイヤレスブリッジとして導⼊できます。

11.7.2 メッシュネットワークのトラブルシューティング

 メッシュネットワークを使⽤できない
メッシュネットワークが表⽰されるが、クライアントからインターネットに接続できない。
ネットワークが正しく設定されていない可能性があります。
• 少なくとも 1 つのルートアクセスポイントと 1 つのメッシュアクセスポイントがあることを確認

します。
• ルートアクセスポイントが有線 LAN 経由でネットワークに接続されていることを確認します。
• メッシュアクセスポイントが複数ある場合、同じチャネルにあることを確認します。
• メッシュネットワークに⼊っていないアクセスポイントが、別のチャネルにあることを確認しま

す。

 メッシュネットワークが表⽰されない
メッシュネットワークを確⽴したが、クライアントにメッシュ SSID が表⽰されない。
メッシュネットワークを設定後、使⽤できる状態になるまで、5 分ほどかかることがあります。
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1. アクセスポイントを再起動します。
2. ネットワークが表⽰されるまで、5分間待機します。
スパニングツリープロトコル (STP) により、メッシュ構成がブロックされている可能性がありま
す。
1. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、メッシュネットワーク内のアクセスポイン

トをクリックします。
2. STP を無効にします。
3. メッシュネットワーク内の他のすべてのアクセスポイントの STP を無効にします。
4. アクセスポイントを再起動します。
5. ネットワークが表⽰されるまで、5分間待機します。

 メッシュアクセスポイントがネットワークから⽋落している
メッシュネットワークを設定したが、接続が途切れる。
⼀部のアクセスポイントがメッシュネットワークに接続していない可能性があります。
• すべてのメッシュアクセスポイントが同じように設定されていることを確認します。アクセスポ

イントに設定を取り込むには、最初に有線 LAN で接続する必要があります。設定を保存したら、
メッシュアクセスポイントをネットワークから切断して、再起動します (メッシュアクセスポイン
トのうち 1 つは、接続したままにします)。

• LAN ケーブルが 1 つのメッシュアクセスポイントにのみ接続されていることを確認します。

11.8 ホットスポット
ホットスポットは、ワイヤレスルーターなどの Wi-Fi デバイスによりインターネット接続を提供する
ネットワークノードです。 ホットスポットは⼀般的に、共⽤エリアでゲストにアクセスを提供するた
めに使⽤されます。ホットスポットにインターフェースを追加すると、関連付けられたアクセスポイ
ントがホットスポットとして動作します。ホットスポットでは、さまざまな保護機能と認証⽅法がサ
ポートされています。
ホットスポットを追加すると、ファイアウォールにより、該当するファイアウォールルールが作成
されます。このルールにより、ポリシーを施⾏したり、トラフィックをスキャンしたりすることが
できます。

注
公共ホットスポットを設置する場所によっては、コンテンツや使⽤に関する制限が課されること
があります。また、ホットスポットを登録する必要がある場合もあります。ホットスポットの導
⼊前に、該当する法律を確認してください。

ユーザーをキャプティブポータルまたはログインページにリダイレクトし、利⽤規約への同意を
求めるか、⽣成したパスワードまたはバウチャーを使って認証するように促します。ログイン後、
ユーザーを特定の URL (会社のホームページなど) にリダイレクトすることができます。

全般設定

HTTPS へのリダイレクト デフォルトの IP アドレスまたは指定したホスト
名を使って、HTTPS にトラフィックをリダイレ
クトします。
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ログイン後 URL にリダイレクト ログオンしたユーザーを、指定したページ (会社
のホームページなど) にリダイレクトします。

カスタマイズの有効化 カスタムログインページまたはバウチャーを使⽤
します。

関連タスク
ホットスポットの追加 (p. 190)
関連情報
カスタムログインページ付きのホットスポットの導⼊ (p. 202)
ホットスポットを作成して、カスタマイズしたログインページを表⽰しましょう。

11.8.1 ホットスポットの追加
1. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポット」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「インターフェース」で、「新規項⽬の追加」をクリックし、ホットスポット⽤のインター

フェースを選択します。
4. 必要に応じてポリシーを選択します。

オプション 説明

アプリケーションフィルタポリシー 選択したポリシーに従って、アプリケーション
へのアクセスを制御します。

Web ポリシー 選択したポリシーに従って、Web コンテンツ
へのアクセスを制御します。

IPS ポリシー 選択したポリシーに従って、ネットワークを攻
撃から保護します。

トラフィックシェーピングポリシー 選択したポリシーに従って、トラフィックを制
御します。

5. 設定を指定します。

オプション 説明

HTTPS へのリダイレクト デフォルトの IP アドレスまたは指定したホス
ト名を使って、HTTPS にトラフィックをリダ
イレクトします。

6. ホットスポットの種類を選択します。

オプション 説明

利⽤規約の許諾 利⽤規約の同意後、ユーザーがインターネット
にアクセスすることを許可します。
セッションの有効期限を定義することができ
ます。期限切れになると、ユーザーは再び利
⽤規約に同意する必要があります。
表⽰されたフィールドに利⽤規約を⼊⼒して
ください。
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オプション 説明

当⽇有効パスワード ⽣成されたパスワードを使って、ユーザーがイ
ンターネットにアクセスすることを許可しま
す。
パスワードは、選択した作成時間に基づいて
新規パスワードが⽣成されるまでの間、有効
です。新規パスワードが⽣成されると、現在
のセッションが終了します。ユーザーは新規
パスワードを使ってログインする必要があり
ます。
ユーザーはユーザーポータルからパスワー
ドを⼊⼿できます。指定したメールアドレス
にパスワードを送信するオプションもありま
す。
パスワードを、選択したインターフェースの
ワイヤレスネットワークの PSK と同期させる
と、該当するすべてのアクセスポイントが再
設定され、再起動します。
パスワードを変更できる管理ユーザーを指定
します。
ユーザーに利⽤規約に同意するよう求めるこ
ともできます。表⽰されたフィールドに利⽤
規約を⼊⼒してください。

バウチャー 指定したバウチャー定義を使って、ユーザーが
インターネットにアクセスすることを許可しま
す。
ユーザーはユーザーポータルからバウチャー
を⼊⼿します。
1つのバウチャーで接続できるデバイス数を
指定します。
バウチャーを作成できる管理ユーザーを指定
します。
ユーザーに利⽤規約に同意するよう求めるこ
ともできます。表⽰されたフィールドに利⽤
規約を⼊⼒してください。

7. 設定を指定します。

オプション 説明

ログイン後 URL にリダイレクト ログオンしたユーザーを、指定したページ (会
社のホームページなど) にリダイレクトしま
す。

8. カスタムログインページまたはバウチャーを使⽤する場合は、「カスタマイズの有効化」の「オ
ン/オフ」スイッチをクリックし、カスタマイズの種類を指定します。
• 「フル」を選択して、ログインページのテンプレートとスタイルシートをアップロードしま

す。
• 「ベーシック」を選択して、設定を指定します。このカスタマイズでは、ユーザーに表⽰する

ロゴとカスタムテキストを指定することができます。
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オプション 説明

ロゴ ログインページに表⽰する画像ファイ
ル。サポートされているファイル形式は
jpg、jpeg、png、gif です。画像の幅は最⼤
300 ピクセル、⾼さは最⼤ 100 ピクセルが推
奨されています。

ロゴを推奨サイズに調整する 推奨サイズを超える場合、ロゴのサイズは推奨
サイズに調整されます。

タイトル ログインページのメイン (バナー) ヘッダー。

カスタムテキスト ログインページに追加するテキスト (ネット
ワーク SSID など)。シンプル HTML マーク
アップおよびハイパーリンクが許可されます。

バウチャーのテンプレート バウチャーテンプレートをアップロードしま
す。

9. 「保存」をクリックします。

関連概念
ホットスポット (p. 189)
ホットスポットは、ワイヤレスルーターなどの Wi-Fi デバイスによりインターネット接続を提供する
ネットワークノードです。 ホットスポットは⼀般的に、共⽤エリアでゲストにアクセスを提供するた
めに使⽤されます。ホットスポットにインターフェースを追加すると、関連付けられたアクセスポイ
ントがホットスポットとして動作します。ホットスポットでは、さまざまな保護機能と認証⽅法がサ
ポートされています。

11.8.2 ログインページのテンプレート
ログインページのテンプレートには、ユーザーがネットワークにホットスポット経由でログインする
ときに必要なアクセス情報とフォームが含まれます。ログインページは HTML で記述されており、
ページの⽣成時に置換される変数を含みます。指定した条件が満たされた場合にのみ処理される条件
付きブロックも作成することができます。使⽤例については、「ワイヤレス」 > 「ホットスポットの
設定」にあるログインページのテンプレートを参照してください。

表 12 : 変数

名前 定義

<?admin_message?> 「管理の質問についてはご連絡ください:」

<?admin_contact?> 「管理」 > 「通知の設定」で定義したメールアドレス
に通知を送信します。

<?asset_path?> フルカスタマイズ⽤の画像とスタイルシートを保存す
るディレクトリ。例: <img src="<?asset_path?>/
logo.png">。

<?company_logo?> ベーシックカスタマイズ⽤の会社ロゴ (「ワイヤレ
ス」 > 「ホットスポット」で定義)。

<?company_text?> デフォルトの会社のテキスト (「ワイヤレス」 >
「ホットスポット」で定義)。

<?error?> ログインできなかったときに返されるエラー

<?location?> 要求された URL
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名前 定義

<?location_host?> ユーザーが要求した URL のホスト名

<?login_form?> ホットスポットの種類に応じたログインフォーム。
ユーザー名とパスワードのテキストボックス、トーク
ンのテキストボックス、「「同意」」チェックボック
スなど。

<?maclimit?> バウチャーあたり許可されるデバイス数 (「ワイヤレ
ス」 > 「ホットスポット」で定義)。

<?numdevices?> バウチャーで使⽤されるデバイス数 (テンプレートで
定義)。

<?redirect_host?> リダイレクト URL (「ワイヤレス」 > 「ホットスポッ
ト」で定義)。

<?terms?> 利⽤規約 (「ワイヤレス」 > 「ホットスポット」で定
義)。

<?time_total?> バウチャーで許可される総時間 (「ワイヤレス」 >
「ホットスポットバウチャー定義」で定義)。

<?timeend?> バウチャーの有効期間 (「ワイヤレス」 > 「ホットス
ポットバウチャー定義」で定義)。

<?traffic_total?> バウチャーで許可される総データ量 (「ワイヤレス」
> 「ホットスポットバウチャー定義」 で定義)。

表 13 : 条件付きブロック

名前 定義

<?if_loggedin?> ユーザーがログインに成功した時にセクションが表⽰
されます。

<?if_notloggedin?> ユーザーがまだログインしていない時にセクションが
表⽰されます (利⽤規約への同意前や、エラーの発⽣
時など)。

<?if_authtype_password?> ホットスポットの種類が「「当⽇有効パスワー
ド」」の時にセクションが表⽰されます。

<?if_authtype_disclaimer?> ホットスポットの種類が「「利⽤規約の同意」」の時
にセクションが表⽰されます。

<?if_authtype_token?> ホットスポットの種類が「「バウチャー」」の時にセ
クションが表⽰されます。

<?if_location?> ユーザーがリダイレクトされた時にセクションが表⽰
されます。

<?if_redirect_url?> 「ログイン後 URL にリダイレクト」がオンの時にセ
クションが表⽰されます。

<?if_not_redirect_url?> 「ログイン後 URL にリダイレクト」がオフの時にセ
クションが表⽰されます。

<?if_timelimit?> バウチャーの有効期間が設定されている時にセクショ
ンが表⽰されます。

<?if_trafficlimit?> バウチャーのデータ量が設定されている時にセクショ
ンが表⽰されます。

<?if_timequota?> バウチャーの時間割当て量が設定されている時にセク
ションが表⽰されます。

<?if_maclimit?> 「バウチャー別デバイス」の値が指定されている時に
セクションが表⽰されます。
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名前 定義

<?if_terms?> 「利⽤規約」がオンで、利⽤規約が定義されている時
にセクションが表⽰されます。

<?if_error?> ログイン試⾏時にエラーが⽣じた時にセクションが表
⽰されます。

カスタムログインフォーム
「<?login_form?>」にあらかじめ定義したフォーム以外のログインフォームを作成することがで
きます。
次のタグ内にフォームを含めます。

<form action="?action=login" method="POST">  ...  </form>

「「利⽤規約の同意」」を使⽤するホットスポットの場合は、「同意」チェックボックスを追加し
ます。

<input type="checkbox" name="accept" value="true">

「「当⽇有効パスワード」」またはバウチャーを使⽤するホットスポットの場合は、トークン⽤の
テキストボックスを追加します。

<input type="text" name="token">

フォームの送信⼿段 (ログインボタンなど) を追加します。

<input type="submit" name="login" value="Login">

11.8.3 バウチャーのテンプレート
バウチャーのテンプレートには、時間や使⽤量の割り当てなどの情報が含まれます。バウチャーは、
バウチャー型ホットスポット経由でアクセスするユーザーに提供されます。バウチャーテンプレー
トは、独⾃のページレイアウトやワードプロセッサを使⽤して作成し、PDF 形式で保存します。テ
ンプレートには、バウチャーの⽣成時に置換される変数を含めることができます。使⽤例について
は、「ワイヤレス」 > 「ホットスポットの設定」にあるバウチャーのテンプレートを参照してくださ
い。

表 14 : 変数

名前 定義

<?ssid0?>, <?ssid1?>, <?ssid2?>, ... ワイヤレスネットワークの SSID (「ワイヤレスネット
ワーク」で定義)。

<?psk0?>, <?psk1?>, <?psk2?>, ... ワイヤレスネットワークのパスフレーズ / PSK (「ワ
イヤレスネットワーク」で定義)。

<?code?> バウチャーコード

<?validity?> バウチャーの有効期間 (「ホットスポットバウチャー
定義」で定義)。

<?datalimit?> バウチャーのデータ量 (「ホットスポットバウチャー
定義」で定義)。
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名前 定義

<?timelimit?> バウチャーの割り当て時間 (「ホットスポットバウ
チャー定義」で定義)。

<?comment?> バウチャーの説明 (「ホットスポットバウチャー定
義」で定義)。

<?qr0?> ホットスポットのアクセスデータがエンコードされた
QR コード

推奨事項
• 各変数は、別の⾏に配置してください。
• 標準のシステムフォントのみを使⽤してください。
• PDF ファイルの最終⾏に、⽂字セットを定義してください。この⽂字列はバウチャーの⽣成時

に削除されます。詳しくは、テンプレートの例を参照してください。

11.9 ホットスポットの設定
ここでは、ホットスポットのその他の設定について説明します。たとえば、バウチャーを削除する⽅
法や、HTTPS 認証⽤の証明書の設定⽅法などを説明します。
• 期限切れバウチャーをデータベースから削除するには、「期限切れバウチャーの削除」をオンに

し、間隔を指定し、「適⽤」をクリックします。
• HTTPS ログインで証明書を使⽤するには、証明書を選択し、「適⽤」をクリックします。
• 認証されなかったユーザーがアクセスできるネットワークを指定するには、「新規項⽬の追

加」をクリックし、ネットワークまたはホストを選択し、「適⽤」をクリックします。

テンプレートのダウンロード
ログインページのテンプレートとバウチャーのテンプレートをダウンロードし、会社のロゴを⼊れ
たり、⾃社のセキュリティ要件に合わせて変更することができます。

11.10 ホットスポットバウチャー定義
ホットスポットのバウチャーには、ネットワークアクセスに関する情報を指定します。 バウチャーの
定義を使⽤して、バウチャーの有効期間や、ユーザーへの割り当て時間、データ量を制限することが
できます。

全般設定

有効期限 バウチャーの有効期間。最初のログオン時を基点
とします。

時間割当て バウチャーで許可される最⼤接続時間。時間の計
測は、ログオン時から始まり、ログオフで停⽌し
ます。5 分間操作がない場合は、計測が停⽌しま
す。
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データボリューム バウチャーで許可される最⼤データ転送量。

関連タスク
ホットスポットバウチャーの定義の追加 (p. 196)
関連情報
ホットスポットバウチャーによるゲストアクセスの許可 (p. 203)
ゲストがバウチャーを使ってワイヤレスネットワークにアクセスすることを許可しましょう。

11.10.1 ホットスポットバウチャーの定義の追加
1. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポットバウチャー定義」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

有効期限 バウチャーの有効期間。最初のログオン時を基
点とします。

時間割当て バウチャーで許可される最⼤接続時間。時間の
計測は、ログオン時から始まり、ログオフで停
⽌します。5 分間操作がない場合は、計測が停
⽌します。

データボリューム バウチャーで許可される最⼤データ転送量。
4. 「保存」をクリックします。

関連概念
ホットスポットバウチャー定義 (p. 195)
ホットスポットのバウチャーには、ネットワークアクセスに関する情報を指定します。 バウチャーの
定義を使⽤して、バウチャーの有効期間や、ユーザーへの割り当て時間、データ量を制限することが
できます。

11.11 メッシュネットワークの導⼊
ルートアクセスポイントとメッシュアクセスポイントを 1つずつ含むメッシュネットワークを導⼊し
ましょう。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• アクセスポイントを接続して、メッシュ構成を受信する。
• ルートアクセスポイントとメッシュアクセスポイントを 1つずつ含むメッシュネットワークを構成

する。

関連概念
メッシュネットワーク (p. 186)
メッシュネットワークとは、ノードによってネットワークのデータを中継し、ネットワークを広範囲
に拡張するネットワークトポロジーです。 メッシュネットワークでは、アクセスポイントはルート
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ノードまたはメッシュノードとして動作します。メッシュネットワークは、ワイヤレスリピータまた
はワイヤレスブリッジとして導⼊できます。

 アクセスポイントのファイアウォールへの接続
1. メッシュネットワークに含めたいすべてのアクセスポイントを、有線 LAN でファイアウォールに

接続します。

注
ネットワークのすべてのメッシュアクセスポイントは、同じチャネルを使⽤する必要がありま
す。チャネルの動的選択は使⽤しないでください。アクセスポイントを再起動したときに、異
なるチャネルが選択される可能性があります。

ヒント
ネットワークの効率を最⼤化するには、ルートアクセスポイントを 5 GHz に、メッシュアク
セスポイントを 2.4 GHz に設定します。

2. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、導⼊したい保留中のアクセスポイントを承
認します。

 メッシュネットワークの作成とアクセスポイントの設定
1. 「ワイヤレス」 > 「メッシュネットワーク」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

メッシュ ID <マイ メッシュネットワーク>

周波数帯域 5 GHz
3.

をクリックして、設定を指定します。

オプション 説明

アクセスポイント <AP>

役割 ルートアクセスポイント

注
ルートアクセスポイントとメッシュアクセスポイントを、少なくとも 1つずつ指定してくださ
い。

注
Sophos アクセスポイントと Sophos APX シリーズアクセスポイント間にメッシュネット
ワークを作成することはできません。また、Sophos APX シリーズアクセスポイントを使っ
てメッシュポイントを作成する場合は、アクセスポイントの両⽅の無線で 5 GHz 帯域を使⽤
することはできません。
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4. 少なくとももう 1つ、アクセスポイントを追加します。
5. 「保存」をクリックします。

メッシュアクセスポイントを有線ネットワークから切断できます。
6. メッシュアクセスポイントを有線ネットワークから切断し、適宜配置します。
7. アクセスポイントを再起動して、5分待機します。

11.12 ワイヤレスネットワーク (別ゾーン) の導⼊
ゲスト⽤のワイヤレスネットワークを作成し、定義済みの IP アドレス範囲からアドレスを割り当てま
しょう。また、マルウェアの感染源であることがわかっているホストからのアクセスをブロックしま
しょう。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• ワイヤレス専⽤ゾーンを、脅威およびマルウェアから保護する
• ゾーン内でゲスト⽤ワイヤレスネットワークを作成し、アドレス範囲をネットワークに割り当て

る
• 指定ホストからのネットワークアクセスをブロックする
• ネットワーク⽤の DHCP サーバーを作成し、ホストが IP アドレスとゲートウェイを受信できる

ようにする
• ネットワークをアクセスポイントに割り当てる

関連概念
ワイヤレスネットワーク (p. 175)
ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレスクライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラフィックの処理⽅法などを設定します。
DHCP (p. 343)
ファイアウォールでは、RFC 2131 (IPv4) および RFC 3315 (IPv6) の定義に従って、DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) をサポートしています。DHCP サーバーを使って、ネット
ワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てることができます。 DHCP リレーを使え
ば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを割り当てることもで
きます。 また、リースレコードを表⽰することもできます。

 ワイヤレスゾーンでの脅威やマルウェアの防⽌
1. 「ワイヤレス」 > 「ワイヤレス設定」に進んでください。
2. 「オン/オフ」スイッチをクリックして、ワイヤレスプロテクションをオンにします。
3. 許可されたゾーンのリストで、「新規項⽬の追加」をクリックして、「Wi-Fi」チェックボックス

を選択します。
4. 「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。
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選択したゾーンのトラフィックに脅威やマルウェアがないかどうかスキャンされます。

 ブロックするホストのリストの作成
1. 「ホストとサービス」 > 「MAC ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 不正なホスト

種類 MAC リスト

MAC アドレス 00:16:76:49:33:CE、00-16-76-49-33-CE

 ワイヤレスネットワーク (別ゾーン) の作成
1. 「ワイヤレス」 > 「ワイヤレスネットワーク」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 ゲスト

SSID ゲスト

セキュリティモード WPA2 Personal

クライアントトラフィック 別ゾーン

ゾーン WiFi

IP アドレス 192.0.2.1

ネットマスク /24 (255.255.255.0)
3. パスワードを⼊⼒して確認します。
4. 「詳細設定」をクリックして、設定を指定します。

オプション 説明

MAC フィルタリング ブラックリスト

MAC リスト 不正なホスト
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定義したワイヤレスネットワークとそれに対応する仮想インターフェースが、ファイアウォールに
追加されます。ゲストがネットワークにアクセスすると、指定された範囲から IP アドレスが割り当
てられます。ブラックリストに指定されているデバイスは、ネットワークにアクセスすることがで
きません。

 DHCP サーバーの作成
1. 「ネットワーク」 > 「DHCP」に進んでください。
2. サーバーリストで、「追加」をクリックします。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 ゲストDHCP

インターフェース ゲスト

開始 IP 192.0.2.2

終了 IP 192.0.2.255

サブネットマスク /24 (255.255.255.0)

ドメイン名 guest.example.com

ゲートウェイ ゲートウェイとしてインターフェース IP を使
⽤

デフォルトのリース時間 1440

最⼤リース時間 2880

競合の検出 有効化

DNS サーバー XG Firewall の DNS 設定を使⽤

ゲストネットワークにアクセスしたゲストには、指定した IP アドレス範囲からアドレスが割り当
てられます。

 ワイヤレスネットワークのアクセスポイントへの追加
1. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、アクティブアクセスポイントをクリックし

ます。
2. アクセスポイントがある国を選択します。
3. ワイヤレスネットワークリストで、「新規項⽬の追加」をクリックして、対象のネットワークを

選択します。
これで、ネットワークが導⼊されます。
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11.13 ワイヤレスネットワーク (AP LAN へのブ
リッジ) の導⼊
ワイヤレスクライアントが、アクセスポイント LAN と同じアドレス範囲を使⽤するようにしましょ
う。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• AP LAN にブリッジするワイヤレスネットワークを作成する
• ブラックリストに含まれるデバイスがネットワークにアクセスできないようにする
• ネットワークをアクセスポイントに割り当てる
• ブリッジインターフェースを作成する

関連概念
ワイヤレスネットワーク (p. 175)
ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレスクライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラフィックの処理⽅法などを設定します。

 ワイヤレスネットワーク (AP LAN へのブリッジ) の作成
1. 「ワイヤレス」 > 「ワイヤレスネットワーク」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 ブリッジ

SSID ブリッジ

セキュリティモード WPA2 Personal

クライアントトラフィック AP の LAN にブリッジ
3. パスワードを⼊⼒して確認します。
4. 「詳細設定」をクリックして、設定を指定します。

オプション 説明

MAC フィルタリング ブラックリスト

MAC リスト 不正なホスト

定義したワイヤレスネットワークとそれに対応する仮想インターフェースが、ファイアウォールに
追加されます。ブラックリストに指定されているデバイスは、ネットワークにアクセスすることが
できません。
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 ワイヤレスネットワークのアクセスポイントへの追加
1. 「ワイヤレス」 > 「アクセスポイント」に移動して、アクティブアクセスポイントをクリックし

ます。
2. アクセスポイントがある国を選択します。
3. ワイヤレスネットワークリストで、「新規項⽬の追加」をクリックして、対象のネットワークを

選択します。
これで、ネットワークが導⼊されます。

 ブリッジインターフェースの作成
1. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に進んでください。
2. 「インターフェースの追加」をクリックし、「ブリッジの追加」を選択します。
3. 以下のように設定します。

オプション 説明

名前 ブリッジインターフェース

インターフェース Port1 > LAN

インターフェース Port2 > WiFi

開始 IP <IP アドレス>

終了 IP <IP アドレス>

サブネットマスク /24 (255.255.255.0)

ドメイン名 site.example.com

ゲートウェイ ゲートウェイとしてインターフェース IP を使
⽤

ゲストネットワークにアクセスしたクライアントには、指定した IP アドレス範囲からアドレスが
割り当てられます。

11.14 カスタムログインページ付きのホットス
ポットの導⼊
ホットスポットを作成して、カスタマイズしたログインページを表⽰しましょう。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• ホットスポットを作成する
• ログインページのテンプレートをカスタマイズする
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関連概念
ホットスポット (p. 189)
ホットスポットは、ワイヤレスルーターなどの Wi-Fi デバイスによりインターネット接続を提供する
ネットワークノードです。 ホットスポットは⼀般的に、共⽤エリアでゲストにアクセスを提供するた
めに使⽤されます。ホットスポットにインターフェースを追加すると、関連付けられたアクセスポイ
ントがホットスポットとして動作します。ホットスポットでは、さまざまな保護機能と認証⽅法がサ
ポートされています。

 ホットスポットの作成
1. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポット」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. インターフェースのリストで、「新規項⽬の追加」をクリックして、必要なインターフェースを

選択します。
4. 「選択した項⽬を適⽤」をクリックします。
5. 「保存」をクリックします。

 ログインページのテンプレートのカスタマイズ
1. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポットの設定」に進んでください。
2. 「ログインページのテンプレート」をクリックして、ダウンロードします。
3. テンプレートをカスタマイズします。
4. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポット」に移動して、対象のホットスポットをクリックします。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

カスタマイズの有効化 有効化

カスタマイズの種類 Full

ログインページのテンプレート 参照

画像/スタイルシート 参照してアップロード

11.15 ホットスポットバウチャーによるゲストア
クセスの許可
ゲストがバウチャーを使ってワイヤレスネットワークにアクセスすることを許可しましょう。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• バウチャーの定義を作成する
• バウチャーによってアクセスを許可するホットスポットを作成する
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ホットスポットバウチャー定義 (p. 195)
ホットスポットのバウチャーには、ネットワークアクセスに関する情報を指定します。 バウチャーの
定義を使⽤して、バウチャーの有効期間や、ユーザーへの割り当て時間、データ量を制限することが
できます。

 バウチャーの定義の作成
1. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポットバウチャー定義」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 1週間、5GB

有効期限 7 ⽇

データボリューム 5GB

有効期間が 7 ⽇間、許容データ転送量が 5 GB のバウチャーを作成しました。

 バウチャー型ホットスポットの作成
1. 「ワイヤレス」 > 「ホットスポット」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 ゲスト

インターフェース GuestAP

ホットスポットの種類 バウチャー

バウチャー定義 1週間、5GB

管理ユーザー ゲストグループ



章 12

12 メール
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
「メール」タブでは、SMTP/S、POP/S、IMAP/S の設定、メールセキュリティポリシー、SPX
(Secure PDF eXchange)、データコントロールを設定できます。
デバイスは、スパム、ボットネット、フィッシング攻撃、スパイウェアなどの混合型攻撃やゼロア
ワー脅威など、⾼度な攻撃からシステムを防御するメールセキュリティを提供します。基本のメー
ルプロテクションには次が含まれます。
• メールサーバーから/へのメールトラフィックを許可または拒否するためのポリシーの作成
• メールトラフィックへのスパム対策、マルウェア対策、データ保護、ファイル保護の適⽤
• SPX
• スキャンのメールしきい値サイズの設定
• ウイルス検出時の操作の指定
• 送信者または受信者に基づいたメールのブロック
• 特定ファイル形式のメールのブロック
SMTP 導⼊モード
2 つの導⼊モードが利⽤可能です:
• レガシーモード :
• MTA モード
レガシーモード :
レガシモードでは、Sophos XG Firewall はメールのマルウェアおよびスパムをスキャンして SPX
暗号化とデータ保護を適⽤する透過プロキシとして動作します。
MTA モード
MTA モードでは、Sophos XG Firewall はメール転送エージェント (MTA) として動作しま
す。MTA とはメールを受信し、指定した宛先にルーティングするサービスです。
プロキシとしてメールトラフィックを転送するのではなく、メールのルーティングを⾏う必要があ
る場合は、MTA モードを使⽤します。
MTA モードでは、以下の機能を使⽤できます。
• メールのリレーおよびルーティングを実⾏します。メール > リレーの設定 で、メールのリレー

を設定します。
• SMTP ポリシーを使⽤して複数のメールサーバーを保護します。「メール」 > 「ポリシー」 >

「SMTP ポリシー」の順にアクセスして、メールドメインの保護を定義することができます。
• 「メール」 > 「メールスプール」で、待機中または配信できなかったメールメッセージを表⽰

します。
• 「メール」 > 「メールログ」で、デバイスが処理したすべてのメールのログを表⽰します。
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12.1 MTA モード

12.1.1 ポリシーと例外
ポリシーと例外を使って、メールのルーティングや、スパム対策、マルウェア対策、ファイル保護、
データ保護を制御することができます。たとえば、例外を作成して、特定の送信者と受信者をチェッ
クの対象外にできます。また、SMTP と POP-IMAP のポリシーを指定できます。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
MTA モードは Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM SG105 以降
のモデルでのみ利⽤可能です。
• 新しい SMTP ポリシーを追加するには、「ポリシーの追加」をクリックして、「SMTP ルーティ

ング & スキャン」をクリックします。
• 新しい POP-IMAP ポリシーを追加するには、「ポリシーの追加」をクリックして、「POP-

IMAP スキャン」をクリックします。
• ポリシーを編集するに

は、
をクリックします。

SMTP ルーティング & スキャンポリシー
SMTP ルーティング & スキャンポリシーによって、社内メールサーバー上の複数のドメインを保護
することができます。このポリシーを使⽤して、サーバーをリモート攻撃から保護するとともに、
ウイルススキャン、メール暗号化、メールフィルタリングサービスを実⾏します。

POP-IMAP スキャンポリシー
XG Firewall はデフォルトの POP-IMAP スキャンポリシー (default-pop-av) を POP3/S および
IMAP/S トラフィックに適⽤し、ウイルスに感染した添付ファイルをメールから削除し、メール本
⽂を通知メッセージに置き換えます。
スパムメールは、隔離エリアに⾃動的に保存されます。ユーザーは、スパムまたはスパムの可能性
があるとして隔離されたメールを管理することができます。
スパム属性の検出
コンテンツフィルタリングと、プレミアム / スタンダードの RBL (リアルタイムブラックホールリ
スト) を使⽤して、SMTP/S、POP3/S、IMAP/S のメールにスパムの属性が含まれているかどうか
をチェックします。
RBL は、スパム拡散に直接的に関与しているか、またはハイジャックされてスパムリレーに利⽤さ
れている IP アドレスのリストです。接続元の IP アドレスをすべての RBL に対して照合し、IP ア
ドレスがリスト中の IP アドレスと⼀致した場合は、ポリシーに指定したアクションが適⽤されま
す。
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 SMTP ルーティング & スキャンポリシーの追加

SMTP ルーティング & スキャンポリシーはメール転送エージェント （MTA） モードが有効に
なっている場合にのみ表⽰されます。MTA モードはSophos Firewall XG105、Cyberoam
CR25iNG、Sophos UTM SG105 以降のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
SMTP ルーティング & スキャンのポリシーを使⽤すると、メールをスパムやマルウェアから保護し
たり、SPX でメールを暗号化してデータやファイルを保護することができます。
1. 「メール」 > 「ポリシーと例外」の順にアクセスして、「ポリシーの追加」をクリックしま

す。「SMTP ルーティング & スキャン」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「ドメインとルーティングターゲット」の詳細を⼊⼒します。

保護対象ドメイン ドメインを選択します。ここで選択したド
メインで受信・送信するメールにポリシーが
適⽤されます。新しいドメインを追加するに
は、「新規作成」をクリックします。
保護対象ドメインのユーザーが受信するメー
ルを受信メールと呼びます。
保護対象ドメインのユーザーが送信するメー
ルを送信メールと呼びます。
保護対象ドメインのユーザー間でやりとりす
るメールを内部メールと呼びます。

注
メールアドレスを指定することはできませ
ん。既存のメールアドレスおよび移⾏した
メールアドレスには、指定した設定が XG
Firewall によって継続的に適⽤されます
が、これらのアドレスを編集することはで
きません。

ルート : 転送先のメールサーバーを選択します。次のい
ずれかのサーバータイプを選択します。
利⽤可能なオプション:
スタティックホスト: 「ホストの⼀覧」から、
内部メールサーバーのスタティック IP アド
レスを選択します。選択したホストのうち、
最初のホストにアクセスできない場合は、
次のホストにメールを転送します。メールが
転送されるまで、この処理をリストの末尾ま
で繰り返します。新しいホストを作成するに
は、「作成」をクリックします。 DNS ホス
ト: DNS ホスト名を選択して指定します (例:
mailserver.example.com)。複数の A レコー
ドがある DNS 名については、各サーバーにラ
ンダムにメールを配信します。サーバーにエ
ラーが⽣じた場合は、⾃動的に他のサーバー
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にメールをルーティングします。 MX: MX レ
コードに基づいてメールをルーティングしま
す。

グローバルアクション 操作を指定します。許可: このドメイン宛ての
メールをすべて許可します。ドロップダウンリ
ストから SPX テンプレートを選択して、送信
メールに SPX 暗号化を適⽤することができま
す。拒否: このドメイン宛てのメールをすべて
拒否します。送信者には通知が送信されます。

4. スパム対策をオンにします。
a) 「受信スパムのチェック」を選択します。
b) 未知のメールサーバーの IP アドレスからの受信メールを⼀時的に拒否する場合は、「グレー

リストを使⽤」を選択します。正規のサーバーであれば、拒否されたメールの送信を繰り返し
再試⾏するので、ファイアウォールはこれらのメールを受け⼊れます。この送信者の IP アド
レスは⼀定期間、グレーリストに登録されます。

c) 「SPF に基づいてブロックする」を選択します。SPF (Sender Policy Framework) では、送
信者の正規メールサーバーの IP アドレスを DNS レコードで確認し、不正なサーバーからの
メールを拒否します。

d) ブラックリストに記載されている IP アドレスからのメールを拒否するには、「RBL に基づい
てブロックする」を選択し、RBL サービスを選択します。

e) 「受信者検証」の設定を指定します。
利⽤可能な操作:
• オフ
• Callout を使⽤。受信者のメールアドレスを、宛先メールサーバーのユーザーアカウン

トと照合します。存在しないユーザーへのメールは拒否します。⼀定期間、メールサー
バーに到達不可能な場合は、メールを受け⼊れます。

• Active Directory で。AD サーバー上で、簡易 / SSL / STARTTLS プロトコルを使って
受信メールの受信者を検証します。AD サーバー、バインド DN、ベース DN を指定し
ます。

注
検証は 30 秒後にタイムアウトになります。

注
バインド DN は、指定した AD サーバーで設定されている管理者ユーザーの⼀般名 (CN)
を含む完全な識別名 (DN) です。

CN=Administrator,CN=Users,DC=example,DC=com

注
ベース DN は、AD サーバーにおける検索の開始点となるベース識別名 (DN) です。

DC=example,DC=com

f) 上記の設定に基づき適⽤する「スパムに適⽤する動作」と「スパムの可能性があるメールに適
⽤する動作」を選択します。
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注
これらの処理は、SPF と RBL チェックには適⽤されません。これらのチェックで問題が
⾒つかると、そのメールは拒否されます。

利⽤可能な操作:
• なし
• 警告: 件名にプレフィックスを追加して受信者にメールを配信します。「件名にプレフィッ

クスを追加」でプレフィックスを指定します。
• 隔離
• 破棄する: 送信者に通知を送信せずメールを破棄します。
デフォルト: 破棄する

5. マルウェア対策をオンにします。

スキャン スキャンの詳細を選択します。
利⽤可能な操作:
無効: メールはスキャンされません。 有効: デ
バイスのマルウェア対策エンジンを使⽤して
メールがスキャンされます。

注
Sophos Firewall XG105、Cyberoam
CR500iNG、Sophos UTM SG105 以降の
モデルでは、「有効」の代わりに以下のオ
プションがあります。
シングルウイルス対策エンジン: プライマ
リマルウェア対策エンジンを使って、メー
ルをスキャンします。
デュアルウイルス対策エンジン: プライマ
リとセカンダリの両⽅のマルウェア対策
エンジンを使って、メールをスキャンしま
す。
「メール」 > 「全般設定」 > 「マルウェ
ア対策」に移動して、「プライマリマル
ウェア対策エンジン」を選択します。

Sandstorm でゼロデイ脅威を検出
(Sandstorm モジュールが必要)

有効にすると、メールが Sandstorm 分析に送
信されます。Sandstorm によって未感染と判
定されたメールは受信者に配信されます。悪質
と判定されたメールには、選択した処理が適⽤
されます。
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注
Avira がプライマリマルウェア対策エンジ
ンである場合は、シングルスキャンを指定
することはできません。エンジンを変更す
るには、「全般設定」 > 「マルウェア対
策」または「システムサービス」 > 「マ
ルウェア対策」に移動します。

スキャンしたファイルサイズ (「Sandstorm
でゼロデイ脅威を検出」が有効な場合に利⽤可
能)

Sandstorm で分析するファイルサイズを⼊⼒
します。このサイズを超えるファイルは、分析
されません。

マルウェア対策の動作 悪質なメールに適⽤するアクションを選択しま
す。
利⽤可能な操作:
• なし
• 警告: 件名にプレフィックスを追加して受

信者にメールを配信します。「件名にプレ
フィックスを追加」でプレフィックスを指
定します。

• 隔離
• 破棄する: 送信者に通知を送信せずメール

を破棄します。

送信者に通知 メールが感染していたことを送信者に通知しま
す。

スキャン不可なコンテンツの隔離 スキャンできないメールを隔離します。たと
えば、破損しているファイルや、暗号化、圧
縮されているファイル、サイズが⼤きすぎる
メール、内部エラーによってスキャンできな
かったメールなどが対象になります。

6. 特定の添付ファイルをブロックするには、「ファイル保護」をオンにしてください。

ブロックするファイルタイプ ブロックする添付ファイルのタイプを選択し
ます。該当する MIME ヘッダーが「MIME ホ
ワイトリスト」に⾃動的に挿⼊されます。
ファイルタイプを複数選ぶには、Ctrl+Shift
を押しながら選択します。
デバイスには、デフォルトのファイルタイプ
と拡張⼦のリストが備わっています。「メー
ル」
... > 「ファイルタイプ」で、ファイルの拡張
⼦のリストを参照できます。
添付ファイルを含むメールをブロックするに
は、「すべて」を選択します。
添付ファイルを含むメールを許可するに
は、「なし」を選択します。
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MIME ホワイトリスト マルウェアスキャン時に許可される MIME ヘッ
ダーを選択します。選択しなかったヘッダー
は、ブロックされます。

指定サイズを超えたメッセージをドロップ : スキャンするファイルサイズの上限 (KB) を⼊
⼒します。このサイズを超えるメールは、破棄
されます。
デフォルト: 51200 KB

7. データ保護をオンにします。(送信メールにのみ適⽤されます)

データコントロールリスト 機密情報のリストを選択します。
データコントロールリスト (DCL)
は、Sophos コンテンツコントロールリスト
(CCL) から作成することができます。CCL に
は、クレジットカード番号、住所、メールア
ドレスなど、⼀般的な⾦融データや個⼈デー
タがあらかじめ設定されています。
リストは「メール」 > 「データコントロール
リスト」から作成できます。

データコントロールリストのアクション 機密情報を含むメールに適⽤するアクション
を選択します。
利⽤可能な操作:
許可: メールを許可して、宛先に配信しま
す。
SPX で承認: メールを SPX で暗号化してか
ら、宛先に配信します。メールに適⽤する
SPX テンプレートを選択します。SPX テンプ
レートは「メール」 > 「暗号化」から作成で
きます。
破棄する: 送信者に通知を送信せずメールを破
棄します。

送信者に通知 機密情報が含まれていることをメールの送信
者に通知します。

 POP-IMAP スキャンポリシーの追加

この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
POP-IMAP スキャンポリシーを追加すると、POP/S および IMAP/S トラフィックで送受信される
スパムを検出することができます。
1. 「メール」 > 「ポリシーと例外」に移動します。
2. 「ポリシーの追加」をクリックし、「POP-IMAP スキャン」をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. メールアドレスまたはドメイングループの詳細を⼊⼒します。

送信者 送信者のメールアドレスの条件を指定しま
す。
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次を含む: 送信者のメールアドレスに
含まれるキーワードを指定します。例:
キーワード「「mail」」を指定した場
合、example@examplemail.com などの送
信者アドレスにルールが適⽤されます。
次と等しい: 送信者のメールアドレスを正確
に指定します。
キーワードやメールアドレスのリストを追加
するには、「新規作成」をクリックします。

受信者 受信者のメールアドレスの条件を指定しま
す。
次を含む: 受信者のメールアドレスに
含まれるキーワードを指定します。例:
キーワード「「mail」」を指定した場
合、example@examplemail.com などの受
信者アドレスにルールが適⽤されます。
次と等しい: 受信者のメールアドレスを正確
に指定します。
キーワードやメールアドレスのリストを追加
するには、「新規作成」をクリックします。

5. 「フィルタ条件」を以下から選択します。この選択に基づいて、指定した操作が実⾏されます。

受信メール: 次のオプションから選択します。
スパム スパムの可能性あり ウイルス⼤量感染
ウイルス⼤量感染の可能性あり

送信元 IP アドレス/ネットワークアドレス 送信者の IP アドレスを指定します。

メッセージのサイズ メッセージのサイズの制限を指定します。

メッセージのヘッダ 以下のいずれかのメッセージヘッダを選択
し、キーワードに⼀致するかどうかを調べま
す。
件名 差出⼈ TO その他
キーワード⼀致の種類を選択します。
次を含む: メッセージのヘッダに含まれる
キーワードを指定します。
次と等しい: ヘッダの⽂字列を正確に指定し
ます。

なし 特定の送信者と受信者の組み合わせに常に適
⽤するポリシーを作成します。

6. 操作を指定します。

処理 以下のいずれかの処理を選択します。
利⽤可能なオプション:
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許可: メールを受信し、意図した受信者に配信
します。 件名にプレフィックスを追加: メー
ルの件名にプレフィックスを追加してから、宛
先に配信します。「宛先」フィールドに、プレ
フィックスを指定します。フィルタの条件を表
すプレフィックスを設定すると便利です。 例:
元の件名: テストメール メールの⼀致条件: ス
パムの可能性あり 受信者のもとに、以下の件名
のメールが届きます。「スパムの可能性あり:
テストメール」

7. 「保存」をクリックします。

 例外の追加
例外を追加して、特定のホストや、ネットワーク、送信者アドレス、受信者アドレスを、スパムス
キャンやマルウェアスキャンなどのセキュリティチェックの対象外とすることができます。
1. 「メール」 > 「ポリシーと例外」の順にアクセスして、「例外リストの追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. スキップするセキュリティチェックを選択します。

オプション 説明

チェックをスキップする 1 つまたは複数のセキュリティチェックを選択
します。
「スパム対策」では、RBL、スパム対策、
グレーリスト、受信者検証、IP レピュテー
ション、RDNS/Helo、SPF のチェック
をスキップすることができます。「マル
ウェア対策」では、「マルウェア」また
は「Sandstorm」を選択することができま
す。「その他」では、データ保護、ファイル
保護、暗号化、バナー追加をスキップするこ
とができます。

4. 以下の中からいずれかを選択して例外を適⽤します:

オプション 説明

次の送信元/ホスト: セキュリティチェックをスキップする送信元ま
たはホストを追加します。

注
ローカルホストに対して例外を作成する必
要はありません。デフォルトでは、ローカ
ルホストのメッセージはスキャンされませ
ん。

または次の送信者アドレス セキュリティチェックをスキップする送信者の
メールアドレスを追加します。有効なメールア
ドレス (abc@example.com) またはワイルド
カード (*@example.com) を⼊⼒してくださ
い。
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オプション 説明

または次の受信者アドレス セキュリティチェックをスキップする受信者の
メールアドレスを追加します。有効なメールア
ドレス (abc@example.com) またはワイルド
カード (*@example.com) を⼊⼒します。

5. 「保存」をクリックします。

12.1.2 データコントロールリスト

この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメール プロテ
クションのサブスクリプションなしでは適⽤できません。
この機能は、Cyberoam CR15iNG 以上のモデルおよび、Sophos UTM と Sophos Firewall の
全モデルでご利⽤になれます。
コンテンツコントロールリスト (CCL) から選択して、機密データのデータコントロールリストを作
成することができます。ファイアウォールでは、⼀般的な⾦融データおよび個⼈データの専⾨的定
義に基づいて、CCL を提供しています。たとえば、クレジットカード番号、社会保障番号、住所、
メールアドレスなどが含まれます。
データコントロールリストを使って、メールのデータ保護を設定することができます。

 データコントロールリストの追加
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
この機能は、Cyberoam CR15iNG 以上のモデルと、すべての Sophos UTM モデルで利⽤でき
ます。
「データコントロールリストの追加」により、機密データの種類のリストを作成することができま
す。ファイアウォールでは、⼀般的な⾦融データおよび個⼈データの専⾨的定義に基づいて、コン
テンツコントロールリスト (CCL) を提供しています。
1. メール > データコントロールリストにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. コンテンツコントロールリストを選択し、「種類」と「地域」で絞り込んで表⽰します。
4. 「保存」をクリックします。

12.1.3 SMTP 隔離

SMTP 隔離は Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM SG105 以降
のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
SMTP 隔離 では、隔離メールをフィルタすることができます。このページには、デバイスが隔離
したすべてのメールが表⽰されます。次のことが該当すると、メールが隔離されます。
• ブロックされた送信元 IP アドレスからのメール
• ブロックされた宛先 IP アドレスへのメール
• ウイルス感染したメール
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• サイズ制限を超えたメール
• ブロックされたヘッダーを含むメール
• スキャンできないコンテンツまたは保護されている添付ファイルが含まれているメール
• RBL によりブロックされたメール
• データ保護 (DP) によりブロックされたメール
• スパム
• Sandstorm によって悪質とみなされたメール
• 他の理由により隔離されたメール
フィルタを使⽤して、隔離されたメールのリストからメールを検索します。
フィルタの検索結果は、フィルタ条件に基づいて隔離されたすべてのメールのリストを表⽰しま
す。
合計使⽤率は、隔離メールが使⽤している隔離エリアの割合を⽰します。隔離レポジトリがいっぱ
いになると、古いメールから消去されます。
隔離ダイジェストメール
隔離ダイジェストとは、デバイスによりフィルタされ、ユーザーの隔離エリアに格納されている隔
離済みメールのリストが含まれているメールです。設定されている場合、ユーザーは メール > 隔
離ダイジェストメール で設定した配信頻度で隔離ダイジェストを受け取ります。また、隔離ダイ
ジェストにはユーザーポータルへのリンクが含まれています。ユーザーはこのリンクから隔離メー
ルにアクセスして、必要な操作を実⾏できます。
隔離メールのリリース
管理者またはユーザーが、隔離メールをリリースすることができます。管理者は「隔離」エリア
で、ユーザーはユーザーポータルで隔離メールをリリースすることができます。リリースされた隔
離メールは、宛先の受信箱へ配信されます。管理者は メール > SMTP 隔離 から「隔離エリア」に
アクセスできます。また、ユーザーはユーザーポータルにログオンして、SMTP 隔離 から「隔離エ
リア」にアクセスできます。隔離ダイジェストが構成されると、ユーザーは隔離メールのダイジェ
ストを構成した配信頻度で受け取ります。

注
• ウイルスに感染したメールと Sandstorm によって悪質とみなされたメールは、リリースでき

ません。
• Sandstorm 関連のメールを削除するには、Sandstorm アクティビティの読み取り/書き込み

権限が必要です。

12.1.4 メールスプール
メールスプールには、配信待機中またはエラーを返したメールが表⽰されます。期間を指定して、レ
コードを絞り込んで表⽰することができます。
メールスプールはメール転送エージェント （MTA） モードが有効になっている場合にのみ表⽰
されます。MTA モードは、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM
SG105 以降のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。

開始⽇/終了⽇ 期間を指定します。
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デフォルト: 現在の⽇付

受信者のドメイン メールを表⽰する受信者のドメインを⼊⼒しま
す。

状態フィルタ 以下のフィルタを選択して、メールを絞り込ん
で表⽰します:
• キューに追加
• 失敗
• SPX でブロック受信者がパスワードを⽣成

するのを待機しています (SPX パスワードの
種類が「受信者が設定」である場合)。

• Sophos sandstorm: Sandstorm 分析を
待機しています。

• エラー: エラーを起こしたメール。

注
エラーキューにあるメールのみ、ダウ
ンロードまたは削除することができま
す。

デフォルト: すべてのフィルタが選択されてい
ます

注
• Sandstorm 関連のメールを削除または送信再試⾏するには、Sandstorm アクティビティ

の読み取り/書き込み権限が必要です。
• メール送信の再試⾏は、3⽇間⾏われます。それからさらに 4⽇間経過したメールは、破棄

されます。メールログから、破棄されたメールを確認することができます。

選択した設定を適⽤するには、「フィルタ」をクリックしてくだい。
フィルタのオプションをリセットするには、「クリア」をクリックしてくだい。

12.1.5 メールログ

メールログはメール転送エージェント （MTA） モードが有効になっている場合にのみ表⽰されま
す。MTA モードは、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM SG105
以降のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
このページには、処理されたすべてのメールのログが表⽰されます。

開始⽇/終了⽇ メッセージ処理の開始⽇と終了⽇を選択します。
受信者のドメイン 表⽰するメールの受信者のドメインを指定しま

す。
結果フィルタ 表⽰するメッセージの種類を選択します。
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• 配信: メールは正常に配信されました。
• 拒否: デバイスがメールを破棄し、送信者

に通知が-送信されました。
• 破棄: デバイスがメールを破棄し、送信者

に通知は-送信されませんでした。
• 隔離する: メールは隔離されました。
• バウンス: メールの配信を数回試⾏した

後、デバイスはメールを⾃動的に破棄しま
した。

• 削除する: メールは⼿動で削除されまし
た。

理由フィルタ 以下の条件でメールのログを絞り込むことがで
きます:
• マルウェア感染したメール
• スパム
• ブロックしたファイル/添付ファイルが含ま

れているメール
• スキャンできないコンテンツまたは保護さ

れている添付ファイルが含まれているメー
ル

• データ保護 (DP) によりブロックされた
メール

• SPX 暗号化されたメール
• 未配信で SPX 暗号化されたメール
• SPF レコードが⾒つからないか、⼀致しな

いメール
• RBL によりブロックされたメール
• Sandstorm によって悪質とみなされたメー

ル
• 他の理由によりブロックされたメール

フィルタ クリックして、表⽰されたログにフィルタを適⽤
します。

クリア クリックして、フィルタのオプションをリセット
します。デフォルトでは、現在の⽇付が開始⽇お
よび終了⽇に表⽰され、すべてのフィルタが選択
されています。

12.1.6 暗号化

SPX 暗号化は Sophos Firewall XG105 以降のモデル、Cyberoam CR25iNG 以降のモデル、
および Sophos UTM のすべてのモデルで利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
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SPX 暗号化とは︖
Secure PDF eXchange (SPX) 暗号化は、次世代型のメール暗号化⽅式です。これはクライアン
トレスのため、どの環境でも簡単にセットアップし、カスタマイズできます。SPX は、ファイア
ウォールに送信されるメールメッセージとすべての添付ファイルをパスワード保護された PDF ド
キュメントに変換するメール暗号化機能です。デバイスを設定するオプションとしては、送信者が
受信者のパスワードを選択するか、サーバーが受信者のパスワードを⽣成して受信者⽤に保管する
か、サーバーが受信者⽤にワンタイムパスワードを⽣成する、という⽅法があります。
暗号化されたメッセージは受信者のメールサーバーに送信されます。PDF リーダーを使⽤し
て、受信者は PDF 暗号化パスワードを含むメッセージの暗号化を解除できます。SPX 暗号化
されたメｰルメッセージには、ネイティブまたはサードパーティの PDF ファイルサポートを
提供するすべての主要スマートフォンのプラットフォームでアクセスできます。これには、
Android、iOS、Blackberry、Windows Mobile デバイスが含まれます。
SPX 暗号化されたメールには、SPX 返信ポータルにリンクされる「返信」ボタンが含まれていま
す。受信者は SPX 返信ポータルから安全に返信することができます。

SPX 暗号化の適⽤
SPX 暗号化は以下の⽅法により適⽤することができます。複数の⽅法を設定した場合は、以下の順
番に従って、送信メールに暗号化が適⽤されます。
• 特定のドメインからのすべての送信メールに SPX 暗号化を強制的に適⽤する。
• コンテンツまたは DLP (データ流出防⽌) の条件に⼀致したときに適⽤する。

注
これらの設定は、「SMTP ルーティング & スキャン」ポリシーで指定できます。
コンテンツまたは DLP に基づいてのみメールを暗号化したい場合は、「ドメインとルー
ティングターゲット」で「SPX テンプレート」を「なし」に設定します。

• 送信者が SPX を適⽤する。エンドユーザーがメールヘッダーで指定することができます。その
ためには、以下のように指定します。
̶ Microsoft Outlook を使⽤する場合:

1. ユーザーポータルに移動し、Sophos Outlook アドインをダウンロードしてインストー
ルします。

2. Outlook で「暗号化」をクリックしてメールを暗号化します。
̶ Microsoft Outlook を使⽤しない場合:

1. メールヘッダーフィールドの X-Sophos-SPXEncrypt を 「yes」 に設定しま
す。SPX ヘッダーが指定されているメールに、デフォルトの SPX テンプレートが適⽤
されます。

SPX 設定

デフォルトの SPX テンプレート デフォルトにより使⽤される SPX テンプレート
を選択します。ユーザーがメールを明⽰的に SPX
暗号化し、コンテンツスキャンルールでテンプ
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レートが選択されていない場合、デフォルトのテ
ンプレートが使⽤されます。
デフォルトの SPX テンプレートが「なし」に
設定されている場合、SPX 暗号化は適⽤されま
せん。

セキュア返信許容期間 SPX 返信ポータルを使⽤して、受信者が SPX
暗号化されたメールに安全に返信できる最⼤期
間 (⽇数) を⼊⼒します。

未使⽤パスワードの保存期間 未使⽤のパスワードの有効期限 (⽇数) を⼊⼒
します。
たとえば、「未使⽤パスワードの保存期間」が
3 ⽇に設定されている場合は、パスワードが
3 ⽇⽬ 0 時 0 分に期限切れになります。これ
は、SPX 暗号化メッセージが特定の受信者に送
信されていない場合に有効です。
デフォルト: 30 ⽇

パスワード登録許容時間 パスワード登録ポータルへのリンクの有効期間を
⽇数で⼊⼒します。
デフォルト: 10 ⽇

エラー通知の送信先: SPX エラー通知の受信者を指定します。送信者
に通知を送信することも、通知の送信なしにす
ることもできます。エラーメッセージは SMTP
ログに表⽰されます。

SPX ポータルの設定

ホスト名 パスワード登録ポータルをホストしているホスト
IP アドレスまたはドメインを⼊⼒します。

許可ネットワーク パスワード登録リクエストが許可されるネット
ワークを⼊⼒します。

ポート SPX パスワード登録ポータルをリッスンする
ポートを⼊⼒します。
デフォルト: 8094

SPX パスワードのリセット

次のパスワードをリセット: パスワードをリセットする受信者のメールアド
レスを⼊⼒します。このメールアドレスに送信
される新しい SPX メールで、受信者は送信者
から新しいパスワードを受け取る必要がありま
す。
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SPX テンプレート
SPX テンプレートでは、PDF ファイルのレイアウト、パスワードの設定、受信者向け説明を定義で
きます。異なる SPX テンプレートを定義することもできます。そのため、さまざまなカスタマーの
ドメインを管理している場合は、SPX テンプレートをカスタマイズして割り当てることができます
(たとえば、会社ごとのロゴやテキストを追加できます）。

 SPX テンプレートの追加

SPX 暗号化は Sophos Firewall XG105 以降のモデル、Cyberoam CR25iNG 以降のモデル、
および Sophos UTM のすべてのモデルで利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
このページでは、新しい SPX テンプレートの定義、または既存のテンプレートの変更を⾏うことが
できます。
1. 「メール」 > 「暗号化」 > 「SPX テンプレート」にアクセスし、「追加」をクリックします。
2. 次の基本設定のパラメータ値を⼊⼒します。

名前 テンプレートの固有識別名を指定します。名前
は、英数字と特殊⽂字で指定してください (ス
ラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、カンマ
(,)、⼆重引⽤符 (")、⼀重引⽤符 (') を除く)。

説明 テンプレートの詳細を指定します。
組織名 理者またはメール送信者に送信される (設定に

より異なる) SPX に関する通知に表⽰される組
織名を指定します。

PDF 暗号化 PDF ファイルの暗号化基準を選択します。
表⽰⾏数 PDF ファイルのページのサイズを選択します。
3. パスワードの設定を⼊⼒します。

パスワードの種類 暗号化されたメールメッセージにアクセスす
るためのパスワードを⽣成する⽅法を選択しま
す。「受信者が設定」を選択しない限り、送信
者はパスワードを常に安全な⽅法で受信者に転
送する必要があります。
利⽤可能なオプション:
送信者により指定:
送信者は以下の形式でメールの
件名にパスワードを⼊⼒します:
[secure:<password>]<subject text>:
<password> の部分には暗号化され
た PDF ファイルを開くためのパスワー
ド、<subject text> の部分にはラン
ダムな件名が表⽰されます。件名の例:
[Secure:secretp@assword]。送信者は、パ
スワードを別途、受信者に送信する必要があ
ります。このパスワードは保管されません。
ファイアウォールにより、メールの送信時に
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パスワードが除去されます。このパスワード
の設定⽅法は、SPX 暗号化を適⽤するすべて
の⽅法で使⽤できます。
各メールのワンタイムパスワードを⽣成しま
した:
ファイアウォールがパスワードを⾃動⽣成
し、送信者にメールで送信します。送信者は
パスワードを受信者に送信する必要がありま
す。このパスワードは保管されません。
このメールの HTML コンテンツは、「通
知の件名」および「通知の本⽂」で
カスタマイズできます。「リセッ
ト」 を
クリックして、デフォルトのコンテンツをリ
セットできます。
受信者が設定︓
まだパスワードを登録していない受信者に、
パスワードを登録するためのリンクをメール
で送信します。登録後、ファイアウォールは
このパスワードを使ってメールを暗号化し、
受信者に送信します。このパスワードは、期
限切れになるまで保管されます。受信者はそ
の後、このパスワードを使って、同じ組織か
らのすべてのメールを復号化することができ
ます。パスワードの期限は「SPX 設定」で設
定することができます。

注
「受信者向けに⽣成/保管」と「受信者が
設定」で⽣成したパスワードで保護された
メールを別々に受信した場合は、該当する
パスワードを使ってメールを復号化する必
要があります。

4. 受信者の⼿順を指定します。

受信者への⼿順 メール受信者に送信するメールの本⽂。暗号
化されたメールに関する⼿順を記載します。
シンプル HTML マークアップおよびハイパー
リンクが許可されます。変数を使⽤すること
もできます。例:
%%ORGANIZATION_NAME%%
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ヒント
このタブのデフォルトの SPX テンプレートには、利⽤可能なすべての変数が含まれていま
す。受信者への⼿順を記述する例として参考にしてください。使⽤される変数は次のとおりで
す。
• ENVELOPE_TO: ⽣成されたパスワードの受信者
• PASSWORD: SPX 暗号化されたメールを開くパスワード
• ORGANIZATION_NAME: 「組織名」フィールドに⼊⼒された名前
• SENDER: メールの送信者
• REG_LINK: パスワードを登録するための登録ポータルへのリンク

5. SPX ポータル設定を有効化します

SPX 返信ポータルの有効化 クリックして、ユーザーが SPX リレーポータ
ルを使⽤し、SPX 暗号化されたメールに安全に
返信できるようにします。

返信に元の本⽂を含める 返信に元の本⽂を含めるには、このオプション
を選択してください。

12.1.7 全般設定

制約事項
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロ
テクションサブスクリプションなしでは施⾏できません。

注
MTA モードは Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM SG105 以降のモ
デルでのみ利⽤可能です。

SMTP 導⼊モード
MTA に切り替えるには、ボタンを押してください。
MTA モードでは、ファイアウォールはメール転送エージェント (MTA) として動作します。レガ
シーモードでは、透過プロキシとして動作します。
MTA モードでは、XG Firewall は保護されているメールサーバーのメールをルーティングします。
送受信するメールのリレーを設定できるほか、SMTP プロフィールを作成して社内メールサーバー
上の複数のドメインや複数のメールサーバーを保護したり、着信待ちのメールやエラーが発⽣した
メールを確認したり、メールログを確認したりできます。
デフォルト: MTA モードが有効にされています。
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注
• MTA モードをオンにすると、SMTP/SMTPS トラフィックを許可するファイアウォールルー

ルが⾃動的に作成されます。
• CyberoamOS または SFOS v15 から SFOS v16 に移⾏した場合は、デフォルトでレガシー

モードが有効になります。

送信バナーの設定

メールのバナーのモード バナーを送信メールに追加するモードを選択しま
す。

注
バナーを追加するためには、該当する「業
務アプリケーションルール」内の「マル
ウェアのスキャン」で「SMTP のスキャ
ン」と「SMTPS のスキャン」を選択してく
ださい。

Eメールのバナー 送信メールに追加するテキストバナーを指定しま
す。テキストバナーのみが許可されています。
例:
このメールには機密情報が含まれています。
送信者の同意なしにコンテンツをコピーするこ
とは禁じられています。重⼤な必要性がない限
り、このメールを印刷しないでください。環境
問題に関する意識を⾼めましょう。

SMTP 設定

SMTP ホスト名 HELO と SMTP のバナー⽂字列に使⽤する
SMTP ホスト名を指定します。XG Firewall はデ
フォルトで「Sophos」というホスト名を使⽤し
ます。

次の容量を超えるメールはスキャンしない スキャンの最⼤ファイルサイズ (KB) を指定しま
す。SMTP/S 経由で受信したこのサイズを超える
ファイルはスキャンされません。
デフォルト - 1024 KB
デフォルトのファイルサイズのスキャン制限を
51200 KB に増やすには 0 を指定します。

サイズ超過のメールに対するアクション サイズ超過のメールに対する操作を指定します。
利⽤可能なオプション:
許可: すべてのサイズ超過のメールをスキャン
せずに受信者に転送します。拒否: サイズ超過の
メールをすべて拒否し、送信者に通知します。破
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棄する: サイズ超過のメールをすべて破棄し、送
信者には通知しません。

IP レピュテーションに基づいてブロックする IP レピュテーションの低い送信元からのメール
を拒否します。

注
IP レピュテーションのチェックは、SMTP
ルーティング & スキャンポリシーで指定さ
れているスパムチェックよりも先に実⾏され
ます。

SMTP DoS 設定 有効にして、ネットワークを SMTP DoS 攻撃か
ら保護する SMTP DoS 設定を指定します。
有効にした場合は、最⼤接続数、最⼤接続
数/ホスト、最⼤メール数/接続、最⼤受信者
数/メール、毎分あたりのメールレート/ホス
ト、毎秒あたりの接続レート/ホストの値を指
定します。

最⼤接続数 RAM とプロセッサの容量に基づいて、最⼤値が
⾃動的に設定されます。

最⼤接続数/ホスト RAM とプロセッサの容量に基づいて、最⼤値が
⾃動的に設定されます。

最⼤メール数/接続 単⼀接続で送信可能なメール数の上限を指定しま
す。
デフォルト: 1000
許容可能な範囲: 1〜1000

最⼤受信者数/メール メールの受信者数の上限を指定します。
デフォルト: 100
許容可能な範囲: 1〜512

メールレート 1 分間にホストから送信できるメール数を指定し
ます。
デフォルト: 1000
許容可能な範囲: 1〜1000

接続レート ホストからメールサーバーへの 1 秒あたりの接
続数の上限を指定します。
デフォルト: 100
許容可能な範囲: 1〜100

注
XG Firewall の SFOS を v17.5 以降のバージョンにアップグレードすると、メールレート と 接
続レート に指定した値は⾃動的に移⾏されます (許容範囲内の場合)。指定した値が上限を超える
場合は、デフォルトの値に⾃動的に設定されます。
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POP/S と IMAP/S の設定

次の容量を超えるメールはスキャンしない スキャンする最⼤ファイルサイズ (KB) を指定
します。POP/IMAP から受信したこのサイズを
超えるファイルはスキャンされません。
デフォルト - 1024 KB
デフォルトのファイルサイズの制限を 10240
KB に増やすには 0 を指定します。

受信者のへッダー POP3/IMAP の受信者を検知するためのヘッ
ダー値を指定します。
デフォルト - 配信済み-宛先、受信済み、X-
RCPT-TO

SMTP TLS 設定

TLS 証明書 SMTP over SSL トラフィックをスキャンする
ための CA 証明書またはサーバー証明書を選択
します。利⽤可能なオプションは以下のとおり
です。
利⽤可能なオプション:
デフォルト ApplianceCertificate
SecurityAppliance_SSL_CA カスタム CA 証
明書とカスタムサーバー証明書のリスト (追
加した場合)カスタム CA 証明書は「証明書」
> 「認証局」から、カスタムサーバー証明書
は「証明書」 > 「証明書」から作成できます。

無効な証明書を許可 有効にすると、メールサーバーからの無効な証
明書を使って、SMTP over SSL 接続ができるよ
うになります。このような接続を拒否する場合
はこのオプションを無効にします。
デフォルト - 有効

レガシーの TLS プロトコルを無効にする 有効にすると、TLS 1.1 より前のプロトコルが
無効になります。TLS の脆弱性の問題に対処す
るため、レガシーの TLS プロトコルを無効にす
ることが推奨されます。
デフォルト: 無効

TLS ネゴシエーションを義務付ける TLS 暗号化を強制的に適⽤するするリモートホ
スト (メールサーバー) またはネットワークを
選択します。この場合、選択したホスト/ネット
ワークにメールが送信されると、デバイスは常
に TLS 保護された接続を開始します。TLS の
適⽤後、接続を確⽴できない場合、そのリモー
トホスト/ネットワークへのメールは破棄されま
す。
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送信元のメールドメインを要求する 送信者ドメインを指定し、このドメインから
のメール接続に対して TLS 暗号化を適⽤しま
す。送信者ドメインとはメール送信者のドメイ
ンです。指定された送信者ドメインからのメー
ルは、常に TLS 暗号化された接続経由で届くよ
うになります。TLS の適⽤後、接続を確⽴でき
ない場合、その送信者ドメインからのメールは
破棄されます。

TLS ネゴシエーションをスキップ TLS 暗号化をスキップ (バイパス) するリモー
トホスト (メールサーバー) またはネットワーク
を選択します。設定時に、選択されたホストへ
の SMTP 接続はクリアテキストで暗号化されず
に構築されます。

POP および IMAP TLS 設定

TLS 証明書 利⽤可能なオプションから SSL 経由で POP お
よび IMAP トラフィックをスキャンするための
CA を選択します。
利⽤可能なオプション:
デフォルトSecurityAppliance_SSL_CA追加し
た場合は、カスタム CA のリスト。カスタム CA
は 証明書 > 認証局 から作成できます。

無効な証明書を許可 有効にすると、メールサーバーからの無効な証
明書を使って、POP / IMAP over SSL 接続がで
きるようになります。無効にして、このような
接続を拒否します。
デフォルト - 有効

レガシーの TLS プロトコルを無効にする 有効にすると、TLS 1.1 より前のプロトコルが
無効になります。TLS の脆弱性の問題に対処す
るため、レガシーの TLS プロトコルを無効にす
ることが推奨されます。
デフォルト: 無効

ブロック対象の送信元
メールアドレスをブロックするには、ここに追加します。

マルウェア対策
マルウェア対策は、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR500iNG、Sophos UTM SG105
以降のモデルで利⽤可能です。
Sophos XG Firewall は、2 台のウイルス対策エンジンでトラフィックをスキャンする、デュアル
スキャンを提供します。トラフィックは最初にプライマリエンジンでスキャンされ、次にセカンダ
リエンジンでスキャンされます。
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プライマリウイルス対策エンジン トラフィックスキャンのプライマリウイルス
対策エンジンを選択します。デュアルスキャン
の場合、パケットは最初にプライマリエンジン
でスキャンされ、次にセカンダリエンジンでス
キャンされます。シングルスキャンの場合、プ
ライマリエンジンのみが使⽤されます。
利⽤可能なオプション:
SophosAvira

注
「Avira」を選択すると、シングルウイルス対策スキャンを有効にしているすべての SMTP ポ
リシーの Sandstorm が無効になります。

スマートホストの設定
スマートホストは送信者と受信者のメールサーバーの間にある中間サーバーとして動作するメール
転送エージェント (MTA) です。スマートホストを設定すると、指定されたサーバーに送信メールが
リダイレクトされ、その後、受信者のメールサーバーにルーティングされます。この機能を使⽤す
るには、「スマートホストを使⽤」を有効にします。

ホスト名 スマートホストとして動作するホストを選択し
ます。

注
スマートホストとして、XG Firewall デバ
イスのインターフェース IP アドレスを設定
することはできません。そうすると、ルー
ティングループが発⽣します。

ポート ポート番号を⼊⼒します。
デフォルト: 25

デバイスをスマートホストで認証する メールのルーティング前にデバイスの認証を必
要とする場合は、選択します。プレーンとログ
インの両⽅の認証タイプがサポートされていま
す。「ユーザー名」と「パスワード」を⼊⼒し
ます。

SMTP 詳細設定 (MTA モードのみで利⽤可能)

無効な HELO または不明な RDNS を拒否 無効な HELO/EHLO 引数を送信するホスト
や、RDNS エントリがないホストを拒否するに
は、このオプションを選択します。無効な RDNS
レコードを含むホストからのメールも拒否するに
は、「厳格な RDNS チェックを実⾏」を選択し
ます。⾒つかったホスト名を元の IP アドレスに
変換し直せない場合は、RDNS レコードは無効と
⾒なされます。
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送信メールをスキャン すべての発信メールトラフィックをスキャンす
るために有効にします。マルウェアに感染してい
ることが判明した場合、または迷惑メールとして
マークされた場合、メールが隔離されます。

12.1.8 アドレスグループ
ポリシーと例外はメールアドレスに適⽤されます。設定をすばやく簡単に⾏うために、管理者は同
じスキャンポリシーを必要とするアドレスをグループ化することができます。アドレスグループに
適⽤したポリシーは、グループメンバー全員に適⽤可能です。したがって、グループを多数のルー
ルで使⽤する場合、個別のルールを更新するのではなく、グループからアドレスを追加または削除
するとより簡単になります。これにより、更新を 1カ所で⾏うだけで済むようになります。
アドレスグループは、以下に基づいて作成できます。
• メールアドレスまたはドメイン
• IP アドレス
• RBL (Real time black hole List) (スパムメール専⽤)
アドレスは複数のグループのメンバーになることができます。
RBL とは、スパムの送信元および、ハイジャックされてスパムリレーに利⽤されている IP アドレ
スのリストです。これらの IP アドレスはウイルス拡散に利⽤される場合もあります。接続先の IP
アドレスを各 RBL と照合し、RBL リスト内にその IP アドレスが⾒つかった場合、ポリシー内で指
定した処理が実⾏されます。管理者は、デバイスに付属の 2 つのデフォルトの RBL グループをそ
のまま使⽤するか、必要に応じて変更を加えることができます。
• プレミアム RBL サービス
• スタンダード RBL サービス
「アドレスグループ」ページにはデフォルトグループとカスタムグループがすべて表⽰され、新し
いグループの追加、パラメータの更新、既存グループ内のアドレスのインポート、またはグループ
の削除を⾏うオプションが提供されます。アドレスグループ名に基づいて、リストを並べ替えるこ
とができます。

 アドレスグループの追加

1. メール > アドレスグループにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 名前と説明を⼊⼒します。
3. グループの種類: メールアドレスまたはドメインをアドレスグループに追加します。

利⽤可能なオプション:
RBL (IPv4) または RBL(IPv6):
RBL (IPv4 または IPv6 形式のアドレスまたはドメイン名) を追加します。
接続元の IP アドレスがこの RBL に含まれる場合は、ポリシーで指定したアクションが適⽤さ
れます。
メールアドレス/ドメイン:
メールアドレスまたはドメイン名を追加します。
インポート: CSV またはテキストファイルをアップロードします。.
⼿動: メールアドレスまたはドメインを 1つずつ追加します。
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注
• 1つのファイルで最⼤ 400件のメールアドレスまたはドメインをインポートできます。
• 無効な項⽬や重複する項⽬はインポートされません。

4. 「保存」をクリックします。

12.1.9 リレーの設定

リレーの設定は MTA (メール転送エージェント) モードが有効な場合にのみ表⽰されます。MTA
モードは、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM SG105 以降のモ
デルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
Sophos XG Firewall はメールリレーとして動作するように構成できます。これにより、特定のホ
ストから指定したドメインにメールをリレー (例: 送信) できるようになります。

ホストベースのリレー

ホスト/ネットワークからのリレーを許可 Sophos XG Firewall をメールリレーとして使⽤
できるホスト / ネットワークを選択します。「新
規作成」リンクを使⽤して、新しいホストを作成
できます。「適⽤」をクリックして、構成を保存
します。

注
「許可するホスト/ネットワーク」で「任
意」を絶対に選択しないでください。オープ
ンリレーの状態になり、インターネット上の
任意のユーザーが Sophos XG Firewall 経
由でメッセージを送信できるようになってし
まいます。スパム送信者はこれをすぐに認識
し、⼤量のメールトラフィックが⽣成される
可能性があります。最悪の事態には、サード
パーティのスパム送信者ブラックリスト上で
傍受されることもあります。⼀般的な構成で
は、メールのリレーが許可される唯⼀のホス
トは、ご利⽤のネットワーク内のメールサー
バーのみです。

注
ファイアウォールは、ホストベースのリレー
が許可されている IP アドレスをスキャン
し、問題が⾒つかった場合は拒否します。

ホスト/ネットワークからのリレーをブロック デバイスがブロックすべきホスト/ネットワーク
を指定します。「新規作成」リンクを使⽤して、
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新しいホストを作成できます。「適⽤」をクリッ
クして、構成を保存します。

アップストリームホスト

ホスト/ネットワークからのリレーを許可 受信メールを許可するアップストリームホスト/
ネットワークを指定します。通常は、ご利⽤の
ISP または外部 MX です。「新規作成」リンクを
使⽤して、新しいホストを作成できます。

ホスト/ネットワークからのリレーをブロック デバイスがブロックすべき受信メールのホスト/
ネットワークを指定します。「新規作成」リンク
を使⽤して、新しいホストを作成できます。

注
ホストベースリレーとアップストリームホストの両⽅の「「許可」」リストは「「ブロッ
ク」」リストよりも優先されます。たとえば、ホスト / ネットワークが許可リストとブロックリ
ストの両⽅に含まれている場合、Sophos XG Firewall はホスト / ネットワークからのリレーを
許可します。

認証されたリレーの設定

認証されたリレーの有効化 有効にして、以下で選択された認証済みユーザー
やグループがデバイスをメールリレーとして使⽤
することを許可します。

ユーザーやグループ デバイスをメールリレーとして使⽤することを許
可するユーザーやグループを選択します。「新規
作成」リンクを使⽤して、新しいユーザーやグ
ループを作成できます。

12.1.10 ファイルタイプ
ファイル形式とは、ファイル拡張⼦や MIME タイプにより識別されるファイルの種類のことで
す。Web ポリシーにファイル形式を指定して、ファイルへのアクセスを制御することができます。⼀
般的なファイル形式がデフォルトで定義されているほか、それ以外のファイル形式を定義することが
できます。
• ファイル形式を編集するに

は、
をクリックします。

関連タスク
ファイル形式の追加 (p. 150)

 ファイル形式の追加
1. 「Web」 > 「ファイルタイプ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 任意: テンプレートを選択します。

230 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

テンプレートには、⼀般的なファイル拡張⼦と MIME ヘッダーが、カテゴリ別に⽰されています
(動画ファイルのカテゴリなど）。拡張⼦と MIME ヘッダーを直接⼊⼒する代わりに、テンプレー
トを使⽤することができます。

4. ファイル拡張⼦と MIME ヘッダーを指定します。

注
ファイル拡張⼦の前にドット (.) を⼊⼒しないでください。

5. 「保存」をクリックします。

関連概念
ファイルタイプ (p. 150)
ファイル形式とは、ファイル拡張⼦や MIME タイプにより識別されるファイルの種類のことで
す。Web ポリシーにファイル形式を指定して、ファイルへのアクセスを制御することができます。⼀
般的なファイル形式がデフォルトで定義されているほか、それ以外のファイル形式を定義することが
できます。

12.1.11 隔離ダイジェストメール

隔離ダイジェストメールは、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM
SG105 以降のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
隔離ダイジェストとは、デバイスによりフィルタされ、ユーザーの隔離エリアに格納されている隔
離済みメールのリストが含まれているメールです。構成されている場合は、ユーザーはこのページ
で定義された配信頻度で隔離ダイジェストを受け取ります。また、隔離ダイジェストにはユーザー
ポータルへのリンクが含まれています。ユーザーはこのリンクから隔離メールにアクセスして、必
要な操作を実⾏できます。
隔離ダイジェストの設定は、ユーザー全員向けにグローバルに設定するか、個別のユーザー向けに
設定することができます。ユーザーは隔離ダイジェストを構成された頻度で受け取ります。
隔離ダイジェストには、隔離された各メッセージの次の情報が含まれます。
• ⽇付と時刻: メッセージの受信⽇時
• 送信者: 送信者のメールアドレス
• 受信者: 受信者のメールアドレス
• 件名: メッセージの件名

注
隔離ダイジェストは Wi-Fi デバイスには適⽤できません。

隔離ダイジェストをユーザー全員向けに設定する

隔離ダイジェストの有効化 有効にして、隔離ダイジェストをユーザー全員
向けに設定します。

メールの送信頻度 隔離ダイジェストの配信頻度を指定します。
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隔離ダイジェストは毎時間、毎⽇指定した時
刻、または毎週指定した曜⽇/時刻に配信するこ
とができます。

送信元メールアドレス メールの送信元となるメールアドレスを指定し
ます。

表⽰名 送信者の名前を指定します。隔離ダイジェスト
はこの名前で送信されます。

テストメールの送信 これをクリックして、メールアドレスの確認
メールの宛先となるメールアドレスを提供しま
す。

参照させるユーザーポータルのIP 「参照させるユーザーポータルの IP」ドロッ
プダウンリストからインターフェース / ポート
IP を選択します。
隔離ダイジェストメール内のユーザーポータ
ルリンクはこの IP アドレスを指します。ユー
ザーはリンクをクリックして、隔離されたメッ
セージにアクセスし、必要な操作を実⾏しま
す。指定されたインターフェースにアクセスで
きないユーザーは、各⾃のアカウントから隔離
メールに直接アクセスする必要があります。

検疫レポートをスキップ 「追加」をクリックし、隔離ダイジェスト
から除外したいメールアドレスを⼊⼒しま
す。たとえば、エイリアスメールアドレス
「sales@organization.com」 を追加して、その
アドレスを隔離ダイジェストメールの対象から除
外し、そのエイリアスに含まれるユーザーに送信
されないようにします。

ユーザーの隔離ダイジェスト設定の変更 クリックして、個別のユーザーのダイジェスト
設定を変更します。
これにより、グループの選択、隔離ダイジェス
ト設定のグループメンバーの更新を⾏うことが
できます。

特定ユーザーの隔離ダイジェスト設定の上書き
個々のユーザーの隔離ダイジェスト設定を変更するには、「ユーザーの隔離ダイジェスト設定の変
更」をクリックします。これにより、「隔離ダイジェストの管理」という新しいポップアップウィ
ンドウが開き、グループとユーザーを検索することができます。
ユーザーとユーザーグループを個別に検索できます。
隔離ダイジェストを有効にするには、ユーザーのチェックボックスを選択します。有効にした場
合、設定した隔離ダイジェスト設定をそのユーザーに適⽤することができます。

232 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

12.2 レガシーモード :

12.2.1 ポリシー
ポリシーを使って、スパム対策、マルウェア対策、ファイル保護、データ保護を適⽤することができ
ます。SMTP および POP-IMAP ポリシーを指定することができます。レガシーモードでは、ファイア
ウォールは透過プロキシとして動作します。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
• 新しい SMTP マルウェアポリシーを追加するには、「ポリシーの追加」をクリックし

て、「SMTP マルウェアスキャン」をクリックします。
• 新しい SMTP スパムポリシーを追加するには、「ポリシーの追加」をクリックして、「SMTP ス

パムスキャン」をクリックします。
• 新しい POP-IMAP ポリシーを追加するには、「ポリシーの追加」をクリックして、「POP-

IMAP スキャン」をクリックします。
• ポリシーを編集するに

は、
をクリックします。

SMTP マルウェアスキャンポリシー
SMTP マルウェアスキャンポリシーでは、ウイルスに感染しているメールや、保護されているファ
イルが添付されているメールに対して実⾏するアクションを指定することができます。ルールで定
義したアクションに基づいて、メールはそのまま配信されるか、クリーンアップしてから配信され
るか、破棄されるか、または隔離されます。
マルウェアスキャンポリシーでは、以下を指定します。
• メールを隔離するかどうか
• 送信者、受信者、管理者に通知するかどうか
• 指定されているファイル形式を含むメールをブロックするかどうか
• メールが感染している場合、またはメールに保護されている添付ファイルが含まれる場合に

メールをそのままの状態で配信、破棄、またはクリーンアップしてから配信するかどうか
ファイアウォールには、デフォルトの SMTP マルウェアスキャンポリシー「default-smtp-
av」があらかじめ定義されており、メールプロテクションモジュールのサブスクリプションを開始
すると、このポリシーがすべての SMTP トラフィックに適⽤されます。脅威の可能性を最⼩限に抑
えるには、指定されているネットワーク要件に基づいて微調整した、個別のルールを作成すること
をお勧めします。

SMTP スパムスキャンポリシーと POP-IMAP スキャンポリシー
メールが「スパム」、「スパムの可能性あり」、「⼀部がウイルス感染」、「ウイルス⼤量感染の
⼀部」または「ウイルス⼤量感染の可能性あり」として検出されると、ポリシーは実⾏する操作を
定義します。
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スパムメールは、隔離エリアに⾃動的に保存されます。ユーザーは、スパムまたはスパムの可能性
があるとして隔離されたメールを管理することができます。
XG Firewall はデフォルトの POP-IMAP スキャンポリシー (default-pop-av) を POP3/S および
IMAP/S トラフィックに適⽤し、ウイルスに感染した添付ファイルをメールから削除し、メール本
⽂を通知メッセージに置き換えます。
スパム属性の検出
コンテンツフィルタリングと、プレミアム / スタンダードの RBL (リアルタイムブラックホールリ
スト) を使⽤して、SMTP/S、POP3/S、IMAP/S のメールにスパムの属性が含まれているかどうか
をチェックします。
RBL は、スパム拡散に直接的に関与しているか、またはハイジャックされてスパムリレーに利⽤さ
れている IP アドレスのリストです。接続元の IP アドレスをすべての RBL に対して照合し、IP ア
ドレスがリスト中の IP アドレスと⼀致した場合は、ポリシーに指定したアクションが適⽤されま
す。

 SMTP マルウェアスキャンポリシーの追加

SMTP マルウェアスキャンポリシーはレガシーモードが有効な時にのみ表⽰されます。デバイスは
透過プロキシとして動作します。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
「SMTP マルウェアスキャンポリシーの追加」ページでは、メールトラフィックのマルウェアを検
出し、適切な処理を実⾏するようにスキャンポリシーを設定できます。
1. 「メール」 > 「ポリシーと例外」に移動して、「ポリシーの追加」、「SMTP マルウェアスキャ

ン」の順にクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. メールアドレス/ドメイングループの詳細を⼊⼒します。

送信者 ユーザーリストから送信者の名前を選択しま
す。
ルールをすべての送信者に適⽤する場合
は「任意」 を選択します。
「新規作成」をクリックして、RBL または
メールアドレスのリストを追加することもで
きます。

受信者 ユーザーリストから受信者の名前を選択しま
す。
ルールをすべての受信者に適⽤する場合
は「任意」 を選択します。
「新規作成」をクリックして、RBL または
メールアドレスのリストを追加することもで
きます。

4. 添付ファイルフィルタの詳細を⼊⼒します。

ブロックするファイルタイプ 脅威の可能性のあるすべてのファイルを削除
してウイルス攻撃を禁⽌するために、ブロッ
クする添付ファイルのファイルタイプを選択
します。
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複数のファイルタイプを選択するに
は、CTRL/Shift キーを使⽤します。
XG Firewall にはデフォルトのファイルタイ
プが定義されており、各タイプには、該当す
るファイル拡張⼦が含まれています。ブロッ
ク可能なファイル拡張⼦のリストを表⽰する
には、「メール」 > 「ファイルタイプ」を参
照してください。
添付ファイルを含むメールをすべてブロック
するには、「すべて」を選択します。
添付ファイルを含むメールをすべて許可する
には、「なし」を選択します。

MIME ホワイトリスト 「ブロックするファイルタイプ」でファイル
タイプを選択すると、該当する MIME ヘッ
ダーがこのフィールドに⾃動的に挿⼊されま
す。
この MIME ヘッダーを適宜選択してくださ
い。選択したヘッダーのみが許可され、選択
したファイルタイプの残りのヘッダーは、ウ
イルス対策スキャンによってブロックされる
ようになります。

5. マルウェアフィルタの詳細を⼊⼒します。

スキャン スキャンの詳細を選択します。
利⽤可能な操作:
無効: メールはスキャンされません。 有効: デ
バイスのマルウェア対策エンジンを使⽤して
メールがスキャンされます。

注
Sophos XG Firewall XG105、Cyberoam
CR500iNG、Sophos UTM SG105 以降の
モデルでは、「有効」の代わりに以下のオ
プションがあります。
シングルウイルス対策エンジン: プライマ
リマルウェア対策エンジンを使って、メー
ルをスキャンします。
デュアルウイルス対策エンジン: プライマ
リとセカンダリの両⽅のマルウェア対策
エンジンを使って、メールをスキャンしま
す。
「メール」 > 「全般設定」 > 「マルウェ
ア対策」からプライマリウィルス対策エン
ジンを選択します。

操作 (スキャンを有効にしている場合にのみ利
⽤可能)

利⽤可能なオプションから、受信メールで
実⾏する操作を有効にします。隔離: 有効に
すると、メールは隔離リストにコピーされま
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す。「受信者の操作」の設定に従って、メー
ルは受信者に配信されるか破棄されます。隔
離ページで、送信者や受信者などのメールの
詳細を確認できます。管理者は「メール」 >
「SMTP 隔離」から隔離メールにアクセスで
きます。また、ユーザーはユーザーポータル
から隔離メールにアクセスできます。送信者に
通知: 有効にすると、元のメッセージは保留に
され、メールの感染情報が送信者に通知されま
す。受信者の操作が「「配信しない」」に設定
されている場合にのみ、送信者は通知を受け取
ります。
デフォルト - 無効

感染した添付ファイル/保護されている添付ファイルの配信オプション (スキャンを有効にして
いる場合にのみ利⽤可能)

受信者の操作 感染が検出されたメッセージ、疑わしい添付
ファイルや保護されている添付ファイルが含ま
れているメッセージに実⾏する操作を選択しま
す。
利⽤可能なオプション:
配信しない: 受信者はメッセージも感染メール
に関する通知も受け取りません。オリジナル
メールを配信: 受信者は元のメールを受け取り
ます。削除して配信: 配信前にメールの感染部
分が削除されます。受信者は感染メールに関す
る通知を受け取り、メールの感染部分が削除さ
れます。ブロックした添付ファイル (ブロック
するファイルタイプ) には適⽤できません。

注
保護された添付ファイルはスキャンされま
せんが受信者には通知されます (他の設定
を適⽤していない限り)。

管理者に通知 感染が検出されたメッセージ、疑わしい添付
ファイルや保護されている添付ファイルが含ま
れているメッセージを管理者に通知するための
操作を選択します。
利⽤可能なオプション:
配信しない: 管理者は感染メールに関する通知
を受け取りません。元の形式を送信: 管理者は
元のメールを受け取ります。添付ファイルの削
除: 受信者は添付ファイルなしでメッセージを
受け取ります。また、添付ファイルは感染して
いたため配信前に削除された旨を説明した通知
も受け取ります。
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注
保護された添付ファイルはスキャンされま
せんが受信者には通知されます (他の設定
を適⽤していない限り)。

6. 「保存」をクリックします。

 SMTP スパムスキャンポリシーの追加

SMTP スパムスキャンポリシーはレガシーモードが有効になっている場合にのみ表⽰されます。デ
バイスは透過プロキシとして動作します。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
「SMTP ポリシーの追加」では、送受信メールからスパムを検出するようにスキャンポリシーを設
定し、適切な処理を適⽤できます。
1. 「メール」 > 「ポリシーと例外」に移動して、「ポリシーの追加」、「SMTP スパムスキャ

ン」の順にクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. メールアドレスとドメイングループの詳細を⼊⼒します。

送信者 送信者のメールアドレスを指定します。次か
ら選択できます。
次を含む: 送信者のメールアドレスと照合す
るキーワードを指定します。ルールはこれ
らのキーワードを含むアドレスに適⽤されま
す。たとえば、キーワードに「「mail」」と
指定されている場合、このルールは
john@hotmail.com、sophosmail@sophos.com
などの送信者メールアドレスに適⽤されま
す。
次と等しい: 送信者の完全なメールアドレス
を指定します。
「新規作成」リンクを使⽤して、RBL、メー
ルアドレスのリスト、キーワードを追加する
こともできます。

受信者 受信者のメールアドレスを指定します。次か
ら選択できます。
次を含む: 受信者のメールアドレスと照合す
るキーワードを指定します。ルールはこれ
らのキーワードを含むアドレスに適⽤されま
す。たとえば、キーワードに「「mail」」と
指定されている場合、このルールは
john@hotmail.com、sophosmail@sophos.com
などの受信者メールアドレスに適⽤されま
す。
次と等しい: 受信者の完全なメールアドレス
を指定します。
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「新規作成」リンクを使⽤して、RBL、メー
ルアドレスのリスト、キーワードを追加する
こともできます。

4. フィルタ条件を選択します。

受信メール: ユーザーの受信箱に届いたメールはすべて
「受信メール」と呼ばれます。
「受信スパム」を選択した場合、デバイスは
すべての受信メールをスキャンし、スパムや
ウイルスが含まれていないか確認します。
次のいずれかに該当する受信メールが⾒つか
ると、指定された操作を実⾏します。
スパム スパムの可能性あり ウイルス⼤量感染
ウイルス⼤量感染の可能性あり

送信メール: ネットワーク内のユーザーが別のメールシス
テムのリモートユーザー宛てに送信したメー
ルは「送信メール」と呼ばれます。
「送信スパム」を選択した場合、ローカル
ユーザーのすべての送信メールを配信前にス
キャンし、スパムやウイルスが含まれていな
いか確認します。
次のいずれかに該当する送信メールが⾒つか
ると、指定された操作を実⾏します。
スパム スパムの可能性あり ウイルス⼤量感染
ウイルス⼤量感染の可能性あり

送信元 IP アドレス/ネットワークアドレス メール送信者の IP アドレスが指定された IP
アドレスと⼀致した場合に実⾏する操作を指
定します。

宛先 IP アドレス/ネットワークアドレス メール受信者の IP アドレスが指定された IP
アドレスと⼀致した場合に実⾏する操作を指
定します。

送信者がリモートブラックリストに登録されて
いる場合

送信者が指定された RBL グループに登録され
ている場合、実⾏する操作を指定します。

メッセージのサイズ メールサイズが指定されたサイズと⼀致した
場合、指定された操作を実⾏します。

メッセージのヘッダ メールのヘッダが指定されたテキストと等し
い、またはヘッダにそれが含まれる場合、指
定された操作を実⾏します。
次を含む: メッセージのヘッダと照合する
キーワードを指定します。これらのキーワー
ドを含むヘッダには、ルールが適⽤されま
す。
次と等しい: ヘッダと完全⼀致させるキー
ワードを指定します。
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次のメッセージヘッダをスキャンして、スパ
ムを確認します:
件名: メールのヘッダに⼀致する件名が含まれ
る場合、指定された操作を実⾏します。 差出
⼈: ⼀致するテキストが含まれる場合、指定さ
れた操作を実⾏します。 宛先: ⼀致するテキス
トが含まれる場合、指定された操作を実⾏しま
す。 その他: ヘッダに⼀致するテキストが含ま
れる場合、指定された操作を実⾏します。

データコントロールリスト 設定済みのデータプロテクションポリシーと
⼀致するデータがメッセージに含まれている
場合、指定された操作を実⾏します。「メー
ル」 > 「データコントロールリスト」でデー
タプロテクションポリシーを作成できます。

注
データプロテクションは送信メールにの
み適⽤されます。

なし 指定された送信者と受信者の間で条件なしで
メールのルールを作成するには、これを選択
します。送信者と受信者に応じて、「SMTP/
S および POP/S-IMAP/S メールのみ」の操
作を設定できます。

5. 操作を指定します。

処理 SMTP/S トラフィックの操作を選択します。
利⽤可能なオプション:
拒否: メールは拒否され、拒否通知がメール送
信者に送信されます。 許可 (送信スパムには使
⽤不可): メールは許可され、意図した受信者に
配信されます。管理者は SPX テンプレートを
この操作にバインドし、メールを SPX 暗号化
してから受信者に配信することができます。

注
SPX 暗号化は送信メールにのみ適⽤されま
す。

受信者の変更: メールは許可されますが、意図
した受信者には配信されません (最初にメッ
セージを送信した宛先ではない)。メールはス
パムポリシーで指定した受信者に送信されま
す。 件名にプレフィックスを追加 (送信スパム
には使⽤不可): メールを受信し意図した受信者
に配信しますが、件名にタグが付けられます。
管理者は SPX テンプレートをこの操作にバイ
ンドし、メールを SPX 暗号化してから受信者
に配信することができます。タグ付けされる
コンテンツは「宛先」フィールドに指定されま
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す。件名に付けるタグをカスタマイズして、ス
パムメールであることを受信者にわかりやすく
できます。たとえば、次のようにして元の件名
に追加するタグを指定します。「XG Firewall
からのスパム検出通知 –」 元の件名: 「テス
トメール」と指定すると、受信者は次の件名で
メールを受信します: 「XG Firewall からのス
パム検出通知 - テストメール」 破棄: メールは
拒否され、拒否通知はメール送信者に送信され
ません。

SPX テンプレート 「許可」、「件名にプレフィックスを追
加」、「SPX で許可する」の操作を選択した場
合、メールに適⽤する SPX テンプレートを選
択します。SPX テンプレートは「メール」 >
「暗号化」から作成できます。

注
SPX 暗号化は送信メールにのみ適⽤されま
す。

隔離エリア このオプションを有効にすると、配信されな
かったメールは隔離ファイルリストにコピー
されます。隔離ファイルリストでは、送信
者や受信者などのメールの詳細を確認できま
す。

6. 「保存」をクリックします。

 POP-IMAP スキャンポリシーの追加

この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
POP-IMAP スキャンポリシーを追加すると、POP/S および IMAP/S トラフィックで送受信される
スパムを検出することができます。
1. 「メール」 > 「ポリシーと例外」に移動します。
2. 「ポリシーの追加」をクリックし、「POP-IMAP スキャン」をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. メールアドレスまたはドメイングループの詳細を⼊⼒します。

送信者 送信者のメールアドレスの条件を指定しま
す。
次を含む: 送信者のメールアドレスに
含まれるキーワードを指定します。例:
キーワード「「mail」」を指定した場
合、example@examplemail.com などの送
信者アドレスにルールが適⽤されます。
次と等しい: 送信者のメールアドレスを正確
に指定します。
キーワードやメールアドレスのリストを追加
するには、「新規作成」をクリックします。
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受信者 受信者のメールアドレスの条件を指定しま
す。
次を含む: 受信者のメールアドレスに
含まれるキーワードを指定します。例:
キーワード「「mail」」を指定した場
合、example@examplemail.com などの受
信者アドレスにルールが適⽤されます。
次と等しい: 受信者のメールアドレスを正確
に指定します。
キーワードやメールアドレスのリストを追加
するには、「新規作成」をクリックします。

5. 「フィルタ条件」を以下から選択します。この選択に基づいて、指定した操作が実⾏されます。

受信メール: 次のオプションから選択します。
スパム スパムの可能性あり ウイルス⼤量感染
ウイルス⼤量感染の可能性あり

送信元 IP アドレス/ネットワークアドレス 送信者の IP アドレスを指定します。

メッセージのサイズ メッセージのサイズの制限を指定します。

メッセージのヘッダ 以下のいずれかのメッセージヘッダを選択
し、キーワードに⼀致するかどうかを調べま
す。
件名 差出⼈ TO その他
キーワード⼀致の種類を選択します。
次を含む: メッセージのヘッダに含まれる
キーワードを指定します。
次と等しい: ヘッダの⽂字列を正確に指定し
ます。

なし 特定の送信者と受信者の組み合わせに常に適
⽤するポリシーを作成します。

6. 操作を指定します。

処理 以下のいずれかの処理を選択します。
利⽤可能なオプション:
許可: メールを受信し、意図した受信者に配信
します。 件名にプレフィックスを追加: メー
ルの件名にプレフィックスを追加してから、宛
先に配信します。「宛先」フィールドに、プレ
フィックスを指定します。フィルタの条件を表
すプレフィックスを設定すると便利です。 例:
元の件名: テストメール メールの⼀致条件: ス
パムの可能性あり 受信者のもとに、以下の件名
のメールが届きます。「スパムの可能性あり:
テストメール」

7. 「保存」をクリックします。

Copyright © 2018 Sophos Limited 241



XG Firewall

12.2.2 データコントロールリスト

この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメール プロテ
クションのサブスクリプションなしでは適⽤できません。
この機能は、Cyberoam CR15iNG 以上のモデルおよび、Sophos UTM と Sophos Firewall の
全モデルでご利⽤になれます。
コンテンツコントロールリスト (CCL) から選択して、機密データのデータコントロールリストを作
成することができます。ファイアウォールでは、⼀般的な⾦融データおよび個⼈データの専⾨的定
義に基づいて、CCL を提供しています。たとえば、クレジットカード番号、社会保障番号、住所、
メールアドレスなどが含まれます。
データコントロールリストを使って、メールのデータ保護を設定することができます。

 データコントロールリストの追加
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
この機能は、Cyberoam CR15iNG 以上のモデルと、すべての Sophos UTM モデルで利⽤でき
ます。
「データコントロールリストの追加」により、機密データの種類のリストを作成することができま
す。ファイアウォールでは、⼀般的な⾦融データおよび個⼈データの専⾨的定義に基づいて、コン
テンツコントロールリスト (CCL) を提供しています。
1. メール > データコントロールリストにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. コンテンツコントロールリストを選択し、「種類」と「地域」で絞り込んで表⽰します。
4. 「保存」をクリックします。

12.2.3 SMTP 隔離

SMTP 隔離は Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM SG105 以降
のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
SMTP 隔離 では、隔離メールをフィルタすることができます。このページには、デバイスが隔離
したすべてのメールが表⽰されます。次のことが該当すると、メールが隔離されます。
• ブロックされた送信元 IP アドレスからのメール
• ブロックされた宛先 IP アドレスへのメール
• ウイルス感染したメール
• サイズ制限を超えたメール
• ブロックされたヘッダーを含むメール
• スキャンできないコンテンツまたは保護されている添付ファイルが含まれているメール
• RBL によりブロックされたメール
• データ保護 (DP) によりブロックされたメール
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• スパム
• Sandstorm によって悪質とみなされたメール
• 他の理由により隔離されたメール
フィルタを使⽤して、隔離されたメールのリストからメールを検索します。
フィルタの検索結果は、フィルタ条件に基づいて隔離されたすべてのメールのリストを表⽰しま
す。
合計使⽤率は、隔離メールが使⽤している隔離エリアの割合を⽰します。隔離レポジトリがいっぱ
いになると、古いメールから消去されます。
隔離ダイジェストメール
隔離ダイジェストとは、デバイスによりフィルタされ、ユーザーの隔離エリアに格納されている隔
離済みメールのリストが含まれているメールです。設定されている場合、ユーザーは メール > 隔
離ダイジェストメール で設定した配信頻度で隔離ダイジェストを受け取ります。また、隔離ダイ
ジェストにはユーザーポータルへのリンクが含まれています。ユーザーはこのリンクから隔離メー
ルにアクセスして、必要な操作を実⾏できます。
隔離メールのリリース
管理者またはユーザーが、隔離メールをリリースすることができます。管理者は「隔離」エリア
で、ユーザーはユーザーポータルで隔離メールをリリースすることができます。リリースされた隔
離メールは、宛先の受信箱へ配信されます。管理者は メール > SMTP 隔離 から「隔離エリア」に
アクセスできます。また、ユーザーはユーザーポータルにログオンして、SMTP 隔離 から「隔離エ
リア」にアクセスできます。隔離ダイジェストが構成されると、ユーザーは隔離メールのダイジェ
ストを構成した配信頻度で受け取ります。

注
• ウイルスに感染したメールと Sandstorm によって悪質とみなされたメールは、リリースでき

ません。
• Sandstorm 関連のメールを削除するには、Sandstorm アクティビティの読み取り/書き込み

権限が必要です。

12.2.4 暗号化

SPX 暗号化は Sophos Firewall XG105 以降のモデル、Cyberoam CR25iNG 以降のモデル、
および Sophos UTM のすべてのモデルで利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。

SPX 暗号化について
Secure PDF eXchange (SPX) 暗号化は、次世代型のメール暗号化⽅式です。これはクライアント
レスのため、どの環境でも簡単にセットアップし、カスタマイズできます。SPX 暗号化は、デバイ
スに送信されるメールメッセージとすべての添付ファイルをパスワード保護された PDF ドキュメン
トに変換するメール暗号化機能です。デバイスを設定するオプションとしては、送信者が受信者の
パスワードを選択するか、サーバーが受信者のパスワードを⽣成して受信者⽤に保管するか、サー
バーが受信者⽤にワンタイムパスワードを⽣成する、という⽅法があります。
暗号化されたメッセージは受信者のメールサーバーに送信されます。PDF リーダーを使⽤し
て、受信者は PDF 暗号化パスワードを含むメッセージの暗号化を解除できます。SPX 暗号化
されたメｰルメッセージには、ネイティブまたはサードパーティの PDF ファイルサポートを
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提供するすべての主要スマートフォンのプラットフォームでアクセスできます。これには、
Android、iOS、Blackberry、Windows Mobile デバイスが含まれます。
SPX 暗号化されたメールには、SPX 返信ポータルにリンクされる「返信」ボタンが含まれていま
す。受信者は SPX 返信ポータルから安全に返信することができます。

SPX 暗号化の適⽤
SPX 暗号化は以下の⽅法により適⽤することができます。複数の⽅法を設定した場合は、以下の順
番に従って、送信メールに暗号化が適⽤されます。
1. 特定のドメインからのすべての送信メールに SPX 暗号化を強制的に適⽤する。
2. コンテンツまたは DLP (データ流出防⽌) の条件に⼀致したときに適⽤する。

注
これらの設定は、「SMTP ルーティング & スキャン」ポリシーで指定できます。
コンテンツまたは DLP に基づいてのみメールを暗号化したい場合は、「ドメインとルー
ティングターゲット」で「SPX テンプレート」を「なし」に設定します。

3. 送信者が SPX を適⽤する。エンドユーザーがメールヘッダーで指定することができます。その
ためには、以下のように指定します。
• Microsoft Outlook を使⽤する場合:

a) ユーザーポータルに移動し、Sophos Outlook アドインをダウンロードしてインストー
ルします。

b) Outlook で「暗号化」をクリックしてメールを暗号化します。
• Microsoft Outlook を使⽤しない場合:

a) メールヘッダーフィールドの X-Sophos-SPXEncrypt を 「yes」 に設定しま
す。SPX ヘッダーが指定されているメールに、デフォルトの SPX テンプレートが適⽤
されます。

SPX 設定

デフォルトの SPX テンプレート デフォルトにより使⽤される SPX テンプレート
を選択します。ユーザーがメールを明⽰的に SPX
暗号化し、コンテンツスキャンルールでテンプ
レートが選択されていない場合、デフォルトのテ
ンプレートが使⽤されます。
デフォルトの SPX テンプレートが「なし」に
設定されている場合、SPX 暗号化は適⽤されま
せん。

セキュア返信許容期間 SPX 返信ポータルを使⽤して、受信者が SPX
暗号化されたメールに安全に返信できる最⼤期
間 (⽇数) を⼊⼒します。

未使⽤パスワードの保存期間 未使⽤のパスワードの有効期限 (⽇数) を⼊⼒
します。
たとえば、「未使⽤パスワードの保存期間」が
3 ⽇に設定されている場合は、パスワードが
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3 ⽇⽬ 0 時 0 分に期限切れになります。これ
は、SPX 暗号化メッセージが特定の受信者に送
信されていない場合に有効です。
デフォルト: 30 ⽇

パスワード登録許容時間 パスワード登録ポータルへのリンクの有効期間を
⽇数で⼊⼒します。
デフォルト: 10 ⽇

エラー通知の送信先: SPX エラー通知の受信者を指定します。送信者
に通知を送信することも、通知の送信なしにす
ることもできます。エラーメッセージは SMTP
ログに表⽰されます。

SPX ポータルの設定

ホスト名 パスワード登録ポータルをホストしているホスト
IP アドレスまたはドメインを⼊⼒します。

許可ネットワーク パスワード登録リクエストが許可されるネット
ワークを⼊⼒します。

ポート SPX パスワード登録ポータルをリッスンする
ポートを⼊⼒します。
デフォルト: 8094

SPX パスワードのリセット

次のパスワードをリセット: パスワードをリセットする受信者のメールアド
レスを⼊⼒します。このメールアドレスに送信
される新しい SPX メールで、受信者は送信者
から新しいパスワードを受け取る必要がありま
す。

SPX テンプレート
SPX テンプレートでは、PDF ファイルのレイアウト、パスワードの設定、受信者向け説明を定義で
きます。異なる SPX テンプレートを定義することもできます。そのため、さまざまなカスタマーの
ドメインを管理している場合は、SPX テンプレートをカスタマイズして割り当てることができます
(たとえば、会社ごとのロゴやテキストを追加できます）。

 SPX テンプレートの追加

SPX 暗号化は Sophos Firewall XG105 以降のモデル、Cyberoam CR25iNG 以降のモデル、
および Sophos UTM のすべてのモデルで利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
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このページでは、新しい SPX テンプレートの定義、または既存のテンプレートの変更を⾏うことが
できます。
1. 「メール」 > 「暗号化」 > 「SPX テンプレート」にアクセスし、「追加」をクリックします。
2. 次の基本設定のパラメータ値を⼊⼒します。

名前 テンプレートの固有識別名を指定します。名前
は、英数字と特殊⽂字で指定してください (ス
ラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、カンマ
(,)、⼆重引⽤符 (")、⼀重引⽤符 (') を除く)。

説明 テンプレートの詳細を指定します。
組織名 理者またはメール送信者に送信される (設定に

より異なる) SPX に関する通知に表⽰される組
織名を指定します。

PDF 暗号化 PDF ファイルの暗号化基準を選択します。
表⽰⾏数 PDF ファイルのページのサイズを選択します。
3. パスワードの設定を⼊⼒します。

パスワードの種類 暗号化されたメールメッセージにアクセスす
るためのパスワードを⽣成する⽅法を選択しま
す。「受信者が設定」を選択しない限り、送信
者はパスワードを常に安全な⽅法で受信者に転
送する必要があります。
利⽤可能なオプション:
送信者により指定:
送信者は以下の形式でメールの
件名にパスワードを⼊⼒します:
[secure:<password>]<subject text>:
<password> の部分は暗号化された PDF
ファイルを開くためのパスワード、<subject
text> の部分はランダムな件名です。件名
の例: [Secure:secretp@assword]。送信者
は、パスワードを別途、受信者に送信する必
要があります。このパスワードは保管されま
せん。ファイアウォールにより、メールの送
信時にパスワードが除去されます。このパス
ワードの設定⽅法は、SPX 暗号化を適⽤する
すべての⽅法で使⽤できます。
stored.The device removes the password
when sending the
ファイアウォールがパスワードを⾃動⽣成
し、送信者にメールで送信します。送信者は
パスワードを受信者に送信する必要がありま
す。このパスワードは保管されません。
メールの HTML コンテンツは、「通
知の件名」および「通知の本⽂」で
カスタマイズできます。「リセッ
ト」 を
クリックして、デフォルトのコンテンツをリ
セットできます。
受信者が設定︓
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まだパスワードを登録していない受信者に、
パスワードを登録するためのリンクをメール
で送信します。登録後、ファイアウォールは
このパスワードを使ってメールを暗号化し、
受信者に送信します。このパスワードは、期
限切れになるまで保管されます。受信者はそ
の後、このパスワードを使って、同じ組織か
らのすべてのメールを復号化することができ
ます。パスワードの期限は「SPX 設定」で設
定することができます。

注
「受信者向けに⽣成/保管」と「受信者が
設定」で⽣成したパスワードで保護された
メールを別々に受信した場合は、該当する
パスワードを使ってメールを復号化する必
要があります。

4. 受信者の⼿順を指定します。

受信者への⼿順 メール受信者に送信するメールの本⽂。暗号
化されたメールに関する⼿順を記載します。
シンプル HTML マークアップおよびハイパー
リンクが許可されます。変数を使⽤すること
もできます。例:
%%ORGANIZATION_NAME%%

ヒント
このタブのデフォルトの SPX テンプレートには、利⽤可能なすべての変数が含まれていま
す。受信者への⼿順を記述する例として参考にしてください。使⽤される変数は次のとおりで
す。
• ENVELOPE_TO: ⽣成されたパスワードの受信者
• PASSWORD: SPX 暗号化されたメールを開くパスワード
• ORGANIZATION_NAME: 「組織名」フィールドに⼊⼒した名前
• SENDER: メールの送信者
• REG_LINK: パスワードを登録するための登録ポータルへのリンク

5. SPX ポータルの設定

SPX 返信ポータルの有効化 選択すると、ユーザーが SPX リレーポータル
を使⽤し、SPX 暗号化されたメールに安全に返
信することができます。

返信に元の本⽂を含める 返信に元の本⽂を含めるには、このオプション
を選択してください。
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12.2.5 全般設定

制約事項
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロ
テクションサブスクリプションなしでは施⾏できません。

SMTP 導⼊モード
レガシーモードに切り替えるには、ボタンを押してください。

送信バナーの設定

メールのバナーのモード バナーを送信メールに追加するモードを選択しま
す。

注
バナーを追加するためには、該当する「業
務アプリケーションルール」内の「マル
ウェアのスキャン」で「SMTP のスキャ
ン」と「SMTPS のスキャン」を選択してく
ださい。

Eメールのバナー 送信メールに追加するテキストバナーを指定しま
す。テキストバナーのみが許可されています。
例:
このメールには機密情報が含まれています。
送信者の同意なしにコンテンツをコピーするこ
とは禁じられています。重⼤な必要性がない限
り、このメールを印刷しないでください。環境
問題に関する意識を⾼めましょう。

SMTP 設定

SMTP ホスト名 HELO と SMTP のバナー⽂字列に使⽤する
SMTP ホスト名を指定します。XG Firewall はデ
フォルトで「Sophos」というホスト名を使⽤し
ます。このホスト名は、システムによって⽣成さ
れる通知メールにのみ適⽤されます。

次の容量を超えるメールはスキャンしない スキャンの最⼤ファイルサイズ (KB) を指定しま
す。SMTP/S 経由で受信したこのサイズを超える
ファイルはスキャンされません。
デフォルト - 1024 KB
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デフォルトのファイルサイズのスキャン制限を
51200 KB に増やすには 0 を指定します。

サイズ超過のメールに対するアクション サイズ超過のメールに対する操作を指定します。
利⽤可能なオプション:
許可: すべてのサイズ超過のメールをスキャン
せずに受信者に転送します。拒否: サイズ超過の
メールをすべて拒否し、送信者に通知します。破
棄する: サイズ超過のメールをすべて破棄し、送
信者には通知しません。

SMTP/S で認証された接続のスパム検索を回避
する

有効にして、メールサーバーにより認証された
SMTP/S 接続から受信したメール本⽂に含まれる
スパムのスキャンを回避します。

送信者の IP レピュテーションを検証する クリックして、送信者 IP アドレスのレピュテー
ションを確認します。有効にすると、デバイスは
すべてのメールの送信者 IP アドレスを動的に確
認します。スパムメールまたは悪意のあるコンテ
ンツを送信したと思われる IP アドレスを検出し
た場合、デバイスは設定されたスキャンルールに
基づいて操作を実⾏します。
有効にしている場合は、確定されたスパムメール
およびスパムの可能性があるメールに対しての操
作を指定します。
利⽤可能なオプション:
許可: 設定に基づいてスキャン後、すべてのスパ
ムメールを受信者に転送します。 拒否: すべての
スパムメールは拒否され、メール送信者に通知が
送信されます。 破棄する: すべてのスパムメール
を破棄し、送信者には通知しません。
グローバルオプションであるため、スパムのス
キャンが有効にされると、すべてのメールはま
ず IP レピュテーションのフィルタリングの対
象となり、その後スパムポリシーで設定された
操作に基づいたフィルタリングが⾏われます。
デフォルト - 無効

SMTP DoS 設定 有効にして、ネットワークを SMTP DoS 攻撃か
ら保護する SMTP DoS 設定を指定します。
有効にした場合は、最⼤接続数、最⼤接続
数/ホスト、最⼤メール数/接続、最⼤受信者
数/メール、毎分あたりのメールレート/ホス
ト、毎秒あたりの接続レート/ホストの値を指
定します。

最⼤接続数 メールサーバーで確⽴可能な最⼤接続数を指定し
ます。
デフォルト: 1024
許容可能な範囲: 1〜20000

最⼤接続数/ホスト ホストからメールサーバーへの接続数の上限を指
定します。
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デフォルト: 64
許容可能な範囲: 1〜10000

最⼤メール数/接続 単⼀接続で送信可能なメール数の上限を指定しま
す。
デフォルト: 512
許容可能な範囲: 1〜1000

最⼤受信者数/メール メールの受信者数の上限を指定します。
デフォルト: 100
許容可能な範囲: 1〜256

メールレート 1 分間にホストから送信できるメール数を指定し
ます。
デフォルト: 512
許容可能な範囲: 1〜20000

接続レート ホストからメールサーバーへの 1 秒あたりの接
続数の上限を指定します。
デフォルト: 8
許容可能な範囲: 1〜20000

POP/S と IMAP/S の設定

次の容量を超えるメールはスキャンしない スキャンする最⼤ファイルサイズ (KB) を指定
します。POP/IMAP から受信したこのサイズを
超えるファイルはスキャンされません。
デフォルト - 1024 KB
デフォルトのファイルサイズの制限を 10240
KB に増やすには 0 を指定します。

受信者のへッダー POP3/IMAP の受信者を検知するためのヘッ
ダー値を指定します。
デフォルト - 配信済み-宛先、受信済み、X-
RCPT-TO

SMTP TLS 設定

TLS 証明書 SMTP over SSL トラフィックをスキャンする
ための CA 証明書またはサーバー証明書を選択
します。利⽤可能なオプションは以下のとおり
です。
利⽤可能なオプション:
デフォルト ApplianceCertificate
SecurityAppliance_SSL_CA カスタム CA 証
明書とカスタムサーバー証明書のリスト (追
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加した場合)カスタム CA 証明書は「証明書」
> 「認証局」から、カスタムサーバー証明書
は「証明書」 > 「証明書」から作成できます。

無効な証明書を許可 有効にすると、メールサーバーからの無効な証
明書を使って、SMTP over SSL 接続ができるよ
うになります。このような接続を拒否する場合
はこのオプションを無効にします。
デフォルト - 有効

レガシーの TLS プロトコルを無効にする 有効にすると、TLS 1.1 より前のプロトコルが
無効になります。TLS の脆弱性の問題に対処す
るため、レガシーの TLS プロトコルを無効にす
ることが推奨されます。
デフォルト: 無効

TLS ネゴシエーションを義務付ける TLS 暗号化を強制的に適⽤するするリモートホ
スト (メールサーバー) またはネットワークを
選択します。この場合、選択したホスト/ネット
ワークにメールが送信されると、デバイスは常
に TLS 保護された接続を開始します。TLS の
適⽤後、接続を確⽴できない場合、そのリモー
トホスト/ネットワークへのメールは破棄されま
す。

送信元のメールドメインを要求する 送信者ドメインを指定し、このドメインから
のメール接続に対して TLS 暗号化を適⽤しま
す。送信者ドメインとはメール送信者のドメイ
ンです。指定された送信者ドメインからのメー
ルは、常に TLS 暗号化された接続経由で届くよ
うになります。TLS の適⽤後、接続を確⽴でき
ない場合、その送信者ドメインからのメールは
破棄されます。

TLS ネゴシエーションをスキップ TLS 暗号化をスキップ (バイパス) するリモー
トホスト (メールサーバー) またはネットワーク
を選択します。設定時に、選択されたホストへ
の SMTP 接続はクリアテキストで暗号化されず
に構築されます。

POP および IMAP TLS 設定

TLS 証明書 利⽤可能なオプションから SSL 経由で POP お
よび IMAP トラフィックをスキャンするための
CA を選択します。
利⽤可能なオプション:
デフォルトSecurityAppliance_SSL_CA追加し
た場合は、カスタム CA のリスト。カスタム CA
は 証明書 > 認証局 から作成できます。

無効な証明書を許可 有効にすると、メールサーバーからの無効な証
明書を使って、POP / IMAP over SSL 接続がで
きるようになります。無効にして、このような
接続を拒否します。
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デフォルト - 有効

レガシーの TLS プロトコルを無効にする 有効にすると、TLS 1.1 より前のプロトコルが
無効になります。TLS の脆弱性の問題に対処す
るため、レガシーの TLS プロトコルを無効にす
ることが推奨されます。
デフォルト: 無効

メールジャーナル
メールは組織が使⽤する最も重要な通信ツールおよび業務ツールの 1 つであるため、メールジャー
ナルはすべての組織で不可⽋なものです。
メールジャーナルを使⽤すると、すべての受信メール、または特定の受信者や受信者グループへの
メールを格納できるため、データ流出を細かく監視することができます。
デバイスは単⼀または複数の受信者に向けたすべてのメールを保管し、単⼀または複数の管理者に
転送できます。
このセクションは作成したアーカイバーのリストを表⽰し、新しいアーカイバーの追加、既存アー
カイバーパラメータの更新、アーカイバーの削除を⾏うオプションを提供します。受信者名に基づ
いて、リストをフィルタすることができます。

マルウェア対策
マルウェア対策は、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR500iNG、Sophos UTM SG105
以降のモデルで利⽤可能です。
Sophos XG Firewall は、2 台のウイルス対策エンジンでトラフィックをスキャンする、デュアル
スキャンを提供します。トラフィックは最初にプライマリエンジンでスキャンされ、次にセカンダ
リエンジンでスキャンされます。

プライマリウイルス対策エンジン トラフィックスキャンのプライマリウイルス
対策エンジンを選択します。デュアルスキャン
の場合、パケットは最初にプライマリエンジン
でスキャンされ、次にセカンダリエンジンでス
キャンされます。シングルスキャンの場合、プ
ライマリエンジンのみが使⽤されます。
利⽤可能なオプション:
SophosAvira

注
「Avira」を選択すると、シングルウイルス対策スキャンを有効にしているすべての SMTP ポ
リシーの Sandstorm が無効になります。

 メールジャーナルの追加

メールジャーナルはレガシーモードでのみ利⽤でき、ファイアウォールは透過プロキシとして動作
します。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしで使⽤することはできません。

252 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

「メールジャーナルの追加」では、特定の受信者のメールのコピーを別のメールアドレスに転送す
ることができます。たとえば、管理者を受信者として指定することができます。
1. メール > 全般設定にアクセスして、「メールジャーナル」で「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「受信者」で「任意」を選択して、すべての受信メールからジャーナルを作成します。または、

対象のアドレスグループを選択します。
4. 「メールのコピーの送信先」では、メールのコピーの転送先となるメールアドレスを⼊⼒しま

す。

注
メールのコピーは、SMTP/S プロトコルでのみ送信できます。

5. 「保存」をクリックします。

12.2.6 アドレスグループ

ポリシーと例外はメールアドレスに適⽤されます。設定をすばやく簡単に⾏うために、管理者は同
じスキャンポリシーを必要とするアドレスをグループ化することができます。アドレスグループに
適⽤したポリシーは、グループメンバー全員に適⽤可能です。したがって、グループを多数のルー
ルで使⽤する場合、個別のルールを更新するのではなく、グループからアドレスを追加または削除
するとより簡単になります。これにより、更新を 1カ所で⾏うだけで済むようになります。
アドレスグループは、以下に基づいて作成できます。
• メールアドレスまたはドメイン
• IP アドレス
• RBL (Real time black hole List) (スパムメール専⽤)
アドレスは複数のグループのメンバーになることができます。
RBL とは、スパムの送信元および、ハイジャックされてスパムリレーに利⽤されている IP アドレ
スのリストです。これらの IP アドレスはウイルス拡散に利⽤される場合もあります。接続先の IP
アドレスを各 RBL と照合し、RBL リスト内にその IP アドレスが⾒つかった場合、ポリシー内で指
定した処理が実⾏されます。管理者は、デバイスに付属の 2 つのデフォルトの RBL グループをそ
のまま使⽤するか、必要に応じて変更を加えることができます。
• プレミアム RBL サービス
• スタンダード RBL サービス
「アドレスグループ」ページにはデフォルトグループとカスタムグループがすべて表⽰され、新し
いグループの追加、パラメータの更新、既存グループ内のアドレスのインポート、またはグループ
の削除を⾏うオプションが提供されます。アドレスグループ名に基づいて、リストを並べ替えるこ
とができます。

 アドレスグループの追加

1. メール > アドレスグループにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 名前と説明を⼊⼒します。
3. グループの種類: メールアドレスまたはドメインをアドレスグループに追加します。

利⽤可能なオプション:
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RBL (IPv4) または RBL(IPv6):
RBL (IPv4 または IPv6 形式のアドレスまたはドメイン名) を追加します。
接続元の IP アドレスがこの RBL に含まれる場合は、ポリシーで指定したアクションが適⽤さ
れます。
メールアドレス/ドメイン:
メールアドレスまたはドメイン名を追加します。
インポート: CSV またはテキストファイルをアップロードします。.
⼿動: メールアドレスまたはドメインを 1つずつ追加します。

注
• 1つのファイルで最⼤ 400件のメールアドレスまたはドメインをインポートできます。
• 無効な項⽬や重複する項⽬はインポートされません。

4. 「保存」をクリックします。

12.2.7 ファイルタイプ
ファイル形式とは、ファイル拡張⼦や MIME タイプにより識別されるファイルの種類のことで
す。Web ポリシーにファイル形式を指定して、ファイルへのアクセスを制御することができます。⼀
般的なファイル形式がデフォルトで定義されているほか、それ以外のファイル形式を定義することが
できます。
• ファイル形式を編集するに

は、
をクリックします。

関連タスク
ファイル形式の追加 (p. 150)

 ファイル形式の追加
1. 「Web」 > 「ファイルタイプ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 任意: テンプレートを選択します。

テンプレートには、⼀般的なファイル拡張⼦と MIME ヘッダーが、カテゴリ別に⽰されています
(動画ファイルのカテゴリなど）。拡張⼦と MIME ヘッダーを直接⼊⼒する代わりに、テンプレー
トを使⽤することができます。

4. ファイル拡張⼦と MIME ヘッダーを指定します。

注
ファイル拡張⼦の前にドット (.) を⼊⼒しないでください。

5. 「保存」をクリックします。

関連概念
ファイルタイプ (p. 150)
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ファイル形式とは、ファイル拡張⼦や MIME タイプにより識別されるファイルの種類のことで
す。Web ポリシーにファイル形式を指定して、ファイルへのアクセスを制御することができます。⼀
般的なファイル形式がデフォルトで定義されているほか、それ以外のファイル形式を定義することが
できます。

12.2.8 隔離ダイジェストメール

隔離ダイジェストメールは、Sophos Firewall XG105、Cyberoam CR25iNG、Sophos UTM
SG105 以降のモデルでのみ利⽤可能です。
この機能を使⽤するにはサブスクリプションが必要です。設定はできますが、有効なメールプロテ
クションサブスクリプションなしでは施⾏できません。
隔離ダイジェストとは、デバイスによりフィルタされ、ユーザーの隔離エリアに格納されている隔
離済みメールのリストが含まれているメールです。構成されている場合は、ユーザーはこのページ
で定義された配信頻度で隔離ダイジェストを受け取ります。また、隔離ダイジェストにはユーザー
ポータルへのリンクが含まれています。ユーザーはこのリンクから隔離メールにアクセスして、必
要な操作を実⾏できます。
隔離ダイジェストの設定は、ユーザー全員向けにグローバルに設定するか、個別のユーザー向けに
設定することができます。ユーザーは隔離ダイジェストを構成された頻度で受け取ります。
隔離ダイジェストには、隔離された各メッセージの次の情報が含まれます。
• ⽇付と時刻: メッセージの受信⽇時
• 送信者: 送信者のメールアドレス
• 受信者: 受信者のメールアドレス
• 件名: メッセージの件名

注
隔離ダイジェストは Wi-Fi デバイスには適⽤できません。

隔離ダイジェストをユーザー全員向けに設定する

隔離ダイジェストの有効化 有効にして、隔離ダイジェストをユーザー全員
向けに設定します。

メールの送信頻度 隔離ダイジェストの配信頻度を指定します。
隔離ダイジェストは毎時間、毎⽇指定した時
刻、または毎週指定した曜⽇/時刻に配信するこ
とができます。

送信元メールアドレス メールの送信元となるメールアドレスを指定し
ます。

表⽰名 送信者の名前を指定します。隔離ダイジェスト
はこの名前で送信されます。

テストメールの送信 これをクリックして、メールアドレスの確認
メールの宛先となるメールアドレスを提供しま
す。
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参照させるユーザーポータルのIP 「参照させるユーザーポータルの IP」ドロッ
プダウンリストからインターフェース / ポート
IP を選択します。
隔離ダイジェストメール内のユーザーポータ
ルリンクはこの IP アドレスを指します。ユー
ザーはリンクをクリックして、隔離されたメッ
セージにアクセスし、必要な操作を実⾏しま
す。指定されたインターフェースにアクセスで
きないユーザーは、各⾃のアカウントから隔離
メールに直接アクセスする必要があります。

検疫レポートをスキップ 「追加」をクリックし、隔離ダイジェスト
から除外したいメールアドレスを⼊⼒しま
す。たとえば、エイリアスメールアドレス
「sales@organization.com」 を追加して、その
アドレスを隔離ダイジェストメールの対象から除
外し、そのエイリアスに含まれるユーザーに送信
されないようにします。

ユーザーの隔離ダイジェスト設定の変更 クリックして、個別のユーザーのダイジェスト
設定を変更します。
これにより、グループの選択、隔離ダイジェス
ト設定のグループメンバーの更新を⾏うことが
できます。

特定ユーザーの隔離ダイジェスト設定の上書き
個々のユーザーの隔離ダイジェスト設定を変更するには、「ユーザーの隔離ダイジェスト設定の変
更」をクリックします。これにより、「隔離ダイジェストの管理」という新しいポップアップウィ
ンドウが開き、グループとユーザーを検索することができます。
ユーザーとユーザーグループを個別に検索できます。
隔離ダイジェストを有効にするには、ユーザーのチェックボックスを選択します。有効にした場
合、設定した隔離ダイジェスト設定をそのユーザーに適⽤することができます。



章 13

13 Web サーバー
Web サーバーをレイヤー 7 (アプリケーション) 脆弱性攻撃から保護することができます。こうした
攻撃の例としては、クッキー、URL、フォームの操作などがあります。ここでは、Web サーバー、
保護ポリシー、認証ポリシーの定義⽅法を説明します。これらのポリシーは WAF (Web Application
Firewal) ルールで使⽤します。また、全般設定を使って、Slow HTTP 攻撃から Web サーバーを保護
する⽅法も説明します。
• WAF サービスを管理するには、「システムサービス」 > 「サービス」の順にアクセスします。

13.1 Web サーバー
保護する Web サーバーを定義します。ホスト、種類や、その他の接続設定を指定します。プレーン
テキスト (HTTP) サーバーと暗号化 (HTTPS) サーバーを保護することができます。

関連タスク
Web サーバーの追加 (p. 257)

13.1.1 Web サーバーの追加
IP ホストまたは FQDN ホストを作成する必要があります。
1. 「Web サーバー」 > 「Web サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

ホスト サーバーホスト。IP ホストまたは FQDN ホス
トを作成または選択することができます。

注
FQDN ホストのほうが、より多くのサー
バーと互換性があります。

種類 ファイアウォールとサーバー間の通信に使⽤
されるプロトコル。プレーンテキスト (HTTP)
サーバーと暗号化 (HTTPS) サーバーを保護す
ることができます。

ポート サーバーポート。デフォルトで、選択した
Web サーバーの種類の標準ポートが指定され
ています。

キープアライブ 要求ごとに新しい接続を開くのではなく、ファ
イアウォールと Web サーバー間の接続を維持
します。
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オプション 説明

注
この設定をオンにする前に、Web サー
バーがキープアライブに対応しているかど
うかを確認してください。

タイムアウト 接続のオープン状態を維持する時間 (秒)。

バックエンド接続プーリングを無効にする 接続プールの既存接続を再使⽤せず、毎回、
バックエンドサーバーへの新規接続を作成しま
す。

注
この設定をオンにするとパフォーマンス
が低下する可能性があるので、トラブル
シューティングにのみ使⽤するようにして
ください。

4. 「保存」をクリックします。

関連概念
IP ホスト (p. 477)
「IP ホスト」ページには、ダイナミックホスト、デフォルトのホスト、⼿動で追加されたホストのリ
ストが表⽰されます。
FQDN ホスト (p. 480)
「FQDN ホスト」ページには、利⽤可能なすべての FQDN ホストのリストが表⽰されます。
Web サーバー (p. 257)
保護する Web サーバーを定義します。ホスト、種類や、その他の接続設定を指定します。プレーン
テキスト (HTTP) サーバーと暗号化 (HTTPS) サーバーを保護することができます。

13.2 保護ポリシー
ポリシーを使って、脆弱性攻撃 (クッキー、URL、フォームの操作など) を防ぐ保護対策を定義する
ことができます。また、その他の⼀般的な攻撃、たとえばプロトコルの違反やクロスサイト スクリ
プティング (XSS) 攻撃の被害を軽減させることもできます。ファイアウォールには、⼀般的な Web
サービス⽤のデフォルトのポリシーが備わっています。

保護対策の設定

Cookie 署名 クッキーの改ざんを防⽌し、プライベートセッ
ションデータの不正取得や、詐欺⾏為を防ぎま
す。Web サーバーがクッキーを設定すると、プ
ライマリクッキーの名前、値、およびシークレッ
ト (ファイアウォールのみが知っているシーク
レット) から構成されるハッシュを含む 2つ⽬の
クッキーが、最初のクッキーに追加されるという
仕組みになっています。リクエストが正しいクッ
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キーペアを提供できない場合、そのクッキーは破
棄されます。

スタティック URL ハードニング ユーザーによる「ディープリンク」の⼿動⽣成
を防⽌し、不正アクセスを防ぎます。クライアン
トが Web サイトを要求すると、クッキー署名に
似た⽅法で、Web サイトのすべてのスタティッ
ク URL に署名が付与されます。また、Web サー
バーからのレスポンスを、次にどのリンクを要求
可能かという観点から検証します。

フォームハードニング フォームハードニングでは、Web フォームの元
の構造を保存して署名することによって、SQL
インジェクションなどの攻撃を防⽌します。送
信されたフォームの構造が変更されている場合、
ファイアウォールは要求を拒否します。

マルウェア対策 Web サーバーをウイルスから保護します。
低レピュテーションのクライアントをブロック リアルタイムブラックホールリスト (RBL) と

GeoIP 情報に基づいて、レピュテーションの低
いクライアントをブロックします。RBL として
は、Cyren IP レピュテーションインテリジェ
ンス と SORBS が使⽤されます。GeoIP とし
ては、Maxmind が使⽤されます。A1 (匿名プ
ロキシまたは VPN サービス) と A2 (サテライ
ト ISP) に属するクライアントがブロックされま
す。

⼀般的な脅威対策

プロトコルの違反 HTTP/S プロトコルの RFC 標準仕様に準拠させ
ます。これら仕様に違反しているものは通常悪意
のあることを⽰します。

プロトコルアノマリー ⼀般的な使⽤パターンを検索します。こうしたパ
ターンが無い場合は通常、悪意のある要求である
ことを⽰します。パターンには、「Host」 およ
び 「User-Agent」 などの HTTP ヘッダーや、
その他の項⽬が含まれます。

要求の制限 要求引数の数と範囲に妥当な制限を適⽤します。
要求引数のオーバーロードは典型的な攻撃ベクト
ルです。

HTTP ポリシー HTTP プロトコルの使⽤範囲を制限します。Web
ブラウザは概して、可能なHTTPオプションの中
から、制限されたサブセットのみを使⽤します。
使⽤頻度の低いオプションを禁⽌すると、こうし
たオプションを悪⽤する攻撃を防⽌することがで
きます。

バッドロボット ボットとクローラの代表的な使⽤パターンを検出
します。ボットとクローラのアクセスを拒否する
ことで、Web サーバー上の潜在的な脆弱性が検
出される可能性が少なくなります。

⼀般的な攻撃 多くの攻撃でよく使⽤されるコマンドの試⾏を検
出します。Web サーバーに違反があった場合、
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攻撃者は⼀般的にそのサーバー上で権限の拡張
やデータ格納操作のようなコマンドの実⾏を試み
ます。こうした侵⼊後の実⾏試⾏を検索すること
で、例えば、合法的なアクセス⽅法で脆弱なサー
ビスを標的にしていたために、⾒つからないまま
になっていたかもしれない攻撃を検出することが
出来ます。

SQL インジェクション攻撃 要求引数から、埋め込み SQL コマンドとエス
ケープ⽂字を検出します。Web サーバー上での
⼤部分の攻撃は、データベースに埋め込まれた
SQL コマンドの送信に使⽤できる⼊⼒フィール
ドを標的にしています。

XSS 攻撃 要求引数から、埋め込みスクリプトタグとコード
を検出します。⼀般的なクロスサイトスクリプト
攻撃は、対象 Web サーバー上の⼊⼒フィールド
に合法な⼿段でスクリプトコードの挿⼊を⾏いま
す。

厳格なセキュリティ 厳格なセキュリティチェックを実⾏します (禁じ
られているパストラバーサルなど)。

トロイの⽊⾺ トロイの⽊⾺の代表的な使⽤パターンを検出しま
す。

注
この設定は、トロイの⽊⾺のインストールを
防⽌する効果はありません。トロイの⽊⾺の
インストールは、ウイルス対策スキャンに
よって防⽌されます。

送信 Web サーバーからクライアントへの情報流出を
防⽌します。これには、他に多数ある中でも、機
密情報を収集したり特定の脆弱性を検出するため
に攻撃者が使⽤できる、サーバーによって送信さ
れたエラーメッセージが含まれます。

関連タスク
プロテクションポリシーの追加 (p. 260)

13.2.1 プロテクションポリシーの追加
1. 「Web サーバー」 > 「保護ポリシー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 保護設定を指定します。

オプション 説明

Outlook Anywhere の⾮監視 外部の Microsoft Outlook クライアントが
Web サーバープロテクションを迂回して
Microsoft Exchange Server にアクセスするこ
とを許可します。
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オプション 説明

モード HTTP 要求に対する動作。（ファイアウォール
が、監視対象の要求をログします。）

Cookie 署名 クッキーの改ざんを防⽌します。

スタティック URL ハードニング 指定された URL の書き換えを防ぎます。

注
この設定は、JavaScript などを使ってクラ
イアント上で作成されるダイナミック URL
には無効です。

フォームハードニング フォームの書き換えを防⽌します。

マルウェア対策 ウイルスを防⽌します。この設定をオンにする
と、動作の詳細を指定できます。

低レピュテーションのクライアントをブロック リアルタイムブラックホールリスト (RBL) と
GeoIP 情報に基づいて、レピュテーションの低
いクライアントをブロックします。

ヒント
レピュテーションの低いクライアントのリ
モートルックアップをスキップすると、パ
フォーマンスが向上することがあります。

共通の脅威フィルタ 共通的な脅威対策を指定します (プロトコルの
違反、XSS (Cross-Site Scripting) など)。結
果により、ライブログに通知または警告が表⽰
されます。または、要求が直接ブロックされま
す。
厳格なフィルタを使って、選択した脅威の種
類に関連付けられたルールを厳しく適⽤する
ことができます。

注
厳格なフィルタをオンにすると、誤検出が
発⽣することがあります。

特定のルールが原因となって発⽣する誤検知
を防⽌するには、スキップするルール番号を
追加してください。

注
スタティック URL ハードニングとフォームハードニングは、コンテンツの種類が HTML ま
たは XML のすべてのファイルに影響します。バイナリファイルなどが HTML または XML と
して指定されている場合は、この保護により破損する可能性があります。ファイルを除外する
には、Web サーバーの設定を変更して、影響を受けるファイルを異なるコンテンツタイプで
配信するようにします (例: application/octet-stream)。

4. 任意: ウイルス対策をオンにした場合は、動作の詳細を指定します。

Copyright © 2018 Sophos Limited 261



XG Firewall

オプション 説明

モード ウイルス対策エンジンまたはデュアルスキャ
ン。

⽅向 アップロード、ダウンロード、または両⽅。

スキャン不可なコンテンツのブロック 暗号化または破損されたファイルなど、スキャ
ンできないファイルをブロックします。

スキャンサイズの制限 指定されたサイズを超えるファイルをスキャン
しません。0 と指定するか、空⽩のままにする
と、すべてのファイルがスキャンされます。

注
スキャンサイズの制限は 1 件のファイル
だけではなく、アップロード量全体に適⽤
されます。たとえば、スキャンサイズを
50 MB に制限し、ファイルサイズが 45
MB、5 MB、10 MB の 3 つのファイル を
アップロードすると、最後のファイルはス
キャンされません。この場合、最後のファ
イルにウイルスがあっても検出されませ
ん。

5. 「保存」をクリックします。

関連概念
保護ポリシー (p. 258)
ポリシーを使って、脆弱性攻撃 (クッキー、URL、フォームの操作など) を防ぐ保護対策を定義する
ことができます。また、その他の⼀般的な攻撃、たとえばプロトコルの違反やクロスサイト スクリ
プティング (XSS) 攻撃の被害を軽減させることもできます。ファイアウォールには、⼀般的な Web
サービス⽤のデフォルトのポリシーが備わっています。

13.3 認証ポリシー
認証ポリシーを使って、Web サーバーにリバースプロキシ認証 (ベーシックまたはフォームベース)
を追加することができます。このポリシーによって、ファイアウォールルール内で指定したパスへの
アクセスを制御することもできます。ファイアウォールは、RFC 7617 の記述に従って HTTP ベー
シック認証をサポートします。認証ポリシーでは、認証⽅法とユーザーを指定します。

関連タスク
認証ポリシーの追加 (p. 262)

13.3.1 認証ポリシーの追加
1. 「Web サーバー」 > 「認証ポリシー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. クライアント認証のモードを選択します。
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オプション 説明

ベーシック HTTP ベーシック認証、すなわちユーザー名と
パスワードの⼊⼒により、ユーザーを認証しま
す。セッション Cookie が⽣成されないため、
専⽤サインアウトができなくなります。

ヒント
認証情報は暗号化されずに送信されるの
で、このモードは HTTPS と併⽤してくだ
さい。

フォーム ユーザーはフォームに認証情報を⼊⼒します。
セッション Cookie が⽣成されるので、専⽤サ
インアウトが可能です。

4. クライアント認証の詳細設定を指定します。

オプション 説明

基本的なプロンプト ベーシック認証でユーザーに表⽰する⽂字列。
例: 「認証情報を⼊⼒してください。」

認証テンプレート フォームベース認証で、ユーザーに表⽰する
フォーム。

ユーザーやグループ このプロファイルに割り当てるユーザーまたは
ユーザーグループ。

5. 認証の転送モードを指定します。
このモードは Web サーバーの認証設定と⼀致させる必要があります。

オプション 説明

ベーシック ユーザー名とパスワードを⼊⼒して、HTTP
ベーシック認証で認証します。

なし ファイアウォールと Web サーバーの間で認証
が⾏われません。

注
Web サーバーで認証がサポートされなく
ても、ユーザーはフロントエンドモードで
認証されます。

6. 認証転送の詳細設定を指定します。

オプション 説明

ユーザー名の追加 ベーシック認証の場合、ユーザー名に⾃動追加
されるアフィックスの種類。アフィックスはド
メインやメールアドレスの作業を⾏う際に便利
です。
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オプション 説明

注
ユーザーがユーザー名のみを⼊⼒すると、
プレフィックスとサフィックスが追加され
ます。

基本ヘッダーの削除 認証なしの場合に、ファイアウォールから
Web サーバーに基本ヘッダーを送信しませ
ん。

7. 任意: フォームベース認証の場合に、ユーザーセッションの設定を指定します。

オプション 説明

セッションタイムアウト 指定された間隔内にアクティビティが検出され
なかった場合は、ユーザーに強制的に再度ログ
オンさせます。

セッション有効期間 アクティビティがあるかどうかにかかわらず、
ユーザーがログオンした状態を維持できる時間
を制限します。

8. 「保存」をクリックします。

関連概念
認証ポリシー (p. 262)
認証ポリシーを使って、Web サーバーにリバースプロキシ認証 (ベーシックまたはフォームベース)
を追加することができます。このポリシーによって、ファイアウォールルール内で指定したパスへの
アクセスを制御することもできます。ファイアウォールは、RFC 7617 の記述に従って HTTP ベー
シック認証をサポートします。認証ポリシーでは、認証⽅法とユーザーを指定します。

13.4 認証テンプレート
認証テンプレートは、フォームベースの認証ポリシーで使⽤される HTML フォームを規定します。

関連タスク
認証テンプレートの追加 (p. 264)

13.4.1 認証テンプレートの追加
1. 「Web サーバー」 > 「認証テンプレート」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. HTML テンプレートを選択します。
4. 任意: 選択したテンプレートで使⽤する 1 つまたは複数の画像、スタイルシート、JavaScript

ファイルを選択します。
5. 「アップロード」をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。

関連概念
認証テンプレート (p. 264)
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認証テンプレートは、フォームベースの認証ポリシーで使⽤される HTML フォームを規定します。

13.5 全般設定
Slow HTTP プロテクションを設定し、TLS バージョンを設定します。

Slow HTTP プロテクションの設定
Slow HTTP 攻撃とは、攻撃者が Web サーバーに断⽚的な HTTP リクエストをゆっくりと 1 つ
ずつ送信する DoS (Denial of Service) 攻撃です。HTTP リクエストが不完全な場合や、転送レー
トが⾮常に低い場合、サーバーのリソースが残りのデータを待機してビジー状態になります。サー
バーの同時接続プールが上限に達すると、DoS が発⽣します。
Slow HTTP プロテクションでは、要求ヘッダーのタイムアウトを設定して、Slow HTTP 攻撃を防
⽌します。

ソフトリミット 要求ヘッダーの受信に設ける時間制限の最⼩値。
ハードリミット 要求ヘッダーの受信に設ける時間制限の最⼤値。
指定バイト数を超えたら延⻑ ソフトリミットに設定されているタイムアウトを

延⻑するデータ量 (バイト)。この量を超えるたび
に、ソフトリミットが 1 秒増加します。

スキップするネットワーク/ホスト Slow HTTP プロテクションから影響を受けない
ネットワークやホスト。

TLS バージョンの設定
WAF への接続に必要な TLS バージョンを選択します。

注
バージョンを選択する前に、ブラウザが TLS に対応しているかどうかを確認してください。

関連情報
Slow HTTP 攻撃からの保護⽅法

13.6 Web サーバーの保護
業務アプリケーションルールを使って、 Web サーバーを攻撃から保護することができます。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• 保護する Web サーバーを設定する。
• 保護設定を定義する。
• Web サーバーを保護するための業務アプリケーションルールを定義する。
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 FQDN ホストの追加
Web サーバーのホストを定義します。
1. 「ホストとサービス」 > 「FQDN ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 マイ Web サイト

FQDN example.com
3. 「保存」をクリックします。

 Web サーバーの設定
Web サイトをホストするように Web サーバーを設定します。
1. 「Web サーバー」 > 「Web サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

注
ここに記載されていない設定項⽬は、デフォルトの値を使⽤してください。

オプション 説明

名前 マイ Web サーバー

ホスト マイ Web サイト
3. 「保存」をクリックします。

 保護ポリシーの定義
不正アクセスと⼀般的な脅威からネットワークを保護するための設定を⾏います。
1. 「Web サーバー」 > 「保護ポリシー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 Web サーバープロテクション
3. 保護設定を指定します。

オプション 説明

Outlook Anywhere の⾮監視 オフ

モード 拒否

Cookie 署名 オフ

スタティック URL ハードニング -
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オプション 説明

エントリー URL /

フォームハードニング -

マルウェア対策 -

低レピュテーションのクライアントをブロック -

低レピュテーションのクライアントに対するリ
モートルックアップをスキップ

オフ

共通の脅威フィルタ -
4. 「保存」をクリックします。

 業務アプリケーションルールの定義
アプリケーションの脆弱性攻撃から Web サーバーを保護するには、業務アプリケーションルールを
定義し、WAF テンプレートを指定します。また、Web サーバー、認証設定、保護設定を指定しま
す。
1. 「ファイアウォール」に移動して、「ファイアウォールルールの追加」 > 「業務アプリケーショ

ンのルール」の順にクリックします。

2. 設定を指定します。

オプション 説明

アプリケーションテンプレート Web Server Protection (WAF)

ルール名 マイ Web サーバーの保護

3. 「ホスト型サーバー」の設定を指定します。
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オプション 説明

ホスト型アドレス #Port1

ドメイン webserver.example.com

4. 「保護されたサーバー」の設定を指定します。

オプション 説明

Web サーバーのリスト マイ Web サーバー

5. アクセス権限を設定します。

オプション 説明

認証 ベーシック (パススルー)

6. 詳細設定を指定します。

オプション 説明

保護 Web サーバープロテクション
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7. 「保存」をクリックします。
Web サーバーが、保護ポリシーで指定した攻撃から保護されるようになりました。
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章 14

14 ⾼度な脅威
⾼度な脅威対策により、ネットワーク上のすべてのトラフィックを監視して、脅威を検出し、パケッ
トの破棄など適切な対策を講じることができます。Sandstorm アクティビティとファイルの分析結果
も確認することができます。この結果を使って、ファイルの解放に伴うネットワークへのリスクレベ
ルを判断します。

14.1 ATP (Avanced Threat Protection)
⾼度な脅威対策 (ATP) では、送受信するネットワークトラフィック (DNS リクエスト、HTTP リクエ
スト、IP パケットなど) を分析して脅威を検出します。ATP により、ネットワーク内の感染クライア
ントを迅速に検出して、アラートを⽣成したり、そのクライアントからのトラフィックを破棄したり
することができます。
• ⾼度な脅威対策をオンにするには、「オン/オフ」スイッチをクリックします。
• ATP で脅威が検出されたときのアクションとしては、「ログのみ」を選択してデータパケットを

ログするか、「ログしてドロップ」を選択してパケットをログして破棄します。（ATP イベント
のログはデフォルトで有効になっています。)

• ATP の対象外とする既知のホストを指定するには、「新規項⽬の追加」をクリックし、ホストを
選択します。

• ATP による脅威スキャンをスキップする宛先 IP アドレスまた
はドメイン名を追加するには、アドレスを⼊⼒し、追加ボタン

をクリックします。

注意
送信元または宛先を除外することにより、ネットワークが重⼤なリスクにさらされる可能性があ
ります。

14.2 Sandstorm アクティビティ
アクティビティの記録には、ファイルや不審なメール添付ファイルが Sandstorm に送信された⽇時
など、基本的な情報が含まれます。また、分析とリリースのステータスも⽰されます。表⽰されたリ
ンクを使⽤して、レポートの詳細を表⽰したり、ファイルやメールをリリースしたりできます。
• 結果を絞り込むには、フィルタボタン

( )
をクリックして条件を指定します。

• Sandstorm 分析情報の詳細を表⽰するには、「レポートの表⽰」をクリックします。
レポートには、以下が含まれます:
• ダウンロードの詳細 (例: 送信元、ダウンロード時刻)
• ファイルの詳細 (例: ファイル名、種類)
• 分析結果
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• ファイルに含まれている潜在的な脅威の説明
• ファイルをダウンロードしたすべてのユーザーのリスト
• メールの場合は、送信者と受信者のアドレス
ファイルをリリースすると、ユーザーが直ちにダウンロードできるようになります。現在分析中の
ファイルと、エラー状態を返したファイルのみ、リリース可能です。ファイルをリリースした場合
も、Sandstorm によって引き続きファイル分析が⾏われます。

注意
分析の完了前にファイルやメールををリリースすると、悪質なコンテンツのダウンロードにつな
がる可能性があります。

• ファイルまたはメールメッセージをリリースするには、「今すぐ配信」をクリックします。

14.3 Sandstorm設定
ここでは、データセンターを指定したり、ファイルを Sandstorm 分析から除外する⽅法を説明しま
す。

グローバルに展開する Sandstorm データセン
ター

分析対象のファイルは、クラウド上の
Sandstorm データセンターに安全な SSL 接続
経由で転送されます。デフォルトでは、最寄りの
データセンターが選択されます。データセンター
を変更することも可能です。

注意
データセンターを変更すると、現在実⾏中の
分析データが失われる可能性があります。

除外するファイルの種類 Sandstorm 解析から除外するメール添付ファ
イルと Web ダウンロードの種類を選択します
(ファイルの種類は、ファイル拡張⼦と MIME
ヘッダーにより識別されます)。

注
選択したファイルの種類を含むアーカイブ
も、他に含まれるファイルの種類にかかわら
ず、除外されます。

注
任意のファイルの種類を除外することができ
ますが、安全とみなされている多くの種類
(画像など) は分析に送信されることはありま
せん。Sandstorm で実⾏可能な、危険な種
類のファイルのみが、分析のために送信され
ます。
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章 15

15 Central Synchronization
Sophos Central と同期すると、ネットワーク上のデバイス間で セキュリティハートビート を通じ
てセキュリティステータスを共有できるようになります。また、アプリケーション同期と制御 では、
ネットワーク上のアプリケーションを検出して管理することができます。さらに、XG Firewall デバ
イスを Sophos Central から集中管理することができます。
• セキュリティハートビート または アプリケーション同期と制御 をオンにするには、「登録」を

クリックします。
• セキュリティハートビート を設定するには、「追加の設定項⽬」をクリックし、「ミッシング

ハートビートのゾーン」フィールドにゾーンを追加します。

注
ミッシングハートビートはこれらのゾーンでのみ検出されます。ポリシーでゾーンのブロック
を指定し、ここにゾーンを追加しなかった場合は、コントロールセンターのセキュリティハー
トビートウィジェットに「不明」と表⽰されます。

セキュリティハートビート、アプリケーション同期と制御 または Sophos Central を無効にして
も、ご利⽤の Sophos Central アカウントで登録されたままになります。
• Sophos Central から登録を解除するには、「登録解除」をクリックします。

セキュリティハートビート
セキュリティハートビート は、Sophos Endpoint Protection により管理されるエンドポイントと
XG Firewall が Sophos Central を通じて通信できるようにする機能です。この仕組みにより、エ
ンドポイントのセキュリティステータスを共有することができます。XG Firewall 管理者と Sophos
Central 管理者はポリシーを定義して、エンドポイントのセキュリティステータスに基づいてネッ
トワークアクセスを制限することができます。たとえば、セキュリティインシデントが発⽣したエ
ンドポイントを迅速に隔離して、ネットワーク内で脅威が広がることを防⽌することができます。
エンドポイントの認証は Sophos Central で⾏われます。このため、エンドポイント上で、Sophos
Central 管理者が⽤意した Sophos Endpoint Protection クライアントを実⾏しておく必要があり
ます。Sophos Endpoint Protection は、エンドポイントが組織に属し、ネットワークにアクセス
する許可があるかどうかを確認します。これらのエンドポイントは定期的にセキュリティステータ
スの最新情報を XG Firewall に送信し、その情報に基づいて所定のポリシーが適⽤されます。
この機能を使⽤するには、Sophos Central で登録する必要があります。
「コントロールセンター」ページの「セキュリティハートビート」ウィジェットには、エンドポイ
ントのセキュリティステータス情報が表⽰されます。
セキュリティハートビート をオンにした場合は、ミッシングハートビートゾーンを設定してくださ
い。ハートビート情報に基づいてトラフィックを制御するには、ユーザー / ネットワークのファイ
アウォールルールの「詳細設定」セクションで設定します。
セキュリティハートビート が正しく動作するには、以下の条件を満たす必要があります。
• ハートビート接続を確⽴する前に VPN トンネル経由でルーティングされたトラフィックがな

いこと。このようなトラフィックについては、ハートビートトラフィックも VPN トンネル経
由でルーティングされます。そのため、ファイアウォールはハートビートトラフィックを検出
できず、そのエンドポイントを「不明」として識別します。エンドポイントが不明の状態の場
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合、このエンドポイントからのファイアウォール経由のすべてのトラフィックはブロックされ
ます。

注
Sophos Connect では、Sophos エンドポイントにより⽣成されたハートビートメッセー
ジを VPN 経由で送信することができます (ただし、接続ポリシーで許可されていることが
前提となります)。これは Sophos Connect Admin で設定することができます。

• エンドポイントが中間ルーターの内側に配置されていること。この条件が満たされていない
と、ミッシングハートビートが検出されず、無効であるという情報が伝わらないので、エンド
ポイントのセキュリティステータスが共有され続けます。

• ルーターが NAT ゲートウェイではないこと。この条件が満たされていないと、エンドポイント
はセキュリティステータスを XG Firewall と共有できません。

アプリケーション同期と制御
アプリケーション同期と制御 はネットワーク上のアプリケーショントラフィックを検出し、既知の
アプリケーションを⾃動的に分類します。不明なアプリケーションは、カテゴリを設定したり、名
前を変更することができます。その情報に基づいて、アプリケーショントラフィックを制御するこ
とができます。また、インタラクティブなアプリケーションレポートによって、ネットワークトラ
フィックの詳細情報を把握することができます。
この機能を使⽤するには、Sophos Central で登録する必要があります。

Sophos Central で管理する
この機能を使⽤するには、Sophos Central で登録する必要があります。
• Sophos Central から XG Firewall を監視・管理するよう設定するには、「Sophos Central で

管理する」をクリックします。Sophos Central の管理者が XG Firewall を承認すると、このファ
イアウォールを Sophos Central から管理できるようになります。

• ファイアウォールのバックアップスケジュールを設定するには、「設定」をクリックします。
バックアップは Sophos Central に保存されます。

関連タスク
ユーザー/ネットワークルールの追加 (IPv4) (p. 59)
このページでは、IPv4 プロトコルを使⽤するトラフィックを制御するためのファイアウォールルー
ルを作成することができます。ファイアウォールルールは内部ネットワークと外部ネットワーク間
のトラフィックを制御して、未承認アクセスからネットワークを保護します。デバイスは、ファイア
ウォールルールで構成した送信元ゾーンおよび宛先ゾーンに基づいて適⽤するルールを決定します。
このページでは、ID ベースのファイアウォールルールをユーザーに適⽤して、ルールを作成します。
ユーザー/ネットワークルールの追加 (IPv6) (p. 65)
このページでは、IPv6 プロトコルを使⽤するトラフィックを制御するためのファイアウォールルー
ルを作成することができます。ファイアウォールルールは内部ネットワークと外部ネットワーク間
のトラフィックを制御して、未承認アクセスからネットワークを保護します。デバイスは、ファイア
ウォールルールで構成した送信元ゾーンおよび宛先ゾーンに基づいて適⽤するルールを決定します。
このページでは、ID ベースのファイアウォールルールをユーザーに適⽤して、ルールを作成します。
関連情報
Windows ⽤の Sophos Endpoint Security and Control
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章 16

16 VPN
Virtual Private Network (VPN) はインターネットなどのパブリックネットワーク上でエンドポイン
ト間のプライベートネットワークトラフィックを伝達するトンネルです。VPN を通じて、プライベー
トネットワークに直接接続しているときと同じように、デバイスからデータを転送することができま
す。VPN を使⽤すると、個々のホストから社内ネットワークに安全に接続したり、複数のネットワー
クを互いに接続することができます。たとえば、社外の従業員が社内ネットワークに安全にアクセス
したり、⽀社と本社間の通信を保護するためによく利⽤されます。

16.1 IPsec ポリシー
IPsec (インターネットプロトコルセキュリティ) のプロファイルには、IKE (インターネットキー交
換) ⽤の暗号化設定および認証設定を指定します。このプロファイルは、IPsec または L2TP 接続の
設定時に使⽤します。デフォルトのプロファイルは、⼀般的な VPN の導⼊シナリオに対応していま
す。
• プロファイルを複製するに

は、
をクリックします。

全般設定

鍵交換 使⽤する IKE (Internet Key Exchange) のバー
ジョン。IKEv2 は IKEv1 より帯域使⽤量が少な
いほか、EAP 認証と NAT トラバーサルに対応し
ているなど、機能が向上しています。

認証モード 認証 (フェーズ 1) 情報の交換モード。
鍵のネゴシエーションの試⾏回数 鍵のネゴシエーションを試⾏する最⼤回数。
鍵の再⼊⼒を許可 現在の鍵が期限切れになる前にピアのいずれかが

⾃動的にネゴシエーションを開始することを許可
します。

圧縮形式でデータをパスする スループットを増加するため、圧縮形式でデータ
を転送します。

SHA2 (96ビット切り捨て) IKEv1 でのみ利⽤可能。SHA2 の 96 ビット切り
捨てを有効にします。

フェーズ 1

鍵の有効期間 鍵の有効期間 (秒単位)。
鍵の再⼊⼒マージン 鍵の有効期間の残り時間 (秒単位)。ここで指定し

た秒数に達すると、ネゴシエーションプロセスが
再試⾏されます。

鍵の再⼊⼒マージンをランダム化する割合: 鍵の再⼊⼒マージンをランダム化する因⼦。
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DH グループ 暗号化に使⽤する Diffie–Hellman グループ。
アルゴリズムの組み合わせ 暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムの組み合

わせ。この組み合わせにより、データ交換の整合
性を保ちます。

フェーズ 2

PFS グループ 各フェーズ 2 トンネルに新しい鍵交換を強制す
るために使⽤される Perfect Forward Secrecy
グループ (Diffie–Hellman グループ)。

鍵の有効期間 鍵の有効期間 (秒単位)。
アルゴリズムの組み合わせ 暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムの組み合

わせ。この組み合わせにより、データ交換の整合
性を保ちます。

デッドピア検知

デッドピア検知 指定された間隔ごとに、ピアが有効かどうかを確
認します。

次の後にピアを確認する: ピアの確認を⾏う間隔 (秒)。
次まで応答を待つ: ピアの応答を待機する時間 (秒)。
ピアが到達不可能な場合に動作する ピアが⾮アクティブであると判定したときに実⾏

する処理。

関連タスク
IPsec ポリシーの追加 (p. 276)

16.1.1 IKE (Internet Key Exchange)
IKE (Internet Key Exchange) は IPsec において SA (Security Association) のセットアップに使⽤
されるプロトコルです。XG Firewall では、RFC 2409 の定義に基づき IKE をサポートしています。
鍵交換のフェーズは以下のとおりです。
• 認証 (フェーズ 1)。フェーズ 1 では、ピアはそれぞれ事前共有鍵またはデジタル証明書を⽤い

て⾃⼰認証します。Diffie–Hellman アルゴリズムにより、認証済みの安全な通信チャネルが作
成され、さらに共有シークレット鍵が⽣成されて、その後の通信が暗号化されます。このネゴ
シエーションによって、セッション鍵と SA が⽣成されます。

• 鍵交換 (フェーズ 2)。フェーズ 2 では、ピアはフェーズ 1 で確⽴されたセキュリティチャネ
ルを使⽤して、IPsec SA に対してネゴシエーションを⾏います。この SA の鍵材料は、IKE
フェーズ 1 の鍵を使⽤するか、または PFS 設定に基づいて新しい鍵交換を実施することにより
作成されます。この SA は、ピア間で転送される実際のユーザーデータを暗号化します。

Diffie–Hellman 鍵交換
Diffie–Hellman 鍵交換は、安全でないチャネル上で暗号化鍵を安全に交換する⽅法です。Diffie–
Hellman アルゴリズムは、安全で暗号化された鍵の転送中に、これらがインターネット上で攻撃さ
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れることを防⽌するために作成されました。Diffie–Hellman 鍵交換を認証アルゴリズムと併⽤する
ことで、スプーフィング攻撃と中間者攻撃を防⽌することができます。

Perfect Forward Secrecy
PFS (Perfect Forward Secrecy) はフェーズ 2 において、以前の鍵から独⽴した無関係の鍵を得る
⽅法です。PFS を指定すると、各ネゴシエーションに新しい鍵が⽣成され、新しい DH の鍵交換が
含まれます。PFS では、ネットワークに侵⼊するために破らなければいけない鍵がもう 1つ増える
ため、セキュリティが向上します。

16.1.2 IPsec ポリシーの追加
1. 「VPN」 > 「IPsec ポリシー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 全般設定を指定します。

オプション 説明

鍵交換 使⽤する IKE (Internet Key Exchange) の
バージョン。IKEv2 は IKEv1 より帯域使⽤量
が少ないほか、EAP 認証と NAT トラバーサル
に対応しているなど、機能が向上しています。

認証モード 認証 (フェーズ 1) 情報の交換モード。
メインモード Diffie–Hellman 鍵交換を 3 回
の双⽅向交換によって実⾏します。
セキュリティ Diffie–Hellman鍵交換を 3 つ
のメッセージで実⾏します。この⽅法では、
認証の際に交換されるメッセージ数が少な
く、また、認証情報を暗号化する暗号アルゴ
リズムが使⽤されないので、メインモード
よりもすばやくトンネルを確⽴できます。リ
モートピアがダイナミック IP アドレスを持
つ場合は、このオプションを使⽤してくださ
い。

警告
アグレッシブモードは安全ではないので、
推奨されません。

鍵のネゴシエーションの試⾏回数 鍵のネゴシエーションを試⾏する最⼤回数。

鍵の再⼊⼒を許可 鍵を再⼊⼒できるようにし、鍵の有効期限が切
れる前にネゴシエーションプロセスを⾃動的に
開始します。ネゴシエーションは、ローカルま
たはリモートピアのどちらからでも開始できま
す。ネゴシエーションで同じ鍵を使⽤するか、
新しい鍵を⽣成するかは、PFS に依存します。
このオプションを有効にした場合は、フェーズ
1、2 の鍵の有効期間を設定します。
無効にすると、ピアが鍵の再⼊⼒リクエス
トを送信したときのみ、ネゴシエーションプ
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オプション 説明
ロセスが開始されます。ピアが鍵の再⼊⼒を
しないよう設定された場合は、鍵の有効期間
中、同じ鍵が使⽤されます。新しい鍵が⽣成
されないため、この構成は安全ではありませ
ん。このオプションは、ピアを乗っ取った第
三者がセキュリティアソシエーションを使⽤
できる期間を制限することを⽬的としていま
す。

圧縮形式でデータをパスする スループットを増加するため、圧縮形式でデー
タを転送します。

SHA2 (96ビット切り捨て) IKEv1 でのみ利⽤可能。SHA2 の 96 ビット切
り捨てを有効にします。

4. フェーズ 1 の設定を指定します。

オプション 説明

鍵の有効期間 鍵の有効期間 (秒単位)。

鍵の再⼊⼒マージン 鍵の有効期間の残り時間 (秒単位)。ここで指定
した秒数に達すると、ネゴシエーションプロセ
スが再試⾏されます。 たとえば、鍵の有効期
間が 8 時間で鍵の再⼊⼒マージンが 10 分の場
合、ネゴシエーションプロセスは 7 時間 50 分
後に開始します。

鍵の再⼊⼒マージンをランダム化する割合: 鍵の再⼊⼒マージンをランダム化する因⼦。 た
とえば、鍵の有効期間が 8 時間、鍵の再⼊⼒
マージンが 10 分、ランダム化が 20% に設定
されている場合、鍵の再⼊⼒マージンは 8 〜
12 分となり、ネゴシエーションプロセスはそ
れに従って開始・終了します。

DH グループ 暗号化に使⽤する Diffie–Hellman グループ。
グループには、暗号化に使⽤する鍵の⻑さを指
定します。

注
リモートピアは、同じグループを使⽤する
必要があります。

アルゴリズムの組み合わせ 暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムの組み
合わせ。この組み合わせにより、データ交換の
整合性を保ちます。

注
リモートピアは、定義された組み合わせを
少なくとも 1 つ使⽤する必要があります。

5. フェーズ 2 の設定を指定します。
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オプション 説明

PFS グループ 各フェーズ 2 トンネルに新しい鍵交換を強制す
るために使⽤される Perfect Forward Secrecy
グループ (Diffie–Hellman グループ)。

注
PFS を使⽤した⽅が安全ですが、鍵の再
⼊⼒に時間がかかることがあります。PFS
をサポートしていないベンダーもありま
す。グループを選択する前に、ハードウェ
アの仕様を確認してください。

鍵の有効期間 鍵の有効期間 (秒単位)。 フェーズ 2 の鍵の有
効期間はフェーズ 1 より短くしてください。

アルゴリズムの組み合わせ 暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムの組み
合わせ。この組み合わせにより、データ交換の
整合性を保ちます。

注
リモートピアは、定義された組み合わせを
少なくとも 1 つ使⽤する必要があります。

6. デッドピア検知の設定を指定します。

オプション 説明

デッドピア検知 指定された間隔ごとに、ピアが有効かどうかを
確認します。 スタティックエンドポイントへの
接続では、トンネルの再ネゴシエーションは⾃
動的に⾏われます。ダイナミックエンドポイン
トへの接続では、リモート側がトンネルの再ネ
ゴシエーションを⾏う必要があります。

次の後にピアを確認する: ピアの確認を⾏う間隔 (秒)。

次まで応答を待つ: ピアの応答を待機する時間 (秒)。 指定間隔内
に応答がない場合、ピアは⾮アクティブとみな
されます。

ピアが到達不可能な場合に動作する ピアが⾮アクティブであると判定したときに実
⾏する処理。

7. 「保存」をクリックします。

関連概念
IPsec ポリシー (p. 274)
IPsec (インターネットプロトコルセキュリティ) のプロファイルには、IKE (インターネットキー交
換) ⽤の暗号化設定および認証設定を指定します。このプロファイルは、IPsec または L2TP 接続の
設定時に使⽤します。デフォルトのプロファイルは、⼀般的な VPN の導⼊シナリオに対応していま
す。
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16.2 IPsec 接続
IPsec (インターネットプロトコルセキュリティ) とは、IP レイヤー上の通信を暗号化によって保護す
るプロトコルセットです。IPsec 接続により、ホスト間、サイト間、またはリモートユーザーと LAN
との間で、安全なアクセスを実現することができます。XG Firewall では、RFC 4301 の定義に基づ
き IPsec をサポートしています。ここでは、IPsec 接続を作成・管理する⽅法や、フェールオーバー
の設定⽅法について説明します。
• 接続を追加するには、「追加」をクリックします。
• 接続ウィザードを使って接続を追加するには、「ウィザード」をクリックします。
• 接続を有効にするには、アクティブ状態インジケータをクリックします。
• 接続するには、接続状態インジケータをクリックします。
• 接続をダウンロードするに

は、
をクリックします。

表 15 : 接続状態インジケータ

アクティブ 接続 説明

接続は有効ですが、接続されていま
せん。

接続は有効で接続されています。

接続は有効ですが、⼀部のみ接続さ
れています。LAN またはリモート
ネットワーク上で複数のサブネット
が構成されている場合、各サブネッ
ト⽤にサブ接続が作成されます。こ
の状態は、いずれかのサブ接続が有
効ではないことを⽰しています。

接続は無効です。

フェールオーバーグループ
フェールオーバーグループは、IPsec 接続のシーケンスです。プライマリ接続にエラーが⽣じる
と、グループ内のセカンダリ接続 (またはその次のアクティブな接続) に⾃動的に引き継がれ、トラ
フィックが中断されることなく流れ続けます。
接続エラーが発⽣すると、プライマリ接続の状態が 60 秒ごとに確認されます。プライマリ接続が
復元すると、セカンダリ接続がグループ内の元の位置に戻ります。
• フェールオーバーグループをアクティベートしてプライマリ接続を確⽴するには、アクティブ状

態インジケータをクリックします。
フェールオーバーグループをオフにすると、そのグループのアクティブなトンネルが無効になりま
す。

関連タスク
IPsec 接続の追加 (p. 280)
フェールオーバーグループの追加 (p. 282)
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関連情報
サイト間 IPsec VPN の作成 (p. 307)
本社と⽀社の間に IPsec VPN を作成して導⼊しましょう。認証には、事前共有鍵を使⽤します。

16.2.1 IPsec 接続の追加

1. 「VPN」 > 「IPsec 接続」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 全般設定を指定します。

オプション 説明

IP バージョン トンネルでサポートされる IP バージョン。指
定された IP バージョンを使⽤するデータのみ
が、トンネルを通過できます。

接続の種類 リモートアクセス インターネットを通じて、
個々のホストとプライベートネットワークの間
に安全な接続を確⽴します。この⽅法は、社外
にいる従業員が社内ネットワークに接続するた
めによく使⽤されます。リモート接続を確⽴す
るために、リモートユーザーは VPN クライア
ントソフトウェアが必要です。
サイト間 インターネットを通じて、ネット
ワーク全体 (LAN または WAN など) とリ
モートネットワークの間に安全な接続を確⽴
します。⽀社から本社への接続でよく使⽤さ
れます。
ホスト間 2台のホスト間に安全な接続を確⽴
します (2台のデスクトップパソコンなど)。

ゲートウェイの種類 VPN サービスまたはデバイスが再起動したと
きの処理。
無効 – ユーザーが有効にするまで、接続を無
効にします。
応答のみ – 受信要求にいつでも応答できるよ
うに接続を準備します。
接続を開始 VPN サービスまたはデバイスを
再起動するたびに接続を確⽴します。

保存時にアクティベート 「保存」をクリックしたときに、接続をアク
ティベートします。

ファイアウォールルールの作成 この接続⽤のファイアウォールルールを作成し
ます。

4. 暗号化設定を指定します。

オプション 説明

ポリシー トラフィック⽤の IPsec プロファイル。

認証タイプ 接続に使⽤する認証。
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オプション 説明
事前共有鍵 両⽅のエンドポイントに既知の
シークレットを使⽤して、エンドポイントを
認証します。
デジタル証明書 証明書 (⾃⼰署名または証明
機関により発⾏された証明書) を交換して、
エンドポイントを認証します。
RSA 鍵 RSA 鍵を使⽤してエンドポイントを認
証します。

ローカル証明書 ファイアウォールによる認証で使⽤される証明
書。

リモート証明書 リモートピアによる認証で使⽤される証明書。

注
リモート証明書に、公開 CA の証明書を使
⽤しないでください。未認証のユーザーが
その CA から有効な証明書を取得する可能
性があり、危険です。

5. ローカルゲートウェイを設定します。

オプション 説明

リスニングインターフェース 接続リクエストを待機するインターフェース。

ローカル ID 事前共有鍵の ID の種類を選択し、値を⼊⼒し
ます。

ローカルサブネット リモートアクセスを与えるローカルネットワー
ク。

ネットワークアドレス変換 NAT デバイスがエンドポイント間に存在する場
合、NAT トラバーサルを有効にします (リモー
トピアがプライベート/ルーティング不可能な
IP アドレスを所有する場合)。

6. リモートゲートウェイを設定します。

オプション 説明

ゲートウェイのアドレス リモートゲートウェイの IP アドレスとポー
ト。 (任意のポートを指定するには、「*」 を
⼊⼒してください。)

リモート ID 事前共有鍵の ID の種類を選択し、値を⼊⼒し
ます。

リモートサブネット アクセスを与えるリモートネットワーク。
7. 詳細設定を指定します。

オプション 説明

ユーザー認証モード XAUTH により要求される VPN クライアント
の認証。
なし 認証不要。
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オプション 説明
クライアントとして リモートゲートウェイに
よって認証⽤に要求されるユーザー名とパス
ワード。
サーバーとして 接続が許可される全ユー
ザー。

アイドル状態のときに切断 クライアントがアイドル状態のまま指定時間が
経過したら、セッションから切断します。

アイドルセッション時間の間隔 アイドルクライアントの接続が切断されるまで
の時間 (秒)。

8. 「保存」をクリックします。

関連概念
IPsec 接続 (p. 279)
IPsec (インターネットプロトコルセキュリティ) とは、IP レイヤー上の通信を暗号化によって保護す
るプロトコルセットです。IPsec 接続により、ホスト間、サイト間、またはリモートユーザーと LAN
との間で、安全なアクセスを実現することができます。XG Firewall では、RFC 4301 の定義に基づ
き IPsec をサポートしています。ここでは、IPsec 接続を作成・管理する⽅法や、フェールオーバー
の設定⽅法について説明します。

16.2.2 フェールオーバーグループの追加
1. 「VPN」 > 「IPsec 接続」に進んでください。
2. 「フェールオーバーグループ」にスクロールして、追加をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. 少なくとも 2つ以上の接続を選択します。

プライマリ接続にエラーが⽣じると、グループ内のセカンダリ接続 (またはその次のアクティブな
接続) に⾃動的に引き継がれ、トラフィックが中断されることなく流れ続けます。

注
リモート ID の IP アドレスは、グループ内のすべての接続で同じである必要があります。

5. 任意: 接続エラーの通知を受け取るには、「メール通知」を有効にします。
6. 任意: プライマリ IPsec 接続が復旧したら⾃動的にフェールバックするには、「⾃動フェール

バック」を有効にします。
7. フェールオーバーの状況を指定します。

フェールオーバーの状況にあてはまると、接続エラーとみなされます。
8. 「保存」をクリックします。
状態ボタンをクリックして、グループをアクティベートし、プライマリ接続を確⽴してください。

関連概念
IPsec 接続 (p. 279)
IPsec (インターネットプロトコルセキュリティ) とは、IP レイヤー上の通信を暗号化によって保護す
るプロトコルセットです。IPsec 接続により、ホスト間、サイト間、またはリモートユーザーと LAN
との間で、安全なアクセスを実現することができます。XG Firewall では、RFC 4301 の定義に基づ

282 Copyright © 2018 Sophos Limited

https://tools.ietf.org/html/rfc4301
https://tools.ietf.org/html/rfc4301


XG Firewall

き IPsec をサポートしています。ここでは、IPsec 接続を作成・管理する⽅法や、フェールオーバー
の設定⽅法について説明します。

16.2.3 VPN フェールオーバー
VPN フェールオーバーは、VPN トラフィックの⾃動バックアップ接続を⾏い、IPsec 接続が「「常に
オン」」になるようにする仕組みです。
フェールオーバーグループは、IPsec 接続のシーケンスです。プライマリ接続にエラーが⽣じる
と、グループ内のセカンダリ接続 (またはその次のアクティブな接続) に⾃動的に引き継がれ、トラ
フィックが中断されることなく流れ続けます。
接続エラーが発⽣すると、プライマリ接続の状態が 60 秒ごとに確認されます。プライマリ接続が
復元すると、セカンダリ接続がグループ内の元の位置に戻ります。
• 「フェールオーバーの状態」で指定されたプロトコルのパケットは、ローカルサーバーとリモー

トサーバーの両⽅で、両サーバー間の双⽅向の通信を許可されていることが前提となります。
• 1 つの接続は、1 つのグループにのみメンバーとして属すことができます。
• フェールオーバープロセスに参加させるには、接続を有効にする必要があります。
• 接続をグループのメンバーとして追加すると、「デッドピア検知」が無効になり、「鍵のネゴシ

エーションの試⾏回数」が 3 に設定されます。
• 接続がグループから削除されると、元のポリシーと接続構成が考慮されます。
• 確⽴済みの接続をフェールオーバーグループに追加すると、その接続は切断されます。
• 出荷時の状態にリセットすると、フェールオーバーの構成はクリアされます。
• リモートアクセス接続は、フェールオーバーグループに追加できません。

16.3 VPN 設定
SSL VPN と L2TP によるリモートアクセスで要求される設定を定義します。たとえば、プロトコル、
サーバー証明書、クライアントの IP アドレスなどを指定します。

SSL VPN

プロトコル すべての SSL VPN クライアントが使⽤するプ
ロトコル。メール、Web 閲覧、FTP など、⾼
い信頼性が必要なアプリケーションには、TCP
を推奨します。UDP は、ストリーミングメディ
ア、DNS、VoIP、TFTP など、⾼速かつ効率的な
転送が必要なアプリケーションに適しています。

SSL サーバー証明書 SSL VPN サーバーがクライアントに対して使⽤
する証明書。

ホスト名の上書き ファイアウォールのホスト名に到達できない場合
に使⽤するホスト名。クライアント VPN 接続の
宛先ホスト名としてファイアウォールのホスト名
を使⽤するには、このフィールドを空⽩のままに
します。

ポート 必要に応じて、SSL VPN サーバーが待機する
ポート番号を変更します。ユーザーポータルへの
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安全な接続と、TCP を使⽤する SSL VPN 接続
は、同じポート (例: 443) を使⽤することができ
ます。

IPv4 リース範囲 SSL クライアント⽤の IPv4 アドレス範囲。これ
は、プライベートな IP アドレスの範囲にしてく
ださい。

サブネットマスク IPv4 アドレス範囲に使⽤するサブネットマス
ク。

IPv6 リース (IPv6 プレフィックス) SSL クライアント⽤の IPv6 アドレス範囲。
リースモード IPv4 アドレスのみ、または IPv4 アドレスと

IPv6 アドレスの両⽅を割り当てます。
IPv4 DNS 組織のプライマリおよびセカンダリ DNS サー

バー。
IPv4 WINS 組織のプライマリおよびセカンダリ Windows

Internet Naming Service (WINS) サーバー。
ドメイン名 ファイアウォールのホスト名。完全修飾ドメイ

ン名 (FQDN) で指定します。このホスト名は、
ファイアウォールを識別するための通知メッセー
ジに使⽤されます。

デッドピアの接続を解除するまでの時間: ファイアウォールがデッド状態の接続を終了する
までの時間 (秒)。

アイドルピアの接続を解除するまでの時間: ファイアウォールがアイドル状態の接続を終了す
るまでの時間 (分)。

暗号化アルゴリズム VPN トンネル経由で送信するデータを暗号化す
るアルゴリズム。

認証アルゴリズム メッセージの認証に使⽤されるアルゴリズム。
鍵サイズ 鍵サイズ (ビット)。⻑い鍵の⽅が安全です。
鍵の有効期間 鍵が期限切れになるまでの時間 (秒)。
SSL VPN トラフィックの圧縮 SSL VPN トンネル経由で送信するデータを、暗

号化の前に圧縮します。
デバッグモードを有効にする デバッグに役⽴つ詳細情報を SSL VPN ログファ

イルに出⼒します。

L2TP
• ユーザーが L2TP で社内ネットワークにアクセスすることを許可するには、設定を指定し、「適

⽤」をクリックします。その後、「メンバーの追加」をクリックして、ユーザーを選択します。
• L2TP によるアクセスを許可されているユーザーを表⽰するには、「メンバーの表⽰」をクリック

します。

L2TP の有効化 特定のユーザーが L2TP で社内ネットワークにア
クセスすることを許可します。

IP の割り当て先 クライアントにリースするアドレス範囲。クライ
アントは接続中、この範囲から割り当てられたア
ドレスを使⽤します。プライベートな IP アドレ
スの範囲にしてください。
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注
L2TP と PPTP の範囲は重ならないようにし
てください。

RADIUS サーバーから L2TP、PPTP、Sophos
Connect クライアントに IP アドレスをリース
することを許可する

RADIUS サーバーで認証されたユーザー
は、RADIUS サーバーから提供された IP アドレ
スを使⽤します。RADIUS サーバーからアドレ
スが提供されない場合は、そのユーザー向けに構
成されたスタティックアドレスが割り当てられる
か、または指定範囲から IP アドレスがリースさ
れます。

クライアント情報 接続⽤のプライマリ DNS サーバー。セカンダリ
DNS サーバーと WINS サーバーも指定できま
す。

16.4 SSL VPN (リモートアクセス)
リモートアクセスポリシーでは、個々のホストがインターネット上のポイントツーポイント暗号化ト
ンネル経由でネットワークリソースにアクセスできるようにします。リモートアクセスには、SSL 証
明書、ユーザー名、パスワードが必要です。
ユーザーはユーザーポータルから、カスタマイズされた SSL VPN クライアントソフトウェアバン
ドルをダウンロードすることができます。このバンドルには、SSL VPN クライアント、SSL 証明
書、環境設定が含まれます。SSL VPN クライアントは、⼀般的なビジネス⽤アプリケーションを多
数サポートしています。
リモートアクセスポリシーでは、総合的な SSL VPN ソリューションである OpenVPN を使⽤しま
す。

関連タスク
リモートアクセスポリシーの追加 (p. 285)
関連情報
リモートアクセス SSL VPN の作成 (p. 297)
リモートユーザーがローカルネットワークにアクセスするための接続を構成、導⼊しましょう。TCP
のポート 443 を通じて、VPN の暗号化トンネルを確⽴し、社内リソースへの安全なアクセスを提供
します。

16.4.1 リモートアクセスポリシーの追加
1. 「VPN」 > 「SSL VPN (リモートアクセス)」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. ユーザーとグループを指定します。

オプション 説明

ポリシーメンバー ネットワークリソースにアクセスできるユー
ザーやグループ。

4. トンネルアクセスの設定を指定します。
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オプション 説明

デフォルトのゲートウェイとして使⽤ このリモートアクセスポリシーをデフォルト
ゲートウェイとして使⽤します。有効な時は、
外部のインターネットリクエストを含むすべて
のトラフィックがデフォルトゲートウェイに転
送されます。無効な時は、内部と外部のトラ
フィックが異なるゲートウェイで処理されま
す。

許可するネットワークリソース このポリシーによりアクセスが許可されるリ
ソース (インターフェースなど)。

5. アイドルタイムアウトの設定を指定します。

オプション 説明

アイドルクライアントの接続を切断 クライアントがアイドル状態のまま指定時間が
経過したら、セッションから切断します。

グローバルタイムアウトの上書き アイドルクライアントの接続を切断するまでの
時間。

6. 「適⽤」をクリックします。
「管理」 > 「デバイスのアクセス」に移動して、ユーザーポータルを LAN ゾーンと WAN ゾーン
で有効にします。

関連概念
SSL VPN (リモートアクセス) (p. 285)
リモートアクセスポリシーでは、個々のホストがインターネット上のポイントツーポイント暗号化ト
ンネル経由でネットワークリソースにアクセスできるようにします。リモートアクセスには、SSL 証
明書、ユーザー名、パスワードが必要です。

16.5 SSL VPN (サイト間)
サイト間 SSL VPN では、インターネット上のポイントツーポイント暗号化トンネルを使⽤して、社
内ネットワーク間で互いにアクセスできるようにします。トンネルエンドポイントはクライアントま
たはサーバーとして動作します。クライアントが接続を開始し、サーバーはクライアントのリクエス
トに応答します。IPsec ではどちらのエンドポイントからでも接続を開始できるので、その点が異な
ります。IPsec でネットワークアドレス変換やファイアウォールルールに起因する問題が発⽣した場
所からでも、SSL VPN を使って接続することが可能です。
• サーバー接続をダウンロードするに

は、
をクリックします。

関連タスク
サーバー接続の追加 (p. 287)
サイト間 VPN トンネル⽤のサーバーを作成します。
クライアント接続の追加 (p. 287)
サイト間 VPN トンネル⽤のクライアントを作成します。
関連情報
サイト間 SSL VPN の作成 (p. 303)
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安全なサイト間 VPN トンネルを、SSL 接続を使って確⽴しましょう。この VPN を通じて、⽀社が本
社に接続できるようにします。⽀社にいるユーザーは本社 LAN に接続することができます。
ネットワーキング: サイト間の IPsec VPN 事前共有鍵

16.5.1 サーバー接続の追加
サイト間 VPN トンネル⽤のサーバーを作成します。
1. 「VPN」 > 「SSL VPN (サイト間)」に進んでください。
2. 「サーバー」セクションで、「追加」をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. 設定を指定します。

オプション 説明

スタティック仮想 IPアドレスの使⽤ アドレスプールのアドレスではなく、指定した
IP アドレスをクライアントに割り当てます。既
に使⽤されているアドレスの割り当てを防⽌す
るには、このオプションを有効にします。プラ
イベート IP アドレスなど、他のホストと競合
しない IP アドレスを指定してください。

ローカルネットワーク リモートネットワークからトンネル経由で接続
を許可するネットワーク。

リモートネットワーク トンネル経由でアクセスする、リモートファイ
アウォールにあるネットワーク。

5. 「保存」をクリックします。
サーバー構成ファイルをダウンロードして、クライアント接続を作成します。

関連概念
SSL VPN (サイト間) (p. 286)
サイト間 SSL VPN では、インターネット上のポイントツーポイント暗号化トンネルを使⽤して、社
内ネットワーク間で互いにアクセスできるようにします。トンネルエンドポイントはクライアントま
たはサーバーとして動作します。クライアントが接続を開始し、サーバーはクライアントのリクエス
トに応答します。IPsec ではどちらのエンドポイントからでも接続を開始できるので、その点が異な
ります。IPsec でネットワークアドレス変換やファイアウォールルールに起因する問題が発⽣した場
所からでも、SSL VPN を使って接続することが可能です。

16.5.2 クライアント接続の追加
サイト間 VPN トンネル⽤のクライアントを作成します。
クライアント接続を追加するには、サーバー構成ファイルが必要です。
1. 「VPN」 > 「SSL VPN (サイト間)」に進んでください。
2. 「クライアント」セクションで、「追加」をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. 「ファイルの選択」をクリックして、サーバー構成ファイルを選択します。
5. ファイルが暗号化されている場合はパスワードを⼊⼒します。
6. 任意: 設定を指定します。
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オプション 説明

HTTP プロキシサーバーの使⽤ 指定した Web プロキシサーバー経由の接続を
トンネルに許可します。通常は空⽩のままにし
ます。

ピアホスト名の上書き サーバー側のホスト名をパブリックにルーティ
ングできない場合に使⽤するホスト名。通常は
空⽩のままにします。

7. 「保存」をクリックします。

関連概念
SSL VPN (サイト間) (p. 286)
サイト間 SSL VPN では、インターネット上のポイントツーポイント暗号化トンネルを使⽤して、社
内ネットワーク間で互いにアクセスできるようにします。トンネルエンドポイントはクライアントま
たはサーバーとして動作します。クライアントが接続を開始し、サーバーはクライアントのリクエス
トに応答します。IPsec ではどちらのエンドポイントからでも接続を開始できるので、その点が異な
ります。IPsec でネットワークアドレス変換やファイアウォールルールに起因する問題が発⽣した場
所からでも、SSL VPN を使って接続することが可能です。

16.6 Sophos Connect クライアント
Sophos Connect クライアント は Microsoft Windows 7 SP2 以降および Mac OS 10.12 以降で
動作する VPN ソフトウェアです。社外の従業員向けに、⾮常に安全性の⾼い、暗号化された VPN
トンネルを確⽴します。「Sophos Connect クライアント」ページで「ダウンロード」をクリック
して、Sophos Connect クライアントと Sophos Connect 管理 をダウンロードすることができま
す。Sophos Connect クライアント⽤のパターンが「バックアップ & ファームウェア」 > 「パター
ンのアップデート」からダウンロード済みかどうかを確認してください。
• Sophos Connect クライアント 経由で社内ネットワークへのリモートアクセスを許可するには、

設定を指定し、ユーザーを追加し、Sophos Connect クライアントを有効にし、「適⽤」をク
リックします。

注
ここで設定される Sophos Connect クライアントポリシーは、「「すべてをトンネル経由に
する」」ポリシーです。Sophos Connect 管理 で、スプリットトンネリングを使⽤するよ
うポリシーを変更することができます。ポリシーの変更⼿順については、Sophos Connect
Admin を参照してください。

• 接続をエクスポートするには、Sophos Connect クライアント を有効にし、「接続のエクスポー
ト」をクリックします。

注
「リモート証明書」として外部証明書を選択した場合は、接続をエクスポートできません。

リモートユーザーは接続ファイル (.tgb) をインポートし、Sophos Connect クライアントを使っ
て接続を確⽴します。詳しくは、Sophos Connect ヘルプを参照してください。

• 出荷時の設定に戻すには、「リセット」をクリックします。
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全般設定

Sophos Connect クライアント Sophos Connect クライアントを有効にします。
インターフェース 「トンネルのエンドポイントとして動作する

WAN ポート。」を選択します
認証タイプ 接続に使⽤する認証。

• 事前共有鍵 両⽅のエンドポイントに既知の
シークレットを使⽤して、エンドポイントを
認証します。

• デジタル証明書 証明書 (⾃⼰署名または証
明機関により発⾏された証明書) を交換し
て、エンドポイントを認証します。

ローカル ID 事前共有鍵の ID の種類を選択し、値を⼊⼒し
ます。 DER ASN1DN (X.509) は使⽤できませ
ん。

リモート ID 事前共有鍵の ID の種類を選択し、値を⼊⼒し
ます。 DER ASN1DN (X.509) は使⽤できませ
ん。

許可されたユーザー 設定済みの Sophos Connect クライアントで接
続することを許可されたユーザー。

クライアント情報

IP の割り当て先 クライアントにリースするアドレス範囲。クライ
アントは接続中、この範囲から割り当てられたア
ドレスを使⽤します。プライベートな IP アドレ
スの範囲にしてください。

注
L2TP と PPTP の範囲は重ならないようにし
てください。

RADIUS サーバーから L2TP、PPTP、Sophos
Connect クライアントに IP アドレスをリース
することを許可する

RADIUS サーバーで認証されたユーザー
は、RADIUS サーバーから提供された IP アドレ
スを使⽤します。RADIUS サーバーからアドレ
スが提供されない場合は、そのユーザー向けに構
成されたスタティックアドレスが割り当てられる
か、または指定範囲から IP アドレスがリースさ
れます。

詳細設定

トンネルがアイドル状態の時に切断 クライアントがアイドル状態のまま指定時間が経
過したら、セッションから切断します。
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アイドルセッション時間の間隔 アイドルクライアントの接続が切断されるまでの
時間 (秒)。

関連情報
ネットワーキング: Cisco IPSecVPN クライアント

16.7 L2TP （リモートアクセス）
L2TP (レイヤー 2 トンネリングプロトコル) では、インターネット上のプライベートトンネル経由で
社内ネットワークに接続することができます。XG Firewall では、RFC 3931 の定義に基づき L2TP
をサポートしています。

注
接続を有効にするには、まず L2TP を有効にする必要があります。「VPN 設定を表⽰」をクリッ
クし、「L2TP」タブをクリックします。

• 接続を有効にするには、アクティブ状態インジケータをクリックします。
• 接続するには、接続状態インジケータをクリックします。

表 16 : 接続状態インジケータ

アクティブ 接続 説明

接続は有効ですが、接続されていま
せん。

接続は有効で接続されています。

接続は有効ですが、⼀部のみ接続さ
れています。LAN またはリモート
ネットワーク上で複数のサブネット
が構成されている場合、各サブネッ
ト⽤にサブ接続が作成されます。こ
の状態は、いずれかのサブ接続が有
効ではないことを⽰しています。

接続は無効です。

関連タスク
リモートアクセス接続の追加 (p. 290)

16.7.1 リモートアクセス接続の追加
1. 「VPN」 > 「L2TP （リモートアクセス）」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 全般設定を指定します。

オプション 説明

ポリシー トラフィック⽤の IPsec プロファイル。
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オプション 説明

ゲートウェイの種類 VPN サービスまたはデバイスが再起動したと
きの処理。
無効 – ユーザーが有効にするまで、接続を無
効にします。
応答のみ – 受信要求にいつでも応答できるよ
うに接続を準備します。

4. 認証設定を指定します。

オプション 説明

認証タイプ 接続に使⽤する認証。
事前共有鍵 両⽅のエンドポイントに既知の
シークレットを使⽤して、エンドポイントを
認証します。
デジタル証明書 証明書 (⾃⼰署名または証明
機関により発⾏された証明書) を交換して、
エンドポイントを認証します。

5. ローカルネットワークの詳細を指定します。

オプション 説明

ローカル WAN ポート トンネルのエンドポイントとして動作する
WAN ポート。

ローカル ID 事前共有鍵の ID の種類を選択し、値を⼊⼒し
ます。 DER ASN1DN (X.509) は使⽤できませ
ん。

6. リモートネットワークの詳細を指定します。

オプション 説明

リモートホスト リモートエンドポイントの IP アドレスまたは
ホスト名。(任意の IP アドレスを指定するに
は、「*」 を⼊⼒します。)

NAT トラバーサルを許可する NAT デバイスがエンドポイント間に存在する場
合、NAT トラバーサルを有効にします (リモー
トピアがプライベート/ルーティング不可能な
IP アドレスを所有する場合)。

リモートサブネット アクセスを与えるリモートネットワーク。

リモート ID 事前共有鍵の ID の種類を選択し、値を⼊⼒し
ます。 DER ASN1DN (X.509) は使⽤できませ
ん。

7. クイックモードセレクターを指定します。

オプション 説明

ローカルポート ローカルピアが TCP または UDP トラフィック
に使⽤するポート。(任意のポートを指定する
には、「*」 を⼊⼒してください。)
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オプション 説明

リモートポート リモートピアが TCP または UDP トラフィック
に使⽤するポート。(任意のポートを指定する
には、「*」 を⼊⼒してください。)

8. 詳細設定を指定します。

オプション 説明

トンネルがアイドル状態の時に切断 クライアントがアイドル状態のまま指定時間が
経過したら、セッションから切断します。

アイドルセッション時間の間隔 アイドルクライアントの接続が切断されるまで
の時間 (秒)。

9. 「保存」をクリックします。

関連概念
L2TP （リモートアクセス） (p. 290)
L2TP (レイヤー 2 トンネリングプロトコル) では、インターネット上のプライベートトンネル経由で
社内ネットワークに接続することができます。XG Firewall では、RFC 3931 の定義に基づき L2TP
をサポートしています。

16.8 PPTP （リモートアクセス）
PPTP (Point-to-Point Tunnelling Protocol) では、インターネット上のプライベートトンネル経由で
社内ネットワークに接続することができます。プロトコル⾃体には暗号化機能や認証機能は含まれま
せんが、XG Firewall では、パスワード認証プロトコル (PAP)、チャレンジハンドシェイク認証プロ
トコル (CHAP)、Microsoft チャレンジハンドシェイク認証プロトコル (MS-CHAPv2) などの認証オ
プションをサポートしています。XG Firewall では、RFC 2637 の定義に基づき PPTP をサポートし
ています。
• ユーザーが PPTP によりネットワークにアクセスすることを許可するには、設定を指定し、「適

⽤」をクリックします。続けて「メンバーの追加」をクリックして、ユーザーを選択します。
• PPTP によるアクセスを許可されているユーザーを表⽰するには、「メンバーの表⽰」をクリック

します。

PPTP の有効化

PPTP の有効化 特定のユーザーが PPTP によりネットワークにア
クセスすることを許可します。

全般設定

IP の割り当て先 クライアントにリースするアドレス範囲。クライ
アントは接続中、この範囲から割り当てられたア
ドレスを使⽤します。プライベートな IP アドレ
スの範囲にしてください。
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注
L2TP と PPTP の範囲は重ならないようにし
てください。

RADIUS サーバーから L2TP、PPTP、Sophos
Connect クライアントに IP アドレスをリース
することを許可する

RADIUS サーバーで認証されたユーザー
は、RADIUS サーバーから提供された IP アドレ
スを使⽤します。RADIUS サーバーからアドレ
スが提供されない場合は、そのユーザー向けに構
成されたスタティックアドレスが割り当てられる
か、または指定範囲から IP アドレスがリースさ
れます。

クライアント情報 接続⽤のプライマリ DNS サーバー。セカンダリ
DNS サーバーと WINS サーバーも指定できま
す。

16.9 クライアントレスアクセス
ユーザーがブラウザのみを使⽤して、社内ネットワーク上のサービスやエリア (リモートデスクトッ
プやファイル共有など) にアクセスできるようにします。追加のプラグインは不要です。クライアン
トレスアクセスポリシーには、ユーザー (ポリシーメンバー) とブックマークを指定します。
クライアントレスアクセスポリシーは、マルチユーザーアクセスに対応しないリソース (ネット
ワークハードウェアなど) へのアクセスを提供したり、システムまたはネットワーク全体ではな
く、⼀部のサービスへのアクセスのみを提供するような場合に使⽤します。ユーザーは、ユーザー
ポータルの VPN ページから、ブックマークを使って社内ネットワークにアクセスすることができ
ます。

ヒント
ユーザーが社外からクライアントレスアクセスできるようにするには、ユーザーポータルへの
WAN アクセスを許可します。

関連タスク
クライアントレスアクセスポリシーの追加 (p. 293)

16.9.1 クライアントレスアクセスポリシーの追加
クライアントレスアクセスポリシーを設定するには、少なくとも 1 つのブックマークを作成する必
要があります。
1. 「VPN」 > 「クライアントレスアクセス」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. ユーザーとグループを指定します。

オプション 説明

ポリシーメンバー ブックマークにアクセスできるユーザーまたは
グループ。

4. クライアントレスポータルの設定を指定します。
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オプション 説明

公開済みのブックマーク ポリシーメンバーがアクセスできるブックマー
クまたはブックマークグループ。

Web アプリケーションの制限 「セキュリティ保護された Web 閲覧」セク
ションをユーザーポータルに表⽰しません。こ
れにより、ブックマークに指定した URL だけ
にユーザーアクセスを制限します。

5. 「適⽤」をクリックします。

関連概念
クライアントレスアクセス (p. 293)
ユーザーがブラウザのみを使⽤して、社内ネットワーク上のサービスやエリア (リモートデスクトッ
プやファイル共有など) にアクセスできるようにします。追加のプラグインは不要です。クライアン
トレスアクセスポリシーには、ユーザー (ポリシーメンバー) とブックマークを指定します。

16.10 ブックマーク
ブックマークを作成するには、URL、接続の種類、セキュリティ設定を指定します。ブックマークを
クライアントレスアクセスポリシーに含めることによって、社内ネットワークや社内サービスへのア
クセス権をユーザーに与えることができます。たとえば、共有ファイルへのアクセスや、リモートデ
スクトップアクセスをユーザーに提供したいとしましょう。ユーザーは、ユーザーポータルの VPN
ページから、これらのブックマークにアクセスすることができます。

関連タスク
ブックマークの追加 (p. 294)

16.10.1 ブックマークの追加
1. 「VPN」 > 「ブックマーク」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 種類 (プロトコル) を選択します。

注
セキュリティ対応のプロトコルを選択した場合は、セキュリティ設定も指定してください。

オプション 説明

HTTPS Hypertext Transfer Protocol を使って、ブラ
ウザから Web アプリケーションにセキュアな
アクセスを⾏います。

HTTP Hypertext Transfer Protocol を使って、ブラ
ウザから Web アプリケーションに⾮セキュア
なアクセスを⾏います。

RDP Remote Desktop Protocol を使って、リモー
トデスクトップへのアクセスを⾏います。
TLS、NLA、RDP の各セキュリティプロトコ
ルがサポートされています。これらのセキュ
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オプション 説明
リティ設定は、サーバーの設定に従う必要が
あります。

TELNET Telnet プロトコルを使って、ターミナルアクセ
スを⾏います。

SSH Secure Socket Shell を使って、セキュアな
ターミナルアクセスを⾏います。

FTP File Transfer Protocol を使って、サーバーに
⾮セキュアなアクセスを⾏います。

FTPS File Transfer Protocol を使って、サーバーに
セキュアなアクセスを⾏います。セキュリティ
の実装には、TLS と SSL が使⽤されていま
す。

SFTP File Transfer Protocol を使って、サーバーに
セキュアなアクセスを⾏います。セキュリティ
の実装には、SSH が使⽤されています。

SMB Server Message Block というファイル共有プ
ロトコルを使って、サーバーへのアクセスを⾏
います。

VNC Virtual Network Computing を使っ
て、Linux/UNIX ホストにリモートアクセスを
⾏います。
クラシック VNC の認証 (パスワードのみ) が
サポートされています。

4. アクセスを許可する Web サイトの URL またはサーバーの IP アドレスを⼊⼒します。

注
上級ユーザーでない限り、デフォルトのポート番号は変更しないようにしてください。

5. セキュリティ設定を適宜指定します。
• SSH の場合: ユーザー名を指定し、公開ホスト鍵を貼り付けます。
• FTPS の場合: 公開ホスト鍵を貼り付けます。
• SFTP の場合: ユーザー名を⼊⼒し、認証⽅式を選択します。パスワードを指定し、指⽰に

従って鍵を貼り付けます。
6. 設定を指定します。

オプション 説明

⾃動ログイン このオプションを有効にすると、ユーザーは
ログイン情報を⼊⼒する必要がなくなります。
指定したユーザー名とパスワードを使ってセッ
ションが確⽴されます。

セッションの共有 このオプションを有効にすると、複数のユー
ザーが同じ接続を同時に使⽤して、同じ画⾯を
参照できるようになります。

ドメイン ユーザーがアクセス可能なドメインです。

Copyright © 2018 Sophos Limited 295



XG Firewall

オプション 説明

参照ドメイン ブックマークした URL を正しく表⽰するため
に必要なフォーマットまたはスクリプト (CCS
や JavaScript など) を含むドメインまたは
URL。

リモートフォルダの初期化 リモートディレクトリ。正常に認証されると、
ユーザーはリモートサーバー上の特定のフォル
ダにリダイレクトされます。

7. 「保存」をクリックします。

関連概念
ブックマーク (p. 294)
ブックマークを作成するには、URL、接続の種類、セキュリティ設定を指定します。ブックマークを
クライアントレスアクセスポリシーに含めることによって、社内ネットワークや社内サービスへのア
クセス権をユーザーに与えることができます。たとえば、共有ファイルへのアクセスや、リモートデ
スクトップアクセスをユーザーに提供したいとしましょう。ユーザーは、ユーザーポータルの VPN
ページから、これらのブックマークにアクセスすることができます。

16.11 ブックマークグループ
ブックマークをグループ化しておくと、後で簡単に参照することができます。たとえば、リモートデ
スクトップに関連するブックマークをすべてまとめて 1つのグループを作成しておけば、個々のブッ
クマークに別々にアクセスせずに済みます。

関連タスク
ブックマークグループの追加 (p. 296)

16.11.1 ブックマークグループの追加
1. 「VPN」 > 「ブックマークグループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「新規項⽬の追加」をクリックして、ブックマークを選択します。
4. 「保存」をクリックします。

関連概念
ブックマークグループ (p. 296)
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ブックマークをグループ化しておくと、後で簡単に参照することができます。たとえば、リモートデ
スクトップに関連するブックマークをすべてまとめて 1つのグループを作成しておけば、個々のブッ
クマークに別々にアクセスせずに済みます。

16.12 リモートアクセス SSL VPN の作成
リモートユーザーがローカルネットワークにアクセスするための接続を構成、導⼊しましょう。TCP
のポート 443 を通じて、VPN の暗号化トンネルを確⽴し、社内リソースへの安全なアクセスを提供
します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• SSL VPN クライアント⽤のアドレス範囲を指定する。
• SSL VPN クライアント⽤のユーザーグループを追加し、ユーザーを追加する。
• ローカルサブネットとリモート SSL VPN の範囲を定義する。
• SSL VPN リモートアクセスポリシーを追加する。
• ファイアウォールルールを追加する。
• クライアントに SSL VPN クライアントソフトウェアをダウンロードし、社内ネットワークに接続

する。
• 接続を確認する。

関連概念
SSL VPN (リモートアクセス) (p. 285)
リモートアクセスポリシーでは、個々のホストがインターネット上のポイントツーポイント暗号化ト
ンネル経由でネットワークリソースにアクセスできるようにします。リモートアクセスには、SSL 証
明書、ユーザー名、パスワードが必要です。

 VPN 設定の指定
SSL クライアント⽤の IP アドレス範囲を指定します。これはプライベートなアドレス範囲です。SSL
クライアントがログオンすると、この範囲からアドレスを割り当てられます。
1. 「VPN」に移動して、「VPN 設定を表⽰」をクリックします。

2. リース範囲を指定します。
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3. 「適⽤」をクリックします。

 ユーザーグループとユーザーの追加
リモート SSL VPN ⽤のユーザーグループを作成し、ユーザーを追加します。このグループに、ネッ
ト閲覧クォータとアクセス時間を指定します。グループ内のユーザーに、無制限のアクセスを許可し
ます。
1. 「認証」 > 「グループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

名前 リモート SSL VPN グループ

ネット閲覧クォータ インターネットアクセスを制限しない

アクセス時間 常に許可
3. 「保存」をクリックします。
4. 「認証」 > 「ユーザー」に移動して、「追加」をクリックします。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

ユーザー名 john.smith

名前 John Smith

グループ リモート SSL VPN グループ
6. 「保存」をクリックします。

 ローカルサブネットとリモート SSL VPN 範囲の定義
ローカルサブネットとリモート SSL VPN 範囲のホストを作成します。ローカルサブネットには、リ
モートクライアントがアクセスできるネットワークリソースを定義します。
1. 「ホストとサービス」 > 「IP ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. ローカルサブネットの名前と IP アドレスを⼊⼒します。
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3. 「保存」をクリックします。
4. 「追加」をクリックします。
5. リモートサブネットの名前と IP アドレスを⼊⼒します。

6. 「保存」をクリックします。

 SSL VPN リモートアクセスポリシーの追加
「リモート SSL VPN グループ」内のクライアントが接続することを許可するポリシーを作成しま
す。これらのユーザーはローカルサブネット上のリソースへのアクセスを許可されます。
1. 「VPN」 > 「SSL VPN (リモートアクセス)」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒し、ポリシーメンバーと、許可するネットワークリソースを指定します。
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3. 「適⽤」をクリックします。

 認証サービスの確認
ファイアウォールの認証⽅法および SSL VPN の認証⽅法として、ローカル認証を使⽤します。
1. 「認証」 > 「サービス」に進んでください。
2. 認証サーバーが「ローカル」に設定されていることを確認します。

3. 「SSL VPN 認証⽅法」へスクロールします。
4. 認証サーバーが「ローカル」に設定されていることを確認します。
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 デバイスアクセス設定の確認
接続を導⼊し、ユーザーが接続にアクセスできるようにするためには、SSL VPN およびユーザーポー
タルへのデバイスアクセスを有効にする必要があります。
1. 「管理」 > 「デバイスのアクセス」に進んでください。
2. SSL VPN とユーザーポータルへのアクセスを確認します。

3. 「適⽤」をクリックします。

 ファイアウォールルールの追加
1. 「ファイアウォール」に移動して、「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネット

ワークのルール」の順にクリックします。
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2. 設定を指定します。

3. 「保存」をクリックします。

 接続の導⼊
リモートユーザーのコンピュータに認証クライアントをインストールし、VPN 接続で社内ネットワー
クに接続します。
次の⼿順はクライアントコンピュータで実⾏します。
1. ファイアウォールのパブリック IP アドレスとユーザーポータルの HTTPS ポートを指定して、

ユーザーポータルにログオンします。

302 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

ヒント
ユーザーポータルの HTTPS ポートは、「管理」 > 「管理の設定」から確認できます。

この例では、ユーザーポータルに https://192.0.2.15:4443 からアクセスできます。
2. SSL VPN クライアントをダウンロードします。

3. クライアントインストーラファイルをダブルクリックし、プロンプトに従ってインストールを完
了します。

4. クライアントを起動し、ユーザー名とパスワードでログオンします。

 接続の確認
クライアントとファイアウォールで、接続を確認します。
• クライアントで、前の⼿順で SSL VPN 範囲に設定した IP アドレスが割り当てられていることを

確認します。
Windows でコマンドプロンプトを起動し、ipconfigを⼊⼒します。10.81.234.5 〜
10.81.234.55 の範囲内のアドレスが⾒えるはずです。

• ファイアウォールで、「ファイアウォール」をクリックし、トラフィックを確認します。

16.13 サイト間 SSL VPN の作成
安全なサイト間 VPN トンネルを、SSL 接続を使って確⽴しましょう。この VPN を通じて、⽀社が本
社に接続できるようにします。⽀社にいるユーザーは本社 LAN に接続することができます。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• LAN を定義する。
• SSL VPN (サイト間) サーバー接続を追加する。
• クライアント環境設定ファイルをダウンロードする。
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• SSL VPN (サイト間) クライアント接続を追加する。
• SSL VPN の設定のトラブルシューティングを⾏う。

前提条件
始める前に、サーバーにするファイアウォールを選択します。モデルが異なる場合は、より強⼒な
ほうをサーバーに選択することが推奨されます。また、⼀⽅が動的 IP アドレスを、もう⼀⽅が静的
IP アドレスを使⽤している場合は、静的 IP アドレスのほうをサーバーにします。

関連概念
SSL VPN (サイト間) (p. 286)
サイト間 SSL VPN では、インターネット上のポイントツーポイント暗号化トンネルを使⽤して、社
内ネットワーク間で互いにアクセスできるようにします。トンネルエンドポイントはクライアントま
たはサーバーとして動作します。クライアントが接続を開始し、サーバーはクライアントのリクエス
トに応答します。IPsec ではどちらのエンドポイントからでも接続を開始できるので、その点が異な
ります。IPsec でネットワークアドレス変換やファイアウォールルールに起因する問題が発⽣した場
所からでも、SSL VPN を使って接続することが可能です。

 LAN の定義
本社ネットワークと⽀社ネットワーク⽤のホストを作成しましょう。
次の⼿順は、本社のファイアウォールで実⾏します。
1. 「ホストとサービス」 > 「IP ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 本社の LAN ⽤のホストを作成します。

3. 「保存」をクリックします。
4. 「追加」をクリックします。
5. ⽀社の LAN ⽤のホストを作成します。

6. 「保存」をクリックします。
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 SSL VPN サイト間サーバー接続の追加
接続を作成し、クライアントシステムの設定⽤のファイルをダウンロードします。
次の⼿順は、本社のファイアウォールで実⾏します。
1. 「VPN」 > 「SSL VPN (サイト間)」に進んでください。
2. 「サーバー」セクションで、「追加」をクリックします。
3. トンネルの論理名と、トンネル経由でアクセスされるネットワークを指定します。

4. 「保存」をクリックします。
接続が作成され、サーバーリストに表⽰されます。

5.
をクリックし、クライアントシステムの設定⽤のファイルを保存します。

必要に応じてファイルを暗号化するためのパスワードを⼊⼒することができます。ファイル形式
は .apc です。

 SSL VPN サイト間クライアント接続の追加
サーバーで作成したファイルを使って、クライアント接続を作成して設定します。
次の⼿順は、クライアントファイアウォール上で実⾏します。
1. 「VPN」 > 「SSL VPN (サイト間)」に進んでください。
2. 「クライアント」セクションで、「追加」をクリックします。
3. 設定を指定します。
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オプション 説明

接続名 HQ_to_branch_client
4. 「ファイルの選択」をクリックし、SSL VPN サーバーからダウンロードしたファイルを選択しま

す。

5. 「保存」をクリックします。
新しい接続がクライアントリストに表⽰されます。緑の状態インジケータは、トンネルが正常に動
作していることを⽰しています。

 VPN 設定のトラブルシューティング
SSL VPN の設定は通常はデフォルトのままにします。変更する可能性がある主な点は、以下の通り
です。
• プロトコル: 通常、TCP のままにします。UDP に変更する場合は、両側で UDP を使⽤するよ

うにしてください。
• ホスト名の上書き: システムのホスト名をパブリックにルーティングできない場合は、パブリッ

ク IP アドレスをここに追加してください。
• 暗号化の設定: 必要に応じて、暗号化の設定を変更することができます。トンネルの両側の設定

が⼀致している限り、トンネルの動作には影響しません。
• SSL VPN トラフィックの圧縮: トンネルを通過するパケットを圧縮し、帯域幅を節約するに

は、このオプションを有効にします。
• デバッグモードを有効にする: 接続に問題が発⽣した場合は、デバッグモードを有効にしてログ

ファイルに詳細情報を出⼒します。
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16.14 サイト間 IPsec VPN の作成
本社と⽀社の間に IPsec VPN を作成して導⼊しましょう。認証には、事前共有鍵を使⽤します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• 本社の IPsec VPN を設定する。これには、LAN の定義、IPsec 接続の追加、ファイアウォール

ルールの編集、ファイアウォールルールの作成が含まれます。
• ⽀社の IPsec VPN を設定する。
• 接続を確認する。

関連概念
IPsec 接続 (p. 279)
IPsec (インターネットプロトコルセキュリティ) とは、IP レイヤー上の通信を暗号化によって保護す
るプロトコルセットです。IPsec 接続により、ホスト間、サイト間、またはリモートユーザーと LAN
との間で、安全なアクセスを実現することができます。XG Firewall では、RFC 4301 の定義に基づ
き IPsec をサポートしています。ここでは、IPsec 接続を作成・管理する⽅法や、フェールオーバー
の設定⽅法について説明します。

 本社側での LAN の定義
本社ネットワークと⽀社ネットワーク⽤のホストを、本社側で作成します。
1. 「ホストとサービス」 > 「IP ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 本社の LAN ⽤のホストを作成します。

3. 「保存」をクリックします。
4. 「追加」をクリックします。
5. ⽀社の LAN ⽤のホストを作成します。

6. 「保存」をクリックします。
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 本社での IPsec 接続の追加
本社で IPsec 接続を作成して有効化します。接続を作成するには、エンドポイントの詳細、ネット
ワークの詳細、事前共有鍵を指定します。
1. 「VPN」 > 「IPsec 接続」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 全般設定を指定します。

この接続のファイアウォールルールを作成するために、ファイアウォールルールの作成を有効
にします。

3. 暗号化設定を指定します。

注
事前共有鍵は後で⽀社の接続の設定時に必要なので、書き留めておいてください。

4. ローカルゲートウェイを設定します。
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5. リモートゲートウェイを設定します。
リモートゲートウェイの任意のインターフェースに接続できるようにするために、ワイルドカー
ド (*) を指定します。

6. 「保存」をクリックします。
接続が IPsec 接続リストに表⽰されます。

7. 状態インジケータ
( )
をクリックして接続を有効にします。
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 ファイアウォールルールの編集
IPsec 接続の作成時に作成したファイアウォールルールを編集します。このルールは送信 VPN トラ
フィックに適⽤されます。
1. 「ファイアウォール」に移動して、「「IPsec HQ to Branch」」ルールをクリックします。

2. ルール名を変更し、設定を指定します。
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3. 「保存」をクリックします。

 ファイアウォールルールの追加
受信 VPN トラフィックのルールを作成します。
1. 「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネットワークのルール」の順にクリックしま

す。

2. 設定を指定します。
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オプション 説明

ルール名 受信 VPN トラフィック

送信元ゾーン VPN

送信元ネットワークとデバイス Branch_LAN

宛先ゾーン LAN

宛先ネットワーク HQ_LAN
3. 「保存」をクリックします。

 ⽀社側での LAN の定義
⽀社ネットワークと本社ネットワーク⽤のホストを、⽀社側で作成します。
1. 「ホストとサービス」 > 「IP ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. ローカル LAN を設定します。

オプション 説明

名前 Branch_LAN

種類 ネットワーク

IP アドレス 192.168.3.0
3. リモート LAN を設定します。

オプション 説明

名前 HQ_LAN

種類 ネットワーク

IP アドレス 192.168.2.0

 ⽀社での IPsec 接続の追加
⽀社で IPsec 接続を作成して有効化します。
1. 「VPN」 > 「IPsec 接続」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 全般設定を指定します。

オプション 説明

名前 Branch_to_HQ

接続の種類 サイト間

ゲートウェイの種類 開始

ファイアウォールルールの作成 有効
3. 暗号化設定を指定します。

オプション 説明

ポリシー DefaultBranchOffice
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オプション 説明

認証タイプ 事前共有鍵
4. 事前共有鍵を⼊⼒して確認します。

注
本社側と同じ事前共有鍵を使⽤してください。

5. ローカルゲートウェイを設定します。

オプション 説明

リスニングインターフェース Port1 – 10.118.96.115

ローカルサブネット Branch_LAN
6. リモートゲートウェイを設定します。

オプション 説明

ゲートウェイのアドレス *

リモート ID IP アドレス – 10.118.96.91

リモートサブネット HQ_LAN
7. 「保存」をクリックします。

接続が IPsec 接続リストに表⽰されます。
8. 状態インジケータ

( )
をクリックして接続を有効にします。

 ファイアウォールルールの編集
IPsec 接続の作成時に作成したファイアウォールルールを編集します。このルールは送信 VPN トラ
フィックに適⽤されます。
1. 「ファイアウォール」に移動して、「「IPsec Branch to HQ」」ルールをクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

ルール名 送信 VPN トラフィック

送信元ゾーン LAN

送信元ネットワークとデバイス Branch_LAN

宛先ゾーン VPN

宛先ネットワーク HQ_LAN
3. 「保存」をクリックします。
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 ファイアウォールルールの追加
受信 VPN トラフィックのルールを作成します。
1. 「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネットワークのルール」の順にクリックしま

す。

2. 設定を指定します。

オプション 説明

ルール名 受信 VPN トラフィック

送信元ゾーン VPN

送信元ネットワークとデバイス HQ_LAN

宛先ゾーン LAN

宛先ネットワーク Branch_LAN
3. 「保存」をクリックします。

 接続の確認
本社と⽀社間の双⽅向の接続を確認します。
• 本社側で、⽀社に ping できるかどうかを確認します。

Windows でコマンドプロンプトを起動し、ping 192.168.3.0 と⼊⼒します。
• ⽀社側で、本社に ping できるかどうかを確認します。

Windows でコマンドプロンプトを起動し、ping 192.168.2.0 と⼊⼒します。
• 本社側で「ファイアウォール」をクリックし、トラフィックを確認します。
• ⽀社側で「ファイアウォール」をクリックし、トラフィックを確認します。

 本社・⽀社の構成
本社・⽀社の構成では、通常、⽀社側のファイアウォールがトンネルイニシエーター、本社側の
ファイアウォールがレスポンダーとして動作します。理由は以下の通りです。
• ⽀社のデバイスが動的 IP アドレスで構成されている場合、本社のデバイスから接続を開始する

ことはできません。
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• ⽀社は複数存在する可能性があるので、本社がすべての⽀社に対して接続を再試⾏するより
も、⽀社が接続を再試⾏することが推奨されます。
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章 17

17 ネットワーク
ネットワークオブジェクトにより、ファイアウォール内部のデバイスのセキュリティを強化し、パ
フォーマンスを最適化することができます。ここでは、物理ポートを設定したり、仮想ネットワーク
を作成したり、リモートイーサネットデバイスをサポートする⽅法を説明します。また、ゾーンを
使ってインターフェースグループを作成し、すべてのメンバーデバイスにファイアウォールルールを
適⽤します。さらに、ネットワークの冗⻑性と利⽤可能性を⾼めるために、フェールオーバーと負荷
分散を使⽤します。そのほかに、モバイルデバイスに安全なワイヤレスブロードバンドサービスを提
供する⽅法や、IPv6 デバイスのプロビジョニングおよびトラフィックトンネリングなどの⾼度な設定
についても⾒ていきます。

17.1 インターフェース
ファイアウォールには、物理インターフェースと仮想インターフェースが付属しています。物理イン
ターフェースはポートです (Port1、PortA、eth0 など)。 仮想インターフェースは、既存ポートを
使ってネットワークを拡張した、論理的なインターフェースです。エイリアス (別名) を使⽤して、
単⼀の物理インターフェースに複数の IP アドレスをバインドすることができます。 また、RED をサ
ポートするインターフェースも作成・構成することができます。
• 仮想インターフェース (エイリアス) を作成するには、「インターフェースの追加」をクリックし

て、種類を選択します。
• インターフェースを更新するに

は、
をクリックして、「インターフェースの編集」を選択します。

• 仮想インターフェースを削除するに
は、
をクリックして、「インターフェースを削除」を選択します。

注意
インターフェースを更新または削除すると、依存構成が影響を受ける可能性があります。

表 17 : 仮想インターフェース

名前 説明

ブリッジ 透過的なサブネットゲートウェイを構成できます。

LAG LAG (リンクアグリゲーショングループ) は、複数の
物理リンクを 1つの論理リンクに組み合わせたもので
す。この論理リンクによって、ファイアウォールを別
のネットワークデバイスに接続します。

VLAN VLAN (仮想 LAN) は、ネットワーク内で分離させたブ
ロードキャストドメインです。 VLAN は、単⼀スイッ
チ上の 1 つまたは複数のポートに割り当てることがで
きます。
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名前 説明

RED RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイト
とファイアウォールの間に安全なトンネルを確⽴する
ネットワークアプライアンスです。 RED からファイ
アウォールに対する VPN 接続を確⽴し、RED に接続
しているコンピュータがすべてネットワークの⼀部と
みなされるようにします。

表 18 : その他のインターフェース

名前 説明

ワイヤレスネットワーク ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレス
クライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラ
フィックの処理⽅法などを設定します。 ネットワーク
を別ゾーンとして構成すると、それに対応する仮想イ
ンターフェースが作成されます。

セルラー WAN 携帯 WAN ネットワークは、モバイルデバイス向けの
安全なワイヤレスブロードバンドサービスです。 携
帯 WAN を有効にすると、ファイアウォールによって
WWAN1 インターフェースが作成されます。

テストアクセスポイント (TAP) ディスカバーモード (検出モード) でファイアウォール
を導⼊することで、ネットワークスキームに変更を加
えずに、すべてのネットワークトラフィックを監視す
ることができます。コンソールからディスカバーモー
ドを有効にして、ポートを設定できます。ファイア
ウォールには、このインターフェースは「「検出、物
理 (TAP)」」と表⽰されます。

表 19 : インターフェースの状態

名前 説明

無効 現在、インターフェースはゾーンにバインドされてい
ません。

接続済み インターフェースが構成され、接続済みです。

接続中 新規 IP アドレスをリース中です。

切断 IP アドレスが解放されました。

切断中 IP アドレスを解放中です。

未接続 物理接続はありません。

利⽤不可 可変ポートが構成された後、可変ポートモジュールが
削除されています。

関連情報
ネットワーキング: ゾーンとインターフェース
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17.1.1 インターフェースの更新および削除
インターフェースを更新すると、それに依存する構成が影響を受ける可能性があります。たとえ
ば、インターフェースのゾーンバインド、DNS、ゲートウェイ、インターフェースベースのホス
ト、VLAN インターフェース、ダイナミック DNS などが影響を受けます。
インターフェースを削除すると、それに依存する構成もすべて削除されます。たとえば、インター
フェースのゾーンバインド、DHCP サーバーまたはリレー、インターフェースベースのファイア
ウォールルール、ARP (スタティックおよびプロキシ)、保護されたサーバー、保護されたサーバー
ベースのファイアウォールルール、インターフェースベースのホスト、ホストグループからの参
照、ユニキャストルート、マルチキャストルートなどが削除されます。
仮想インターフェースを削除すると、そのインターフェース⽤に定義したファイアウォールルール
が削除されます。
インターフェースの更新後または削除後は、ネットワーク接続が⼀時的に反応しなくなったり、利
⽤できなくなる可能性があります。

17.1.2 物理インターフェース

全般設定

物理インターフェース 物理インターフェースはポートです
(Port1、PortA、eth0 など)。

ネットワークゾーン インターフェースに割り当てるゾーン。

詳細設定

インターフェース速度 同期するためのインターフェース速度。

注
サードパーティのルーターおよびスイッチと
デバイスの速度が⼀致しない場合、エラー、
競合、切断、遅延、パフォーマンス低下など
が発⽣する可能性があります。

MTU MTU (最⼤転送ユニット) の値 (バイト)。MTU
とは、ネットワークが転送可能なパケットの最⼤
サイズです。指定された値よりも⼤きなパケット
は、送信前に⼩さなパケットに分割されます。

MSS を上書きする MSS (最⼤セグメントサイズ) の値 (バイ
ト)。MSS は TCP パケットで転送可能なデータ
量です。

デフォルトの MAC アドレスを使⽤する インターフェースのデフォルトの MAC アドレス
を使⽤します。メンバーポートとして追加された
最初のポートが、デフォルトの MAC アドレスに
なります。
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デフォルトの MAC アドレスをオーバーライドす
る

インターフェースのデフォルトの MAC アドレス
を無効にし、新しいアドレスを⼊⼒します。出荷
時の状態にリセットすると、デフォルトの MAC
アドレスにリセットされます。

DAD 試⾏回数 仮アドレスで DAD (Duplicate Address
Detection) を実⾏中に、連続して送信するネイ
バー要請メッセージ数。

許可されている RA サーバー このインターフェースを使って接続可能なリモー
トアクセスサーバー。

関連タスク
エイリアスの追加 (p. 321)
エイリアス (別名) を使⽤して、単⼀の物理インターフェースに複数の IP アドレスをバインドするこ
とができます。

 IPv4 設定
インターフェースに IPv4 アドレスを割り当てる⽅法。

スタティック
IP アドレスを指定します。

IPv4/ネットマスク IPv4 アドレスとサブネットマスク。
ゲートウェイの詳細 トラフィックが通過するゲートウェイ。

PPPoE
PPPoE サーバーから IP アドレスを取得します。

推奨 IP PPPoE 接続の推奨 IP アドレス。多くのインター
ネットサービスプロバイダは、PPPoE 接続にス
タティック IP アドレスを割り当てています。XG
Firewall では、特定のスタティック IP アドレス
を PPPoE 接続にバインドすることができます。

注
PPPoE サーバーの設定によっては、推奨 IP
アドレス以外のアドレスが PPPoE 接続に割
り当てられる場合があります。

ゲートウェイの詳細 トラフィックが通過するゲートウェイ。
ユーザー名 PPPoE アカウントのユーザー名。
パスワード PPPoE アカウントのパスワード。
アクセスコンセントレーター/サービス名 アクセスコンセントレーターとサービス名。ファ

イアウォールは、指定サービスを提供できるアク
セスコンセントレーターとのセッションのみを開
始します。
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LCP エコーの間隔 リンクがアライブかどうかを確認するために、
システムがエコーの要求を送信するまでの待機時
間 (秒)。⼀旦試⾏した後、指定間隔が経過してか
ら、次の試⾏を⾏います。

LCP エラー 試⾏回数 (エコーの要求回数)。指定した回数
だけ試⾏してもクライアントから応答がない場
合、PPPoE 接続は切断されます。

再接続のスケジュール時間 PPPoE 接続に割り当てたアドレスがダイナミッ
クかスタティック (推奨) かにかかわらず、有効
期間を定義することができます。有効期間が過ぎ
た場合、PPPoE 接続は終了し再接続されます。
営業時間内に再接続を禁⽌するには、PPPoE の
再接続スケジュールを有効にします。

注
再接続時、推奨 IP アドレス (指定した場合)
以外のアドレスを PPPoE 接続に割り当てる
ことができます。

DHCP
IP アドレスを DHCP サーバーから取得します。

ゲートウェイの詳細 トラフィックが通過するゲートウェイ。

 IPv6 設定
インターフェースに IPv6 アドレスを割り当てる⽅法。

スタティック
IP アドレスを指定します。

IPv6/プレフィックス IPv6 アドレスとプレフィックス。
ゲートウェイの詳細 トラフィックが通過するゲートウェイ。

DHCP
IP アドレスを DHCP サーバーから取得します。

モード ステートフル⽅式またはステートレス⽅式で
IPv6 アドレスの割り当てを構成することができ
ます。
• ⾃動 DHCPv6 または SLAAC (Stateless

Address Auto-Configuration) によって
IPv6 アドレスを構成します。RA (Router
Advertisement) のメッセージでアドバタイ
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ズされた構成フラグ ((M) マネージドアドレ
ス、(O) その他) に従います。

• ⼿動 指定したオプションに従って、DHCPv6
または SLAAC によって IPv6 アドレスを構
成します。「DHCP のみ」を使⽤すると、
クライアントは DHCPv6 サーバーを使⽤し
てアドレスとその他のパラメータを構成しま
す。「ステートレス」を使⽤すると、クライ
アントはアドバタイズされた RA メッセー
ジに基づき、SLAAC を使⽤してアドレスを
構成します。「DHCP からの他の設定の承
認」を選択すると、DHCPv6 サーバーを使っ
て、その他のパラメータを構成できます。

DHCP ⾼速コミット 4つのメッセージ交換 (要請、アドバタイズ、要
求および応答) ではなく、2つのメッセージ交換
(要請および応答) を使⽤してインターフェースを
構成します。これにより、クライアントをすばや
く構成できます。

注
⾼速コミットは DHCPv6 サーバー上でも有
効にされています。

ゲートウェイの詳細 トラフィックが通過するゲートウェイ。

 エイリアスの追加
エイリアス (別名) を使⽤して、単⼀の物理インターフェースに複数の IP アドレスをバインドするこ
とができます。
1. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加別名」を選択します。
2. 設定を指定します。

注
エイリアス IP アドレスは、割り当て先インターフェースの元の IP アドレスと異なるサブ
ネットにあっても構いません。ただし、物理インターフェースに使⽤しているのと同じ IP
バージョンを使⽤する必要があります。たとえば、インターフェースが IPv4 アドレスとして
設定されている場合は、エイリアスも IPv4 アドレスである必要があります。

オプション 説明

物理インターフェース エイリアスをバインドするインターフェース。

IP バージョン 選択したインターフェースの IP バージョン。

IPv4/ネットマスク IPv4 アドレスとサブネットマスク。

IPv6/プレフィックス IPv6 アドレスとプレフィックス。
3. 「保存」をクリックします。
選択したインターフェースに IP アドレスがバインドされます。
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関連概念
物理インターフェース (p. 318)

17.1.3 ブリッジ
透過的なサブネットゲートウェイを構成できます。

全般設定

物理インターフェース 物理インターフェースはポートです
(Port1、PortA、eth0 など)。

ネットワークゾーン インターフェースに割り当てるゾーン。
IP の割り当て IP アドレスの割り当て⽅法。
インターフェース速度 同期するためのインターフェース速度。

注
サードパーティのルーターおよびスイッチと
デバイスの速度が⼀致しない場合、エラー、
競合、切断、遅延、パフォーマンス低下など
が発⽣する可能性があります。

MTU MTU (最⼤転送ユニット) の値 (バイト)。MTU
とは、ネットワークが転送可能なパケットの最⼤
サイズです。指定された値よりも⼤きなパケット
は、送信前に⼩さなパケットに分割されます。

MSS を上書きする MSS (最⼤セグメントサイズ) の値 (バイ
ト)。MSS は TCP パケットで転送可能なデータ
量です。

デフォルトの MAC アドレスを使⽤する インターフェースのデフォルトの MAC アドレス
を使⽤します。メンバーポートとして追加された
最初のポートが、デフォルトの MAC アドレスに
なります。

デフォルトの MAC アドレスをオーバーライドす
る

インターフェースのデフォルトの MAC アドレス
を無効にし、新しいアドレスを⼊⼒します。出荷
時の状態にリセットすると、デフォルトの MAC
アドレスにリセットされます。

関連タスク
ブリッジの追加 (p. 323)
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 ブリッジの追加
1. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加ブリッジ」を選択します。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

このブリッジペアでルーティングを有効化する このブリッジでルーティングを有効にします。

インターフェース 物理インターフェースはポートです
(Port1、PortA、eth0 など)。

ゾーン インターフェースに割り当てるゾーン。
4. IP の割り当ての詳細を指定します。

• IPv4 設定 (p. 319)
• IPv6 設定 (p. 320)

5. 任意: 詳細設定を指定します。

オプション 説明

MTU MTU (最⼤転送ユニット) の値 (バイト)。MTU
とは、ネットワークが転送可能なパケットの
最⼤サイズです。指定された値よりも⼤きなパ
ケットは、送信前に⼩さなパケットに分割され
ます。

MSS を上書きする MSS (最⼤セグメントサイズ) の値 (バイ
ト)。MSS は TCP パケットで転送可能なデー
タ量です。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
ブリッジ (p. 322)
透過的なサブネットゲートウェイを構成できます。

17.1.4 仮想 LAN
VLAN (仮想 LAN) は、ネットワーク内で分離させたブロードキャストドメインです。VLANでは、パ
ケットにタグを付与して、トラフィックをネットワーク上に発⽣させながら、そのトラフィックが別
のネットワーク上にあるものとして処理されるようにします。ファイアウォール、802.1Q 対応のス
イッチ、ルーター間で、VLAN テクノロジーを導⼊することが可能です。
VLAN は、単⼀スイッチ上の 1 つまたは複数のポートに割り当てることができます。 分散型
VLAN では、VLAN を複数のスイッチに割り当てることができます。VLAN 内の通信はスイッチ経
由で⾏われますが、VLAN 間の通信には、レイヤー 3 のデバイス (ルーター、レイヤー 3 のスイッ
チ、またはファイアウォール) が必要です。
ファイアウォールでは、VLAN ID を識別し、VLAN ごとのファイアウォールルール (認証ポリシー
など) を適⽤することができます。また、ファイアウォールルールを適⽤して、ブロードキャスト
ドメイン間のネットワークをセキュリティ保護することも可能です。
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関連タスク
VLAN インターフェースの追加 (p. 324)

 VLAN インターフェースの追加
1. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加VLAN」を選択します。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

物理インターフェース 物理インターフェースはポートです
(Port1、PortA、eth0 など)。 仮想インター
フェースは、選択したインターフェースのメン
バーになります。

ゾーン インターフェースに割り当てるゾーン。 仮想イ
ンターフェースは、選択したゾーンのメンバー
になります。

VLAN ID VLAN 識別⼦。各仮想インターフェースの
VLAN ID は、パケットの VLAN ID と⼀致す
る必要があります。ID が⼀致しない場合、仮
想インターフェースは VLAN タグ付きのトラ
フィックを受信しません。

注
VLAN ID が同じ仮想インターフェース
を、同じ物理インターフェースに追加する
ことはできません。

3. IP の割り当ての詳細を指定します。
• IPv4 設定 (p. 319)
• IPv6 設定 (p. 320)

4. 任意: 詳細設定を指定します。

オプション 説明

DAD 試⾏回数 仮アドレスで DAD (Duplicate Address
Detection) を実⾏中に、連続して送信するネ
イバー要請メッセージ数。

許可されている RA サーバー このインターフェースを使って接続可能なリ
モートアクセスサーバー。

5. 「保存」をクリックします。
仮想インターフェースが、物理インターフェースの下に表⽰されます。
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関連概念
仮想 LAN (p. 323)
VLAN (仮想 LAN) は、ネットワーク内で分離させたブロードキャストドメインです。VLANでは、パ
ケットにタグを付与して、トラフィックをネットワーク上に発⽣させながら、そのトラフィックが別
のネットワーク上にあるものとして処理されるようにします。ファイアウォール、802.1Q 対応のス
イッチ、ルーター間で、VLAN テクノロジーを導⼊することが可能です。

17.1.5 リンクアグリゲーショングループ
LAG (リンクアグリゲーショングループ) は、複数の物理リンクを 1つの論理リンクに組み合わせ
たものです。この論理リンクによって、ファイアウォールを別のネットワークデバイスに接続しま
す。 LAG で冗⻑性を確保し、また、LACP (リンクアグリゲーションコントロールプロトコル) IEEE
802.3ad を使ってスループットを向上させます。

関連タスク
リンクアグリゲーショングループの追加 (p. 325)

 リンクアグリゲーショングループの追加
1. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加LAG」を選択します。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「新規項⽬の追加」をクリックして、インターフェースを選択します。

注
バインドを解除されたスタティック物理インターフェースが LAG のメンバーになれま
す。PPPoE、携帯 WAN、WLAN ⽤に構成されたインターフェースは、LAG に含めることは
できません。

4. モードを選択します。

オプション 説明

アクティブ - バックアップ リンクフェールオーバー⽤のモードです。1つ
のアクティブなリンクを除いて、他のリンクは
スタンバイモードになります。アクティブリン
クにエラーが⽣じると、スタンバイリンクがア
クティブになります。

802.3ad (LACP) フェールオーバーと負荷分散⽤のモードです。
このモードでは、トラフィックをすべてのリン
ク間で分散します。以下の要件を満たすように
してください。
• LACP をリンクの両端で有効にします。
• メンバーインターフェースの種類、速度が

すべて同じである必要があります。
• すべてのリンクが全⼆重であるものとしま

す。

5. ネットワークゾーンを選択します。
6. IP の割り当ての詳細を指定します。
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• IPv4 設定 (p. 319)
• IPv6 設定 (p. 320)

7. 任意: 詳細設定を指定します。

オプション 説明

インターフェース速度 同期するためのインターフェース速度。

注
サードパーティのルーターおよびスイッ
チとデバイスの速度が⼀致しない場合、エ
ラー、競合、切断、遅延、パフォーマンス
低下などが発⽣する可能性があります。

MTU MTU (最⼤転送ユニット) の値 (バイト)。MTU
とは、ネットワークが転送可能なパケットの
最⼤サイズです。指定された値よりも⼤きなパ
ケットは、送信前に⼩さなパケットに分割され
ます。

注
MTU サイズの異なるネットワークが相互
接続されている場合、指定した MTU 値よ
り⼤きなパケットは送信前に分割されま
す。

MSS を上書きする MSS (最⼤セグメントサイズ) は、デバイスが
単⼀の TCP セグメントで受信できる最⼤デー
タ量 (バイト) です。

分散ポリシー (Xmit Hash) 802.3ad (LACP) モードを使⽤する LAG の場
合、分散ポリシー (Xmit Hash) で適⽤したア
ルゴルリズムに基づいて、リンク全体に負荷を
分散します。
• Layer2 MAC アドレスを使⽤し、ハッシュ

値を⽣成します。
• Layer2+3 Layer 2 (MAC アドレス) およ

び Layer 3 (IP アドレス) のプロトコル情
報の組み合わせを使⽤し、ハッシュ値を⽣
成します。

• Layer3+4 転送レイヤのプロトコル情報を
使⽤し、ハッシュ値を⽣成します。

プライマリインターフェース アクティブ - バックアップ モードを使⽤する
LAG の場合、プライマリインターフェースとし
て動作するインターフェースとなります。この
インターフェースは、利⽤可能な限り有効なま
まになります。「⾃動」を選択すると、この値
が⾃動的に割り当てられます。

デフォルトの MAC アドレスを使⽤する インターフェースのデフォルトの MAC アドレ
スを使⽤します。メンバーポートとして追加さ
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オプション 説明
れた最初のポートが、デフォルトの MAC アド
レスになります。

デフォルトの MAC アドレスをオーバーライド
する

インターフェースのデフォルトの MAC アドレ
スを無効にし、新しいアドレスを⼊⼒します。
出荷時の状態にリセットすると、デフォルトの
MAC アドレスにリセットされます。

8. 「保存」をクリックします。

関連概念
リンクアグリゲーショングループ (p. 325)
LAG (リンクアグリゲーショングループ) は、複数の物理リンクを 1つの論理リンクに組み合わせ
たものです。この論理リンクによって、ファイアウォールを別のネットワークデバイスに接続しま
す。 LAG で冗⻑性を確保し、また、LACP (リンクアグリゲーションコントロールプロトコル) IEEE
802.3ad を使ってスループットを向上させます。

17.1.6 RED インターフェース
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED インターフェースを使って、RED を構成して導⼊し
たり、2 つのファイアウォール間にクライアント / サーバー構成のサイト間 RED トンネルを作成す
ることができます。
• RED モデル (p. 328)
• ファイアウォール RED (p. 332)

関連概念
RED (p. 462)
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED プロビジョニングサービスは RED の導⼊をサポート
し、セキュリティオプションを提供します。
関連タスク
RED インターフェースの追加 (p. 328)
RED インターフェースでは、⽀社名、種類、トンネル ID を指定します。RED に対応するインター
フェースには、構成とネットワーク設定が含まれます。クライアント / サーバー構成でファイア
ウォールの役割に対応するインターフェースには、ネットワーク設定のみが含まれます。
関連情報
サイト間 RED トンネルの作成 (p. 355)
RED デバイスを導⼊せずに 2 台の Sophos XG Firewall デバイス間でサイト間 RED トンネルを設定
しましょう。このような構成では、1 台がサーバー、もう 1 台がクライアントとして動作します。
RED の⼿動導⼊ (p. 358)
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RED デバイスを⼿動で導⼊するには、RED インターフェース⽤のプロビジョニングファイルをダウ
ンロードして USB メモリに保存する必要があります。

 RED インターフェースの追加
RED インターフェースでは、⽀社名、種類、トンネル ID を指定します。RED に対応するインター
フェースには、構成とネットワーク設定が含まれます。クライアント / サーバー構成でファイア
ウォールの役割に対応するインターフェースには、ネットワーク設定のみが含まれます。
1. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加 RED」を選択します。
2. 種類を選択して、設定を指定します。

• RED モデル (p. 328)
• ファイアウォール RED (p. 332)

3. 「保存」をクリックします。

関連概念
RED インターフェース (p. 327)
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED インターフェースを使って、RED を構成して導⼊し
たり、2 つのファイアウォール間にクライアント / サーバー構成のサイト間 RED トンネルを作成す
ることができます。

 RED モデル
RED モデル⽤のインターフェースには、デバイス設定とネットワーク設定を指定します。

注
デバイスのモデルと　RED のバージョンによって、設定項⽬が異なります。詳しくは、お使いの
デバイスとファームウェアの仕様を確認してください。

RED

ブランチ名 RED を配置する⽀社。
種類 RED モデル。
ID RED 識別番号。ID は、デバイスの背⾯と製品の

パッケージに記載されています。
トンネル　ID トンネル識別⼦。RED とファイアウォールの ID

が同じであることを確認してください。
ロック解除コード プロビジョニングサーバーに、RED の新規設定

を許可するためのコード。
初めて RED を設定する場合は、ロック解除
コードを空⽩のままにしてください。デバイス
を以前に他の Sophos ファイアウォールで設定
したことがある場合は、ロック解除コードを⼊
⼒します。
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ロック解除コードは、RED プロビジョニング
サービスをオンにした時に指定したメールアド
レスに送信されます。

重要
ロック解除コードをなくさないでくださ
い。RED を他のファイアウォールに導⼊す
る場合、このコードが必要となります。

RED を導⼊するたびに、異なるロック解除コー
ドが⽣成されます。RED を後で再び導⼊すると
きは、正しいロック解除コードを使⽤してくださ
い。
ロック解除コードが⾒つからない場合は、ソ
フォスのサポートまでご連絡ください。

ファイアウォールの IP/ホスト名 ファイアウォールのパブリック IP アドレスまた
はホスト名。

2つ⽬のファイアウォールの IP/ホスト名 ファイアウォールの 2 つ⽬のパブリック IP アド
レスまたはホスト名。

2つ⽬の IP/ホスト名の使⽤: 2 つ⽬の IP アドレスまたはホスト名の使⽤⽅
法。
以下から選択してください。
• フェールオーバー プライマリホストにエ

ラーが発⽣した場合、セカンダリホストが
⾃動的に引き継ぎます。

• 負荷分散 プライマリホストとセカンダリ
ホスト間でトラフィックを均等に分散しま
す。1 つ⽬および 2 つ⽬のホスト名がそれ
ぞれ関連付けられたアップリンクのレイテ
ンシとスループットが等しい場合、このオ
プションを選択してください。

デバイスの導⼊ デバイスの設定および導⼊⽅法。
以下から選択してください。
• ⾃動 (プロビジョニングサービス経由)
• ⼿動 (USB メモリの使⽤)

アップリンクの設定
アップリンク接続の種類とフェイルオーバーモードを定義します。

アップリンク接続 RED 上の WAN 接続が IP アドレスを取得する⽅
法。
以下から選択してください。
• DHCP アドレスを動的に割り当てます。

この⽅法が推奨されます。プロビジョニン
グサービスを使⽤する場合は、少なくとも
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⼀度 RED を DHCP ネットワークに接続し
て、構成をダウンロードしてください。

• スタティック スタティック IP アドレスを
指定します。このオプションは、DHCP が
サポートされていない場合のみ使⽤してく
ださい。

3G/UMTS フェールオーバー WAN のエラーが発⽣した場合にモバイルネット
ワークを使⽤します。サービスプロバイダから設
定を取得してください。3G/UMTS フェールオー
バーには、USB ドングルが必要です。

RED ネットワークの設定

RED 操作モード RED 側のリモートネットワークをローカルネッ
トワークに統合する⽅法。
以下から選択してください。
• 標準/統合 ファイアウォールが RED を通

してリモートネットワークを完全に管理し
ます。このモードでは、ファイアウォール
が DHCP サーバーおよびデフォルトゲート
ウェイの役割を果たします。

注
RED 側で VLAN が 導⼊されている場
合は、VLAN トラフィックを 標準/統合
モードで処理してください。

• 標準/分割 ファイアウォールはリモート
ネットワークを管理し、DHCP サーバー
としての役割を果たします。このモードで
は、分割ネットワーク宛てのトラフィック
のみがローカルファイアウォールにリダイ
レクトされます。それ以外のすべてのトラ
フィックはインターネットに直接ルーティ
ングされます。

注
このモードは VLAN タグが付いたフ
レームには対応しません。

• 透過/分割 ファイアウォールはリモート
ネットワークを管理しません。ファイア
ウォールはリモート LAN とリモート LAN
ゲートウェイに接続し、DHCP 経由でリ
モート LAN 上のアドレスを取得します。
特定のネットワーク宛てのトラフィックの
みがトンネル経由で転送されます。この場
合、RED はゲートウェイとして動作しま
せんが、ゲートウェイとインラインで動作
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し、パケットをトンネルに透過的にリダイ
レクトできます。

注
このモードは VLAN タグが付いたフ
レームには対応しません。

REDIP RED の IP アドレス。
ゾーン インターフェースに割り当てるゾーン。
DHCP 設定 RED が DHCP をデバイスに提供することを許可

します。
RED DHCP 範囲 RED に接続されているデバイス⽤の DHCP 範

囲。
分離ネットワーク リストに載っているネットワーク宛てのトラ

フィックは、ファイアウォールにリダイレクトさ
れます。残りのトラフィックはインターネットに
直接ルーティングされます。

MAC フィルタリングの種類 MAC フィルタリングの種類。
以下から選択してください。
• ホワイトリスト リストに載っているアドレ

スのみを許可します。
• ブラックリスト リストに載っているアドレ

スをブロックします。
許可されている最⼤の MAC アドレス数につい
ては、デバイスの仕様を確認してください。

トンネルの圧縮 トンネルトラフィックを圧縮します。インター
ネット接続速度が遅い地域では、RED トラ
フィックのスループットを⾼めることができま
す。

スイッチの設定
LAN ポートをシンプルなスイッチとして構成するか、VLAN ⽤に構成します。

スイッチポートモード 以下から選択してください。
• スイッチ トラフィックをすべてのポートに送

信します。
• VLAN イーサネットフレームの VLAN タグに

基づいてトラフィックをフィルタリングしま
す。このオプションを使って、複数のネット
ワークを RED トンネルに通すことができま
す。

関連情報
RED: 3G/4G/LTE USB ドングルリスト
Sophos RED デバイス
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 ファイアウォール RED
ファイアウォール RED のインターフェースには、ネットワークの設定を指定します。

RED

ブランチ名 ファイアウォール RED を配置する⽀社。
種類 ファイアウォールがクライアント / サーバー構成

で果たす役割。

ヒント
2 つの Sophos XG Firewall デバイス間にサ
イト間トンネルを作成するときは、「ファ
イアウォール RED クライアント/サー
バー」を選択してください。

ヒント
Sophos XG Firewall と Sophos UTM
の間にサイト間トンネルを作成するとき
は、「ファイアウォール RED クライアン
ト/サーバー レガシー」を選択してくださ
い。

トンネル　ID トンネル識別⼦。
ファイアウォールの IP/ホスト名 ファイアウォールのパブリック IP アドレスまた

はホスト名。
プロビジョニングファイル クライアントファイアウォールに提供する構成

データを含むファイル。

RED ネットワークの設定

REDIP ファイアウォール RED の IP アドレス。
ゾーン インターフェースに割り当てるゾーン。
トンネルの圧縮 トンネルトラフィックを圧縮します。インター

ネット接続速度が遅い地域では、RED トラ
フィックのスループットを⾼めることができま
す。
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 RED 操作モード
RED 操作モードにより、RED 側のリモートネットワークがローカルネットワークに統合される⽅法
が決まります。RED 側にある別ゾーンで導⼊されているワイヤレストラフィックはすべて、操作モー
ドにかかわらず VXLAN プロトコルにより XG Firewall に送信されます。

標準/統合
ファイアウォールが RED を通してリモートネットワークを完全に管理します。このモードでは、
ファイアウォールが DHCP サーバーおよびデフォルトゲートウェイの役割を果たします。
ファイアウォールがリモートの LAN に対して DHCP を提供します。RED はインターネットに
LAN を接続する唯⼀のデバイスとなることもあります。別のルーターを RED の前に配置しても構
いませんが、RED を迂回するインターネットへの並⾏パスはありません。
このモードでは、ファイアウォールはローカル LAN からのトラフィックと同様にリモートリクエ
ストを許可したり、拒否したりできるので、リモートネットワークを⾼度に保護・管理することが
できます。ただし、ファイアウォールがローカルユーザーとリモートの RED ユーザーのリクエス
トをすべて処理することになるため、⼗分な帯域幅があることが前提となります。

標準/分割
ファイアウォールはリモートネットワークを管理し、DHCP サーバーとしての役割を果たします。
このモードでは、分割ネットワーク宛てのトラフィックのみがローカルファイアウォールにリダイ
レクトされます。それ以外のすべてのトラフィックはインターネットに直接ルーティングされま
す。
このモードでは、RED によって送信トラフィックをマスカレードし、パブリック IP アドレスに
置き換えます。この機能によって、トンネルでの帯域幅の使⽤量が最⼩化され、ファイアウォール
で必要な帯域幅が減りますが、リモートネットワークの管理性は⼤幅に低下します。インターネッ
トとやりとりする送受信トラフィックは、フィルタリングしたり脅威から保護することはできませ
ん。セキュリティ対策はリモート LAN とローカル LAN の間にのみ適⽤可能です。

透過/分割
ファイアウォールはリモートネットワークを管理しません。ファイアウォールはリモート LAN と
リモート LAN ゲートウェイに接続し、DHCP 経由でリモート LAN 上のアドレスを取得します。特
定のネットワーク宛てのトラフィックのみがトンネル経由で転送されます。この場合、RED はゲー
トウェイとして動作しませんが、ゲートウェイとインラインで動作し、パケットをトンネルに透過
的にリダイレクトできます。
ファイアウォールはリモートネットワークを制御しません。リモートルーターがローカルドメイ
ンを解決できるようにするために、分割 DNS サーバーを定義する必要があります。このローカル
DNS サーバーに対して、リモートクライアントはクエリを送信することができます。
このモードでは、RED のローカルインターフェース、ローカルファイアウォールへのアップリンク
インターフェース、およびリモートルーターへのリンクがブリッジ接続されます。ファイアウォー
ルはリモートネットワークのクライアントになるので、他のモードと同じようにトラフィックを分
割ネットワークにルーティングすることはできません。従って、すべてのトラフィックを RED が
受け取り、分割ネットワークまたは分割ドメイン宛てのトラフィックを、ファイアウォールイン
ターフェースにリダイレクトします。
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 RED 50 LAN モード
VLAN スイッチポートの構成を使⽤すると、LAN ポートを個別に構成できます。

タグなし (ハイブリッドポート)
以下の LAN VID フィールドで指定されている VLAN ID を含むイーサネットフレームはこのポー
トに送信されます。フレームはタグなしで送信されます。そのため、エンドデバイスは VLAN をサ
ポートする必要はありません。このポートは、1 つの VLAN ID を受け付けます。

タグなし、タグありを破棄 (アクセスポート)
以下の LAN VID フィールドで指定されている VLAN ID を含むイーサネットフレームはこのポー
トに送信されません。フレームはタグなしで送信されます。そのため、エンドデバイスは VLAN を
サポートする必要はありません。

タグあり (トランクポート)
以下の LAN VID フィールドで指定されている VLAN ID を含むイーサネットフレームはこのポー
トに送信されます。フレームはタグありで送信されるため、エンドデバイスは VLAN をサポートす
る必要があります。VLAN ID なしのフレームはこのポートに送信されません。このポートは最⾼
64 個の VLAN ID を受け付けることができます。ID を羅列するには、カンマで区切ります。
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無効
このポートは閉じています。LAN VID で指定されている VLAN ID を含むかどうかにかかわらず、
このポートにはフレームは送信されません。

 RED 15w の要件
トラフィックはモードとワイヤレストラフィックの種類に基づいて処理されます。RED 15w (ワイヤ
レス) を導⼊するには、モードの前提条件を満たす必要があります。

標準/統合と標準/分割
標準/統合モードでは、RED のすべてのトラフィックがファイアウォールに送信されます。
標準/分割モードでは、分割ネットワーク上のすべてのトラフィックがファイアウォールに送信され
ます。その他のトラフィックはすべて、リモート DHCP サーバーに指定されたデフォルトのゲート
ウェイに送信されます。これは通常、リモートサイトで RED が接続されているルーターとなりま
す。
ワイヤレスに関して、以下の前提条件を満たす必要があります。
• RED インターフェースが利⽤可能で、IP アドレスがあること。
• DHCP サーバーが RED インターフェース上で動作していること。
• RED インターフェース上で DNS を解決可能であること。

別ゾーン 別ゾーンのネットワークからのすべてのト
ラフィックは VXLAN プロトコルにより XG
Firewall に送信されます。 パケットは RED トン
ネルの通過中、暗号化されます。別ゾーンのネッ
トワーク同⼠は、XG Firewall で相互接続されま
す。RED インターフェースの AWE クライアン
トと VXLAN (RFC 7348) のトラフィックを許可
するように XG Firewall を設定する必要がありま
す。

AP の LAN にブリッジ RED 側の LAN ネットワークの SSID をブリッジ
接続します。これには、LAN ポート 1〜4 が含ま
れます。ファイアウォールが RED ネットワーク
から RED インターフェースへのトラフィックを
許可している場合、この SSID に接続しているク
ライアントは、ファイアウォールサイトの RED
トンネルエンドポイントインターフェースに到達
できます。
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VLAN にブリッジ (標準/統合) この SSID に接続しているクライアントからの全
トラフィックに、設定に従って VLAN タグが付
けられます。クライアントは、LAN ポート 1〜
4 に接続している同じ VLAN タグを持つネット
ワークデバイスと、ファイアウォールサイト上の
トンネルエンドポイントインターフェース上に構
成されている VLAN タグインターフェースに到
達できます。

VLAN にブリッジ (標準/分割) クライアントは、RED 側にある同⼀の VLAN
タグを持つすべてのホストに到達できます。ま
た、ファイアウォールサイト上の RED インター
フェース上に VLAN インターフェースが構成さ
れている場合、トンネルエンドポイントに到達で
きます。分割ネットワークはタグなしのパケット
専⽤にルーティングされているため、到達できま
せん。

透過/分割
このモードでは、ファイアウォール経由で分割ネットワークにのみ到達できます。他のネットワー
クはすべて、リモートサイトのルーター経由でルーティングされます。また、リモートネットワー
クが DHCP と DNS を提供します。この場合、RED インターフェースはリモート DHCP サーバー
経由で IP アドレスを取得する必要があります。
• RED インターフェースが利⽤可能で、IP アドレスがあること。
• DNS が RED インターフェース上で解決可能なこと。
• リモート DHCP サーバーが、DHCP オプション 234 (ファイアウォールサイト上の RED イン

ターフェースの IP アドレス情報) を指定すること。(指定しない場合、1.2.3.4 が使⽤されま
す。)

別ゾーン 標準/統合、標準/分割と同じ。
AP の LAN にブリッジ 標準/統合、標準/分割と同じ。
VLAN にブリッジ クライアントは、RED の LAN ポート 1〜4 と

WAN ポートにおいて同⼀の VLAN タグを持つ
すべてのホストに到達することができます。分
割ネットワークはタグなしのパケット専⽤にルー
ティングされているため、到達できません。

 RED ネットワークの構成
⼀般的な構成では、デバイスを⽀社に導⼊し、本社のファイアウォールに接続します。
RED からファイアウォールに対する VPN 接続を確⽴し、RED に接続しているコンピュータがすべ
てネットワークの⼀部とみなされるようにします。⽀社の送受信トラフィックはすべて RED 経由
でルーティングされます。ローカルトラフィックとリモートトラフィックに同じポリシーを適⽤す
るか、またはロケーション別にカスタムポリシーを作成することができます。
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17.2 ゾーン
ゾーンは、インターフェースをグループ化したものです。ゾーンでは、デバイスの管理とユーザー
認証に使⽤できるサービスも指定します。ゾーンとファイアウォールルールを組み合わせて使⽤する
と、インターフェースグループのセキュリティとトラフィックを効率的に管理することができます。

表 20 : デフォルトのゾーン

名前 説明

LAN 異なるネットワークサブネットのインターフェースを
グループ化して、単⼀のエントリとして管理すること
ができます。デフォルトでは、このゾーンの送受信ト
ラフィックはブロックされます。ただし、同じゾーン
内のポート間のトラフィックは許可されます。

DMZ (⾮武装地帯) パブリックからアクセス可能なサーバー
に使⽤します。このゾーンでは、物理ポートをグルー
プ化することができます。

WAN インターネットサービス⽤。

VPN 安全なリモート接続⽤。こうした接続を効率的に管理
することができます。VPN 接続が確⽴されると、その
接続に使⽤されたインターフェースが、このゾーンに
⾃動的に追加されます。

WiFi ワイヤレスインターネットサービス⽤。

関連タスク
ゾーンの追加 (p. 337)

17.2.1 ゾーンの追加
1. 「ネットワーク」 > 「ゾーン」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 種類を指定します。

オプション 説明

LAN 異なるネットワークサブネットのインター
フェースをグループ化して、単⼀のエントリ
として管理することができます。デフォルトで
は、このゾーンの送受信トラフィックはブロッ
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オプション 説明
クされます。ただし、同じゾーン内のポート間
のトラフィックは許可されます。

DMZ パブリックからアクセス可能なサーバーに使⽤
します。このゾーンでは、物理ポートをグルー
プ化することができます。

4. このゾーンで許可されるサービスを指定します。
5. 「保存」をクリックします。

関連概念
ゾーン (p. 337)
ゾーンは、インターフェースをグループ化したものです。ゾーンでは、デバイスの管理とユーザー
認証に使⽤できるサービスも指定します。ゾーンとファイアウォールルールを組み合わせて使⽤する
と、インターフェースグループのセキュリティとトラフィックを効率的に管理することができます。

17.3 WAN リンクマネージャ
WAN リンクマネージャでは、ゲートウェイをフェールオーバーや負荷分散に対応するよう設定する
ことができます。
フェールオーバーを使⽤すると、サービスが中断される可能性を最⼩限にして、「「常時オ
ン」」、つまりインターネットへの常時接続を確保します。フェールオーバーを実装するには、ア
クティブ-バックアップ構成を使⽤します。リンクにエラーが発⽣した場合は、別の利⽤可能な接
続へとトラフィックのルーティングが変更され、割り当てられた加重に基づいて、リンク間でトラ
フィックが分散されます。フェールオーバーの実⾏中はデッドリンクの正常性が監視され、復元す
ると元のルーティングに戻ります。
負荷分散を使⽤すると、トラフィックをリンク間で分散して接続を最適化することができます。ト
ラフィックは、リンクに指定された加重に基づいて分散されます。負荷分散を実装するには、アク
ティブ-アクティブ構成を使⽤します。
• ゲートウェイのトラフィックレポートを表⽰するに

は、
をクリックします。

• 応答しないリンクが無効とみなされるまでの時間を設定するには、「ゲートウェイフェールオー
バーのタイムアウト」フィールドに値を⼊⼒し、「適⽤」をクリックします。

アクティブ-バックアップ構成

アクティブ-アクティブ構成

17.3.1 ゲートウェイの詳細

ゲートウェイの詳細
ゲートウェイの種類や加重など、⼀般的な設定を⾏います。
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IP アドレス ゲートウェイの IP アドレス。
インターフェース インターフェースの IP アドレス。
種類 トラフィックをゲートウェイ経由でルーティング

する⽅法。「有効」を選択すると、そのゲート
ウェイ経由でルーティングされます。複数のア
クティブゲートウェイを設定した場合は、割り
当てられた加重に基づいてゲートウェイ間でト
ラフィックが負荷分散されます。「バックアッ
プ」を選択すると、アクティブゲートウェイが
ダウンしたときにのみ、そのゲートウェイ経由で
ルーティングします。

加重 トラフィックを割り当てる優先順位。この値に基
づき、使⽤可能なリンク間でトラフィック量が調
整されます。

デフォルトの NAT ポリシー デフォルトで適⽤する NAT ポリシー。

バックアップゲートウェイの詳細
ゲートウェイをアクティベートする⽅法や、加重を割り当てる⽅法を指定します。

このゲートウェイをアクティベート ゲートウェイのアクティベーション⽅法。⼀部
またはすべてのアクティブゲートウェイにエラー
が発⽣したときに⾃動的にアクティベートするに
は、「アクティブなゲートウェイにエラーが⽣じ
た場合」を選択します。⼿動でアクティベートす
るには、「⼿動」を選択します。

アクティベーション時の動作 ゲートウェイに加重を割り当てる⽅法。「失敗し
たアクティブゲートウェイの加重を継承」を選択
すると、エラーの発⽣したアクティブゲートウェ
イの加重に基づき、ゲートウェイ間でトラフィッ
クの負荷分散を⾏います。「設定された加重を使
⽤」を選択すると、そのゲートウェイに設定され
た加重を使⽤します。

フェールバック時の動作 プライマリゲートウェイが復元したときの処
理。「復元されたゲートウェイを通じて新しい
接続を⾏う」を選択すると、新しい接続をプラ
イマリゲートウェイにルーティングします。既存
の接続は、切断されるかタイムアウトが発⽣する
まで、引き続きバックアップゲートウェイ経由で
ルーティングされます。
「復元されたゲートウェイを通じてすべての接
続を⾏う」を選択すると、既存の接続を再確⽴
して、すべてのトラフィックをプライマリゲー
トウェイ経由でルーティングします。(ファイア
ウォールルールまたはポリシールートで) バッ
クアップゲートウェイにルーティングされた
接続も再確⽴されますが、その接続は、プライ
マリゲートウェイではなくバックアップゲート
ウェイ経由で引き続きルーティングされます。
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フェールオーバーのルール
ルーティングを切り替える条件を指定します。デフォルトでは、ping でリンクがテストされます。
このデフォルトの条件を変更したり、条件を追加したりすることができます。追加した条件は AND
を使⽤して評価されます。
• 条件を変更するには、「編集」をクリックし、テスト⽅法、ポート、IP アドレスを指定します。
• 条件を追加するには、「追加」をクリックし、テスト⽅法、ポート、IP アドレスを指定します。

17.4 DNS
DNS サーバーのアドレスは、DHCP または PPPoE サーバーから取得できます。また、スタティック
DNS サーバーを指定することもできます。そのほかのオプションとしては、指定された IP アドレス
を使⽤して特定のホストのリクエストを解決したり、社内ネットワーク上の DNS サーバーを使⽤し
て外部ドメインのリクエストを解決するという⽅法があります。
• 構成を保存するには、IP とクエリ設定を指定し、「適⽤」をクリックします。
• DNS サーバーとの接続をテストするには、「名前参照テスト」をクリックし、IP アドレスまたは

ホスト名を⼊⼒します。

DNS 設定

注
使⽤できるオプションは、利⽤可能なインターフェースの構成によって異なります。

DHCP から DNS を取得 設定された DHCP サーバーを使って DNS を取得
します。

PPPoE から DNS を取得 設定された PPPoE サーバーを使って DNS を取
得します。

スタティック DNS 指定されたサーバーを DNS として使⽤します。
指定された順番で、サーバーをクエリします。

受信要求レコードの種類に基づいてサーバーを選
択

受信要求レコードの種類に基づいてドメイン名の
解決に使⽤する DNS サーバーを選びます。受信
要求の種類は「A」または「AAAA」です。

IPv4 経由で IPv6 DNS サーバーを選択 IPv6 および IPv4 DNS サーバーの両⽅とも構成
されている場合は、クエリの解決に IPv6 サー
バーを優先的に使⽤します。

IPv6 経由で IPv4 DNS サーバーを選択 IPv6 および IPv4 DNS サーバーの両⽅とも構成
されている場合は、クエリの解決に IPv4 サー
バーを優先的に使⽤します。

要求発信者のアドレスが「IPv6」の場合は
「IPv6」を選択、その他の場合は「IPv4」を選
択

要求の送信元が IPv6 の場合は IPv6 DNS サー
バーを、要求の送信元が IPv4 の場合は IPv4
DNS サーバーを選びます。
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DNS ホストエントリ
DNS ホストエントリを使って、特定のホストまたはドメイン名のリクエストを解決することができ
ます。ユーザーのリクエストしたホストが DNS ホストエントリと⼀致した場合は、指定 IP アドレ
スを使ってクエリを解決します。 これにより、解決を迅速に⾏い、権威 DNS サーバーへのクエリ
を減少させることができます。

DNS リクエストルート
外部ドメイン名のリクエストを解決するには、社内ネットワーク上の DNS サーバーにある DNS
リクエストルートを使⽤します。 これにより、解決を迅速に⾏い、ネットワーク上のインターネッ
トトラフィックを減少させることができます。インターネットで送信する DNS 情報が減少するた
め、セキュリティも向上します。

関連タスク
DNS ホストエントリの追加 (p. 341)
DNS ホストエントリを使って、特定のホストまたはドメイン名のリクエストを解決することができま
す。ユーザーのリクエストしたホストが DNS ホストエントリと⼀致した場合は、指定 IP アドレスを
使ってクエリを解決します。
DNS リクエストルートの追加 (p. 342)
外部ドメイン名のリクエストを解決するには、社内ネットワーク上の DNS サーバーにある DNS リク
エストルートを使⽤します。

17.4.1 DNS ホストエントリの追加
DNS ホストエントリを使って、特定のホストまたはドメイン名のリクエストを解決することができま
す。ユーザーのリクエストしたホストが DNS ホストエントリと⼀致した場合は、指定 IP アドレスを
使ってクエリを解決します。
1. 「ネットワーク」 > 「DNS」に進んでください。
2. 「DNS ホストエントリ」セクションにスクロールして、「追加」をクリックします。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

ホスト名/ドメイン名 ホストまたはドメインの完全修飾ドメイン名
(FQDN)。

エントリの種類 ホストに IP アドレスを⼿動で⼊⼒するか、ホ
ストとして構成するインターフェースを選択し
ます。

IP アドレス ホストの IP アドレス。

有効時間 ホストから取得されたドメインレコードが
キャッシュされる時間 (秒)。

加重 トラフィックの負荷分散の加重。デバイスは個
別のリンクに割り当てられた加重の割合で、ト
ラフィックをリンク全体に分散します。この加
重によって、各リンクを通過するトラフィック
量が決まります。
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オプション 説明

WAN 上で発⾏ WAN 上で DNS ホストエントリを発⾏しま
す。

このホストエントリに逆引き DNS 参照を追加
する

IP アドレスが、特定のドメイン名に変換される
ことを許可します。

逆引き DNS 参照には、以下の制限が適⽤されます。
• 複数のホストが同じ IP アドレスに変換される場合、「逆引き DNS 参照」ではそのうち 1 つ

のみを構成できます。
• サポートされている DNS レコードの種類は「A」、「AAAA」、「PTR」です。
• アドレス (A) レコードは、ホスト名から 32 ビットの IPv4 アドレスを特定して返します。
• AAAA レコードは、ホスト名から 128 ビットの IPv6 アドレスを特定して返します。
• ポインタレコード (PTR) は逆引き参照に使⽤されます。ポインタレコードは IP アドレスをホ

スト名にマップします。
• DNS でサポートされている最⼤エントリ数は 1024 です。
• デバイスインターフェースがクライアントシステム内で DNS として使⽤されている場

合、ROOT サーバーにクエリする前に、この構成済みの DNS サーバーにクエリが送信されま
す。

4. 「保存」をクリックします。

関連概念
DNS (p. 340)
DNS サーバーのアドレスは、DHCP または PPPoE サーバーから取得できます。また、スタティック
DNS サーバーを指定することもできます。そのほかのオプションとしては、指定された IP アドレス
を使⽤して特定のホストのリクエストを解決したり、社内ネットワーク上の DNS サーバーを使⽤し
て外部ドメインのリクエストを解決するという⽅法があります。

17.4.2 DNS リクエストルートの追加
外部ドメイン名のリクエストを解決するには、社内ネットワーク上の DNS サーバーにある DNS リク
エストルートを使⽤します。
1. 「ネットワーク」 > 「DNS」に進んでください。
2. 「DNS リクエストルート」セクションにスクロールして、「追加」をクリックします。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

ホスト名/ドメイン名 内部 DNS サーバーを使⽤するドメイン。

対象サーバー 上記で指定したドメインを解決するために使
⽤される DNS サーバー。サーバー名をホスト
リストに⼊⼒してサーバーを検索することがで
きます。サーバーが存在しない場合は、作成す
ることができます。これらのホストの指定順に
従って、ファイアウォールはドメイン解決を試
みます。

4. 「保存」をクリックします。
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関連概念
DNS (p. 340)
DNS サーバーのアドレスは、DHCP または PPPoE サーバーから取得できます。また、スタティック
DNS サーバーを指定することもできます。そのほかのオプションとしては、指定された IP アドレス
を使⽤して特定のホストのリクエストを解決したり、社内ネットワーク上の DNS サーバーを使⽤し
て外部ドメインのリクエストを解決するという⽅法があります。

17.5 DHCP
ファイアウォールでは、RFC 2131 (IPv4) および RFC 3315 (IPv6) の定義に従って、DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) をサポートしています。DHCP サーバーを使って、ネット
ワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てることができます。 DHCP リレーを使え
ば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを割り当てることもで
きます。 また、リースレコードを表⽰することもできます。
DHCP サーバーは、指定範囲から⼀意の IP アドレスをホストに割り当て、ホストがネットワーク
から離れると、そのアドレスをリリースします。リリースされたアドレスは、再び使⽤することが
できます。また、スタティックアドレスを割り当てるようにサーバーを設定することもできます。
DHCP サーバーは、そのサーバーと同じサブネット上のクライアントにサービスを提供するために
使⽤します。
• DHCP サーバーを作成するには、「サーバー」セクションに移動し、「追加」をクリックしま

す。
DHCP リレーエージェントを使えば、リモートサブネット上の DHCP サーバーや、ローカルサブ
ネット以外に配置されているサーバーから、IP アドレスを取得することができます。DHCP サー
バーと異なるサブネット上にあるクライアントにサービスを提供するには、DHCP リレーを使⽤し
てください。
• DHCP リレーを作成するには、「リレー」セクションに移動し、「追加」をクリックします。

関連概念
ワイヤレスネットワーク (p. 175)
ワイヤレスネットワークの設定では、ワイヤレスクライアントに共通の接続設定を⾏います。たとえ
ば、SSID、セキュリティモード、クライアントトラフィックの処理⽅法などを設定します。
関連タスク
DHCPv4 サーバーの追加 (p. 344)
DHCP サーバーを使って、ネットワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てること
ができます。 また、スタティックアドレスを割り当てるようにサーバーを設定することもできます。
DHCPv6 サーバーの追加 (p. 345)
DHCP サーバーを使って、ネットワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てること
ができます。 また、スタティックアドレスを割り当てるようにサーバーを設定することもできます。
DHCP リレーの追加 (p. 346)
DHCP リレーを使えば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを
割り当てることもできます。
関連情報
ワイヤレスネットワーク (別ゾーン) の導⼊ (p. 198)
ゲスト⽤のワイヤレスネットワークを作成し、定義済みの IP アドレス範囲からアドレスを割り当てま
しょう。また、マルウェアの感染源であることがわかっているホストからのアクセスをブロックしま
しょう。
ネットワーキング: DHCP
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17.5.1 DHCPv4 サーバーの追加
DHCP サーバーを使って、ネットワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てること
ができます。 また、スタティックアドレスを割り当てるようにサーバーを設定することもできます。
1. 「ネットワーク」 > 「DHCP」に移動して、「サーバー」セクションで「追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

インターフェース DHCP サーバーに使⽤するインターフェース。
ファイアウォールは、選択したインターフェー
スで DHCP クエリを待機します。

リレー経由でクライアントリクエストを承認 DHCP リレーを使ってリクエストを送信するク
ライアントに、DHCP を提供します。

ダイナミック IP リース DHCP サーバーが IP アドレスをクライアント
に割り当てる範囲。

スタティック IP MAC マッピング MAC アドレスと IP アドレスのスタティック
マッピング。IP アドレスは、常に指定ホストの
MAC アドレスに割り当てられます。

サブネットマスク DHCP サーバーのサブネットマスク。

ドメイン名 DHCP サーバーがクライアントに割り当てるド
メイン名。

ゲートウェイ デフォルトゲートウェイとして使⽤される IP
アドレス。ゲートウェイを指定するか、または
インターフェース IP をゲートウェイとして使
⽤することができます。

デフォルトのリース時間 特定のリース時間を要求しなかったクライアン
ト⽤のリース時間 (分)。

最⼤リース時間 最⼤リース時間 (分)。指定時間が経過したら、
クライアントは DHCP サーバーに新規リクエ
ストを送信する必要があります。

競合の検出 IP 競合の検出を有効にして、リース前に IP ア
ドレスを確認します。アドレスがすでにリース
されている場合は、そのアドレスをリースしま
せん。

4. 任意: DNS サーバーを指定します。
ファイアウォールの DNS の設定を使⽤するか、他のサーバーを指定することができます。

5. 任意: WINS サーバーを指定します。
6. 「保存」をクリックします。

関連概念
DHCP (p. 343)
ファイアウォールでは、RFC 2131 (IPv4) および RFC 3315 (IPv6) の定義に従って、DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) をサポートしています。DHCP サーバーを使って、ネット
ワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てることができます。 DHCP リレーを使え
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ば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを割り当てることもで
きます。 また、リースレコードを表⽰することもできます。

17.5.2 DHCPv6 サーバーの追加
DHCP サーバーを使って、ネットワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てること
ができます。 また、スタティックアドレスを割り当てるようにサーバーを設定することもできます。
1. 「ネットワーク」 > 「DHCP」に移動して、「サーバー」セクションで「追加」をクリックしま

す。
2. 「IPv6」をクリックします。
3. 名前を⼊⼒します。
4. 設定を指定します。

オプション 説明

インターフェース DHCP サーバーに使⽤するインターフェース。
ファイアウォールは、選択したインターフェー
スで DHCP クエリを待機します。

リレー経由でクライアントリクエストを承認 DHCP リレーを使ってリクエストを送信するク
ライアントに、DHCP を提供します。

ダイナミック IP リース DHCP サーバーが IP アドレスをクライアント
に割り当てる範囲。

スタティック IP の DUID マッピング DUID (DHCP の識別⼦) と IP アドレスのスタ
ティックマッピング。IP アドレスは、常に指定
ホストのクライアント DUID に割り当てられま
す。

推奨時間 有効なアドレスが推奨状態を維持する時間
(分)。この時間が経過すると、アドレスは⾮推
奨となります。推奨時間は最終時間を下回る必
要があります。

最終時間 アドレスが有効状態を維持する時間 (分)。アド
レスが有効である間、新しい通信や既存の通信
でそのアドレスを使⽤できます。

5. 任意: DNS サーバーを指定します。
ファイアウォールの DNS の設定を使⽤するか、他のサーバーを指定することができます。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
DHCP (p. 343)
ファイアウォールでは、RFC 2131 (IPv4) および RFC 3315 (IPv6) の定義に従って、DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) をサポートしています。DHCP サーバーを使って、ネット
ワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てることができます。 DHCP リレーを使え
ば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを割り当てることもで
きます。 また、リースレコードを表⽰することもできます。
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17.5.3 DHCP リレーの追加
DHCP リレーを使えば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを
割り当てることもできます。
1. 「ネットワーク」 > 「DHCP」に移動して、「リレー」セクションで「追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

IP バージョン DHCP リレーでサポートされる IP バージョ
ン。割り当ては、選択した種類でのみ⾏われま
す。

インターフェース DHCP サーバー⽤のインターフェース。ファイ
アウォールは、ここで選択したインターフェー
スで DHCP クエリを待機します。

DHCP サーバー IP すべてのパケットの転送先となる DHCP サー
バー。アクティブなサーバーが要求を処理しま
す。アクティブなサーバーがダウンした場合
は、バックアップサーバーが要求を処理しま
す。

IPsec 経由のリレー DHCP メッセージを IPSec VPN トンネル経由
でリレーします。

注
ファイアウォールは、DHCPv6 サーバーと DHCPv6 リレーエージェントを同時にサポートし
ません。

4. 「保存」をクリックします。

関連概念
DHCP (p. 343)
ファイアウォールでは、RFC 2131 (IPv4) および RFC 3315 (IPv6) の定義に従って、DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) をサポートしています。DHCP サーバーを使って、ネット
ワーク上のデバイスに⼀意の IP アドレスを動的に割り当てることができます。 DHCP リレーを使え
ば、DHCP サーバーと同じサブネット上にないクライアントに動的にアドレスを割り当てることもで
きます。 また、リースレコードを表⽰することもできます。

17.6 IPv6 ルーターアドバタイズ
ファイアウォールは、IPv6 デバイスの SLAAC (stateless address auto-configuration) をサポート
しています。SLAAC では、IPv6 デバイスは IPv6 対応インターフェースに対して⼀意のリンクロー
カルアドレスを⾃動的に作成します。クライアントはルーターアドバタイズメッセージを使⽤して、
独⾃の IP アドレスを⾃動的に構成します。
ファイアウォールは、SLAAC に対応しています。デフォルトでは、ファイアウォールは IPv6 アド
レスとデフォルトゲートウェイをクライアントに提供します。
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SLAAC では、ホストはルーターアドバタイズ (RA) を要求する ICMPv6 (種類 135) ルーター要請
(RS) メッセージを送信します。RS メッセージを受信したファイアウォールは、利⽤可能な状態に
ついて ICMPv6 (種類 134) ルーターアドバタイズ (RA) メッセージを送信します。
ルーターアドバタイズには、プレフィックス、ホップ制限値、フラッグ状態など、アドレスの割り
当てに使⽤される⽅法についての情報が含まれます。デバイスは、さまざまなインターフェースや
インターネットパラメータに関する情報をアドバタイズし、アドレスに関する変更点をネットワー
ク上の全ノードに対して通知します。これらのアドバタイズは、定期的に⾏うか、または RS メッ
セージへの応答として⾏われます。

関連タスク
IPv6 ルーターアドバタイズの追加 (p. 347)
ルーターアドバタイズには、プレフィックス、ホップ制限値、フラッグ状態など、アドレスの割り当
てに使⽤される⽅法についての情報が含まれます。デバイスは、さまざまなインターフェースやイン
ターネットパラメータに関する情報をアドバタイズし、アドレスに関する変更点をネットワーク上の
全ノードに対して通知します。これらのアドバタイズは、定期的に⾏うか、または RS メッセージへ
の応答として⾏われます。

17.6.1 IPv6 ルーターアドバタイズの追加
ルーターアドバタイズには、プレフィックス、ホップ制限値、フラッグ状態など、アドレスの割り当
てに使⽤される⽅法についての情報が含まれます。デバイスは、さまざまなインターフェースやイン
ターネットパラメータに関する情報をアドバタイズし、アドレスに関する変更点をネットワーク上の
全ノードに対して通知します。これらのアドバタイズは、定期的に⾏うか、または RS メッセージへ
の応答として⾏われます。
1. 「ネットワーク」 > 「IPv6 ルーターアドバタイズ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. インターフェースを選択します。

IPv6 対応の物理インターフェース、LAG、VLAN またはブリッジインターフェースを選択するこ
とができます。

3. 設定を指定します。

オプション 説明

アドバタイズの最⼩間隔 クライアントに送信する 2 つの連続する⾃発
的ルーターアドバタイズメッセージの最⼩間隔
(秒)。

アドバタイズの最⼤間隔 クライアントに送信する 2 つの連続する⾃発
的ルーターアドバタイズメッセージの最⼤間隔
(秒)。

注
最⼤間隔が 9 秒以上の場合、最⼩間隔は最
⼤間隔の 75% に設定してください。

マネージドフラグ 有効にすると、クライアントは DHCPv6 サー
バーから IPv6 アドレスを取得します。

注
DHCPv6 サーバーが利⽤可能な場合のみ、
このオプションを使⽤してください。
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オプション 説明

アザーフラグ 有効にすると、クライアントは DHCPv6
サーバーから DNS サーバー、ドメイン
名、NIS、NISP、SIP、SNTP、BCMS サー
バーなどのネットワークパラメータを取得しま
す。

デフォルトゲートウェイ ファイアウォールをクライアントとの通信のデ
フォルトゲートウェイとして使⽤します。有効
にした場合は、ルーターアドバタイズ⽤の時間
を秒で指定してください。

4. アドバタイズ設定のプレフィックスを作成します。
アドバタイズのプレフィックスには、デフォルトゲートウェイのアドバタイズ情報が含まれてい
るゼロまたはそれ以上のプレフィックスオプションが提供されています。この情報は、SLAAC に
よってグローバル IPv6 アドレスを⾃動⽣成するために使⽤されます。

オプション 説明

プレフィックス/64 IPv6 アドレスの最初の 64 ビット。インター
フェースはルーターアドバタイズメッセージ
からのプレフィックス情報を使⽤して、128
ビット IPv6 アドレスの最後の 64 ビット (イ
ンターフェースの識別⼦) を特定します。最初
の 64 ビットはネットワークを指定し、残りは
ネットワーク内の特定アドレスを指定します。

リンク上 有効にすると、このプレフィックス内にある
IPv6 アドレスを含むデバイスにルーターを使
⽤せずにサブネット上で到達することができま
す。

匿名 有効にすると、アドバタイズされているプレ
フィックスに 64 ビットのインターフェース識
別⼦が追加され、グローバル IPv6 アドレスが
⾃動的に⽣成されます。
このオプションが有効になっているプレ
フィックスのみが、SLAAC から IPv6 アドレ
スを受信します。

推奨有効期間 有効なアドレスが推奨状態を維持する時間
(分)。この時間が経過すると、アドレスは⾮推
奨となりますが、既存の通信の送信元アドレス
として引き続き使⽤することができます。
IPv6 アドレスは、ルーターアドバタイズ内で
プレフィックスやその他の⼿段で更新される
か、DHCPv6 により更新される限りは、推奨
状態を維持します。

最終有効期間 アドレスが有効状態を維持する時間 (分)。時
間が切れるまでプレフィックスはリンク上と考
慮され、プレフィックスを使⽤する⾃動構成さ
れたアドレスを利⽤することができます。この
期間が経過すると、IPv6 アドレスは無効にな
り、トラフィックの送受信に使⽤できなくなり
ます。
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オプション 説明

注
この値は、推奨有効期間の値以上にしてく
ださい。

5. 任意: 詳細設定を指定します。
ここでは、同じインターフェース上のデバイスが互いの存在やそのリンクレイヤアドレスを検索
したり、ゲートウェイルーターを⾒つけたり、到達可能性に関する情報を維持するための設定を
⾏います。

オプション 説明

リンク MTU MTU (最⼤転送ユニット) の値 (バイト)。MTU
とは、ネットワークが転送可能なパケットの
最⼤サイズです。指定された値よりも⼤きなパ
ケットは、送信前に⼩さなパケットに分割され
ます。 ゼロに設定すると、インターフェースは
情報をアドバタイズしません。

到達可能時間 到達可能性の確認メッセージの受信後、ネイ
バーが到達可能であることをクライアントが仮
定する期間 (秒)。

再転送時間 クライアントがネイバー要請メッセージを再送
するまでの待機時間 (秒)。

ホップ制限 パケットの最⼤ホップ数。ホップ値はルートに
従い、各ルーターごとに減少します。ゼロにな
ると、パケットは破棄されます。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
IPv6 ルーターアドバタイズ (p. 346)
ファイアウォールは、IPv6 デバイスの SLAAC (stateless address auto-configuration) をサポート
しています。SLAAC では、IPv6 デバイスは IPv6 対応インターフェースに対して⼀意のリンクロー
カルアドレスを⾃動的に作成します。クライアントはルーターアドバタイズメッセージを使⽤して、
独⾃の IP アドレスを⾃動的に構成します。

17.7 セルラー WAN
携帯 WAN ネットワークは、モバイルデバイス向けの安全なワイヤレスブロードバンドサービスで
す。
• 携帯 WAN をオンにするには、「オン/オフ」スイッチをクリックします。
• 携帯 WAN サービスを提供するモデムに接続するには、「接続」をクリックします。
携帯 WAN を有効にすると、ファイアウォールによって WWAN1 インターフェースが作成されま
す。
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17.7.1 携帯 WAN インターフェース
携帯 WAN を有効にすると、ファイアウォールによって WWAN1 インターフェースが作成されま
す。 このインターフェースは WAN ゾーンの⼀部で、WAN ゾーン⽤のファイアウォールルールが
適⽤されます。ファイアウォールによって、##WWAN1 ホストも作成されます。ホスト⽤のファイ
アウォールルールとポリシーを指定することで、マルウェア攻撃と不正使⽤を防⽌することができま
す。
• モデムの詳細と推奨設定を表⽰するには、「推奨設定の表⽰」をクリックします。続けて、「推

奨設定の読み込み」をクリックして、設定をロードします。

全般設定

IP の割り当て モデムが使⽤する IP 割り当て⽅式。
接続 携帯 WAN 接続を確⽴するためのモード。
再接続の試⾏回数 アクセスポイントへの再接続の試⾏回数。無限に

設定するには、「常に」を選択します。
モデムポート モデムが接続を確⽴するシリアルインターフェー

ス。
電話番号 接続を確⽴するための電話番号。
ユーザー名 接続に必要なユーザー名。
パスワード 接続に必要なパスワード。
SIM カードの PIN コード PIN 対応 SIM カードのロックを解除するために

必要な PIN コード。
APN アクセスポイント名。APN は構成可能なネット

ワーク識別⼦です。この情報に基づいて、ユー
ザーが通信を希望するパケットデータネットワー
ク (PDN) または GSM 通信会社を識別します。

DHCP 接続コマンド 携帯 WAN に接続するための DHCP コマンド。
DHCP 接続解除コマンド 携帯 WAN から切断するための DHCP コマン

ド。
初期化⽂字列 ワイヤレスモデムの特定の機能を有効化または無

効化する⽂字列。表⽰順に従って、優先順位が割
り当てられます。

ゲートウェイの設定

ゲートウェイ名 ゲートウェイの識別名。
ゲートウェイ IP ゲートウェイの IP アドレス。
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その他の設定

MTU MTU (最⼤転送ユニット) の値 (バイト)。MTU
とは、ネットワークが転送可能なパケットの最⼤
サイズです。指定された値よりも⼤きなパケット
は、送信前に⼩さなパケットに分割されます。

MSS MSS (最⼤セグメントサイズ) の値 (バイ
ト)。MSS は TCP パケットで転送可能なデータ
量です。

MAC アドレス MAC アドレスをモデムに提供する⽅法。デフォ
ルトの MAC アドレスを使⽤するか、別の MAC
アドレスを指定することができます。

17.8 IP トンネル
IP トンネルは、1 つのネットワークプロトコルを別のネットワークプロトコルのペイロードとしてカ
プセル化するメカニズムです。このトンネルを使えば、IPv6 パケットを IPv4 パケット内でカプセル
化して、IPv4 ネットワーク上で IPv6 ホストや IPv6 ネットワークの通信を⾏うことができます (ま
た、その逆も可能です)。

関連タスク
IP トンネルの追加 (p. 351)

17.8.1 IP トンネルの追加
1. 「ネットワーク」 > 「IP トンネル」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. トンネルの種類を選択します。

オプション 説明

6in4 IPv4 バックボーン上の IPv6-to-IPv6 の通
信。送信元および宛先 IPv4 アドレスは⼿動で
設定する必要があります。この⽅法はポイント
ツーポイント通信に推奨されます。

6to4 IPv4 バックボーン上の IPv6-to-IPv6 通信。
トンネルの宛先 IPv4 アドレスは⾃動的に取得
されますが、送信元アドレスは⼿動で指定する
必要があります。この⽅法はポイントツーマル
チポイント通信に推奨されます。

6rd IPv4 バックボーン上の IPv6-to-IPv6 通信。
これは 6to4 トンネルを拡張したものです。ト
ンネルは、指定または事前定義した ISP プレ
フィックスによって確⽴されます。

4in6 IPv6 バックボーン上の IPv4-to-IPv4 通信。
送信元および宛先 IPv6 アドレスは⼿動で設定
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オプション 説明
する必要があります。これはポイントツーポイ
ント通信に推奨されます。

4. 設定を指定します。

オプション 説明

ゾーン トンネルに割り当てるゾーン。

ローカルエンドポイント トンネルのローカルエンドポイントの IP アド
レス。6in4、6to4、6rd の場合は、IPv6 アド
レスになります。4in6 の場合は、IPv4 アドレ
スになります。

リモートエンドポイント トンネルのリモートエンドポイントの IP アド
レス。6in4 の場合は、IPv4 アドレスになり
ます。4in6 の場合は、IPv6 アドレスになりま
す。

5. 任意: 詳細設定を指定します。

オプション 説明

TTL パケットの time-to-live の値。パケットを破棄
する前の送信試⾏回数の上限を定義します。

TOS 提供するサービスの種類にしたがって、IP パ
ケットに割り当てられる値。サービスは、パ
ケットの優先度や、ルーティングの特性 (遅
延、処理能⼒、または信頼できるサービス) を
定義します。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
IP トンネル (p. 351)
IP トンネルは、1 つのネットワークプロトコルを別のネットワークプロトコルのペイロードとしてカ
プセル化するメカニズムです。このトンネルを使えば、IPv6 パケットを IPv4 パケット内でカプセル
化して、IPv4 ネットワーク上で IPv6 ホストや IPv6 ネットワークの通信を⾏うことができます (ま
た、その逆も可能です)。

17.9 ネイバー (ARP-NDP)
ファイアウォールは ARP (Address Resolution Protocol) と NDP (Neighbor Discovery Protocol)
というプロトコルを使って、同じサブネットにあるホスト間の通信を有効にします。これらのプロト
コルによって IP/MAC マッピングが作成され、ネイバーキャッシュに保存されます。スタティック
マッピングもサポートされています。ファイアウォールはキャッシュされたエントリを使って、ネイ
バーに危害を与える試みを検出します。
ARP は、IPv4 アドレスに関連付けられているリンク層アドレス （MAC アドレス） を検出するた
めの仕組みです。受信者の IP アドレスを含む ARP クエリパケットを送信して、ホストは別のホス
トの物理アドレスを検出します。応答が返されると、ファイアウォールはネイバーキャッシュをそ
の MAC アドレスで更新します。ブロードキャストトラフィックを最⼩に抑えるために、ファイア
ウォールは学習済みの IP/MAC マッピング情報を再利⽤します。NDP は、IPv6 アドレスについて
同様の処理を⾏います。
ダイナミックネイバーエントリとは、⾃動的に学習・更新されるエントリです。
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• ネイバーキャッシュを表⽰するには、「表⽰」リストから「IPv4 ネイバーのキャッシュ」また
は「IPv6 ネイバーのキャッシュ」を選択します。

ネイバーキャッシュはフラッシュされるまで持続します。キャッシュをフラッシュすることによ
り、新規情報 (変更後の IP アドレスなど) を学習して保存できるようになります。
• キャッシュを⾃動的にフラッシュする間隔を指定するには、「ネイバーのキャッシュエントリの

タイムアウト」の値を⼊⼒し、「適⽤」をクリックします。
• キャッシュを⼿動でフラッシュするには、「表⽰」リストからキャッシュを選択し、「フラッ

シュ」をクリックします。
スタティックネイバーエントリは、⼿動で定義・更新するエントリです。スタティクネイバーエン
トリを使うと、MAC アドレスを IP アドレスとポートにバインドすることができます。 MAC アド
レスをいったんポートと IP アドレスにバインドすると、その IP アドレスに動的にキャッシュされ
た参照が削除されます。また、その IP アドレスにスタティックマッピングを追加することはできま
せん。ファイアウォールは、他のポートではこの IP/MAC ペアに応答しません。
• スタティックネイバーエントリを表⽰するには、「表⽰」リストから「スタティックネイバーの

テーブル」を選択します。
• スタティックエントリを追加するには、「追加」をクリックします。
ファイアウォールは、特定のポートからリクエストを受信すると、スタティックネイバーテーブル
でネイバー検索を実⾏します。テーブル内にエントリがない場合、ネイバーキャッシュを確認し、
必要に応じて MAC アドレスを追加します。
ファイアウォールがスタティックネイバーテーブルでネイバー検索を実⾏したときに、IP アドレス
または MAC アドレスに不⼀致が⽣じた場合、デバイスはネイバーに危害を与える⾏為とみなし、
ネイバーキャッシュを更新しなくなります。
• 危害を与える試みを記録するには、「ネイバーに危害を与える⾏為をログに記録する」チェック

ボックスを選択し、「適⽤」をクリックします。

ネイバーに危害を与える⾏為
次の例では、IP1 が MAC1 にマップされ、IP1/MAC1 ペアがポート A にバインドされています。
同様に、IP2 が MAC1 にマップされ、IP2/MAC1 ペアがポート A にバインドされています。

IP アドレス MAC アドレス ポート ネイバーに危害を与える⾏為?

IP1 MAC1 A いいえ

IP1 MAC1 A 以外のす
べてのポート

はい

IP1 MAC2 A はい

IP1 MAC2 A 以外のす
べてのポート

はい

IP3 MAC1 スタティッ
ク ARP なし

いいえ

IP2 MAC1 A いいえ

IP2 MAC1 A 以外のす
べてのポート

はい

関連タスク
スタティックネイバーの追加 (p. 354)
スタティクネイバーエントリを使うと、MAC アドレスを IP アドレスとポートにバインドすることが
できます。 ファイアウォールは、特定のポートからリクエストを受信すると、スタティックネイバー
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テーブルでネイバー検索を実⾏します。テーブル内にエントリがない場合、ネイバーキャッシュを確
認し、必要に応じて MAC アドレスを追加します。

17.9.1 スタティックネイバーの追加
スタティクネイバーエントリを使うと、MAC アドレスを IP アドレスとポートにバインドすることが
できます。 ファイアウォールは、特定のポートからリクエストを受信すると、スタティックネイバー
テーブルでネイバー検索を実⾏します。テーブル内にエントリがない場合、ネイバーキャッシュを確
認し、必要に応じて MAC アドレスを追加します。
1. 「ネットワーク」 > 「ネイバー (ARP-NDP)」に進んでください。
2. 「表⽰」リストから、「スタティックネイバーのテーブル」を選択し、「追加」をクリックしま

す。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

IP バージョン IP アドレスの種類

IPv4/IPv6 アドレス ホストの IP アドレス

MAC アドレス ホストの MAC アドレス

インターフェース バインドを適⽤する物理インターフェース

スプーフィングを防⽌するため、信頼する
MAC アドレスとして追加する

IP/MAC マッピングを、信頼する MAC リスト
に追加します

4. 「保存」をクリックします。

関連概念
ネイバー (ARP-NDP) (p. 352)
ファイアウォールは ARP (Address Resolution Protocol) と NDP (Neighbor Discovery Protocol)
というプロトコルを使って、同じサブネットにあるホスト間の通信を有効にします。これらのプロト
コルによって IP/MAC マッピングが作成され、ネイバーキャッシュに保存されます。スタティック
マッピングもサポートされています。ファイアウォールはキャッシュされたエントリを使って、ネイ
バーに危害を与える試みを検出します。

17.10 ダイナミック DNS
ダイナミック DNS (DDNS) を使⽤すれば、動的 IP アドレスが割り当てられているファイアウォール
にも確実にアクセスすることができます。ファイアウォールが新しい IP アドレスを受信すると、ダイ
ナミック DNS サービスに通知され、パブリック DNS 名のアドレスが更新されます。DDNS によっ
て、パブリック DNS 名が常に正しい IP アドレスを指すようにすることができます。

関連タスク
ダイナミック DNS プロバイダの追加 (p. 355)
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ファイアウォールは、いくつかのサードパーティの DDNS プロバイダをサポートしていま
す。Sophos DDNS サービスは、無料で使⽤できます。Sophos DDNS はサブスクリプションに含ま
れ、無料で提供されています。

17.10.1 ダイナミック DNS プロバイダの追加
ファイアウォールは、いくつかのサードパーティの DDNS プロバイダをサポートしていま
す。Sophos DDNS サービスは、無料で使⽤できます。Sophos DDNS はサブスクリプションに含ま
れ、無料で提供されています。
1. 「ネットワーク」 > 「ダイナミック DNS」に移動して、「追加」をクリックします。
2. DDNS サービスプロバイダに登録したときに受け取ったホスト名を⼊⼒します。

サードパーティのサービスプロバイダの場合は、<accountname>.<provider>.com という形式
を使⽤します。
Sophos DDNS の場合は、<hostname>.myfirewall.co という形式を使⽤します。

3. インターフェースを選択します。
選択したインターフェースの IP アドレスは、指定されたホスト名にバインドします。

4. IPv4 アドレスの送信元を選択します。

オプション 説明

ポート IP の使⽤ 選択したポートまたはインターフェースの IP
アドレスを使⽤します。

NAT されたパブリック IP 選択したポートに割り当てたパブリック IP ア
ドレスを使⽤します。

5. ファイアウォールがサーバー IP アドレスの変更の有無を確認する間隔を指定します。
たとえば、間隔を「10 分」に設定した場合、ファイアウォールは 10 分ごとにサーバー IP アド
レスの変更を確認します。

6. 「サービスプロバイダ」の詳細を指定します。
7. 「保存」をクリックします。

関連概念
ダイナミック DNS (p. 354)
ダイナミック DNS (DDNS) を使⽤すれば、動的 IP アドレスが割り当てられているファイアウォール
にも確実にアクセスすることができます。ファイアウォールが新しい IP アドレスを受信すると、ダイ
ナミック DNS サービスに通知され、パブリック DNS 名のアドレスが更新されます。DDNS によっ
て、パブリック DNS 名が常に正しい IP アドレスを指すようにすることができます。

17.11 サイト間 RED トンネルの作成
RED デバイスを導⼊せずに 2 台の Sophos XG Firewall デバイス間でサイト間 RED トンネルを設定
しましょう。このような構成では、1 台がサーバー、もう 1 台がクライアントとして動作します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• サーバーに RED インターフェースを追加する。
• クライアントファイアウォールの構成を作成する。
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• スタティックルーティングを作成し、RED トンネルのルートを社内ネットワークに追加する。
• トンネルトラフィック⽤のファイアウォールルールを追加する。

関連概念
RED インターフェース (p. 327)
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED インターフェースを使って、RED を構成して導⼊し
たり、2 つのファイアウォール間にクライアント / サーバー構成のサイト間 RED トンネルを作成す
ることができます。

 サーバーへの RED インターフェースの追加
サーバーは受信接続を待機し、クライアントデバイスは送信接続を開始します。アップストリーム
の NAT は受信接続と⼲渉する可能性があるので、⾮ NAT デバイスをサーバーとして動作するよう
に選択することを推奨します。
1. サーバーデバイスで、「システムサービス」 > 「RED」に移動し、RED プロビジョニングサー

ビスをオンにします。
2. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加 RED」を選択します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

ブランチ名 サーバー

種類 ファイアウォール RED サーバー

トンネル　ID ⾃動

REDIP 192.0.2.25

ゾーン LAN
4. 「保存」をクリックします。

サーバーファイアウォールのプロビジョニングファイルが⽣成されます。
5. インターフェースリストから RED インターフェースを⾒つ

け、
をクリックし、プロビジョニングファイルをダウンロードします。

6. クライアントファイアウォールからアクセスできるネットワーク上の場所またはリムーバブルド
ライブに、ファイルをコピーします。

 クライアントへの RED インターフェースの追加
1. 「システムサービス」 > 「RED」に移動し、RED プロビジョニングサービスをオンにします。
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2. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック
して、「追加 RED」を選択します。

3. 設定を指定します。

オプション 説明

ブランチ名 クライアント

種類 ファイアウォール RED クライアント

ファイアウォールの IP/ホスト名 192.0.2.25

REDIP 198.51.100.100

ゾーン LAN
4. 「ファイルの選択」をクリックし、サーバーでダウンロードしたプロビジョニングファイルを選

択します。
5. 「保存」をクリックします。

 スタティックルートの追加
社内ネットワークに RED トンネルを追加するため、両⽅のファイアウォールでスタティックルー
ティングを設定する必要があります。
1. サーバーのファイアウォールで、「ルーティング」 > 「スタティックルーティング」に移動しま

す。
2. 「追加」をクリックして、IPv4 ユニキャストルートを作成します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

宛先 IP 192.168.100.0

ゲートウェイ 172.173.0.1

インターフェース reds1-192.0.2.25
4. クライアントのファイアウォールに移動し、同じルーティングを指定します。

 ファイアウォールルールの追加
トラフィックが 2 つのファイアウォール間を通れるようにするためには、LAN 間のルール (またはそ
れに類するルール) を各ファイアウォールで作成する必要があります。
次の⼿順は、サーバーファイアウォールとクライアントファイアウォールの両⽅で実⾏します。
1. 「ファイアウォール」に移動して、「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネット

ワークのルール」の順にクリックします。
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2. 設定を指定します。

オプション 説明

ルール名 LAN 間

送信元ゾーン LAN

宛先ゾーン LAN

17.12 RED の⼿動導⼊
RED デバイスを⼿動で導⼊するには、RED インターフェース⽤のプロビジョニングファイルをダウ
ンロードして USB メモリに保存する必要があります。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• ファイアウォールで NTP サーバーを設定する。
• RED インターフェースを追加し、プロビジョニングファイルをダウンロードする。

関連概念
RED インターフェース (p. 327)
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED インターフェースを使って、RED を構成して導⼊し
たり、2 つのファイアウォール間にクライアント / サーバー構成のサイト間 RED トンネルを作成す
ることができます。

 NTP サーバーの設定
RED デバイスを⼿動導⼊するときは、ファイアウォールを NTP サーバーとして動作させる必要があ
ります。
1. 「管理」 > 「時間」に移動して、「カスタム NTP サーバーを使⽤」をクリックします。
2. 「検索/追加」フィールドにファイアウォールの IP アドレスを⼊⼒

し、
をクリックします。

3. 「適⽤」をクリックします。
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 RED インターフェースの追加
USB スティックを使って⼿動導⼊する RED ⽤のインターフェースを作成します。
1. 「システムサービス」 > 「RED」に移動し、RED プロビジョニングサービスをオンにします。
2. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に移動して、「インターフェースの追加」をクリック

して、「追加 RED」を選択します。
3. ⽀社名を⼊⼒し、RED デバイスの種類を選択します。
4. 「デバイスの導⼊」で「⼿動 (USB メモリの使⽤)」を選択します。
5. 必要に応じて、他の RED モデルの設定を指定します。
6. 「保存」をクリックします。

このインターフェース⽤のプロビジョニングファイルが⽣成されます。

 プロビジョニングファイルのインストール
RED インターフェースに関連付けられたプロビジョニングファイルをダウンロードし、USB ス
ティックを使ってファイルをデバイスに保存します。
1. RED をオフにします。
2. 「ネットワーク」 > 「インターフェース」に進んでください。
3. インターフェースリストから RED インターフェースを⾒つ

け、
をクリックし、プロビジョニングファイルをダウンロードします。

4. USB スティックのルートディレクトリに、ファイルを移動します。
5. USB スティックを RED に接続します。
6. RED をオンにします。

RED は USB スティックから構成を取得します。RED プロビジョニングサービスをオンにする
と、指定メールアドレスにロック解除コードが送信されます。

重要
ロック解除コードをなくさないでください。RED を他のファイアウォールに導⼊する場合、
このコードが必要となります。
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章 18

18 ルーティング
このセクションは、スタティックルートおよびダイナミックルートの両⽅を構成するオプションを提
供します。

18.1 スタティックルーティング
ルートは、デバイスがパケットを特定の宛先に転送するために必要な情報を提供します。スタ
ティックルートを設定すると、設定されているデフォルトゲートウェイ以外の宛先へパケットが転
送されます。
パケットが送信されるインタフェースおよびパケットがルートされるデバイスを指定することによ
り、スタティックルートは既存のデバイスのトラフィックを制御します。

IP マルチキャスト
インターネットプロトコル (IP) マルチキャスとトは帯域幅を節約するための技術で、単⼀の情報ス
トリームを数千もの受信者や世帯に同時配信することにより、トラフィックを減少させます。IP マ
ルチキャストは送信元または受信者に余計な負荷をかけずに、送信元トラフィックを複数の受信者
に配信します。
ビデオ会議、リアルタイム通信、遠隔地教育、ソフトウェアの配布、株価検索、ニュースのような
アプリケーションは、IP マルチキャストを使⽤します。
IP マルチキャストを使⽤していない場合、送信元はパケットのコピーを 1 つ以上送信するか、各
受信者に個別のコピーを送信する必要があります。このような場合、データをより頻繁に送信した
り同時送信するビデオや株価のような⾼帯域幅アプリケーションは、利⽤可能な帯域幅の⼤部分を
使⽤します。このようなアプリケーションで 1 ⼈以上の受信者に情報を同時送信する効率的な唯⼀
の⽅法は、IP マルチキャストの使⽤です。
マルチキャストグループ
マルチキャストはグループの概念に基づいています。任意の受信者グループは、特定のデータスト
リームの受信に関⼼があります。このグループは物理または地理的な境界がないため、ホストをイ
ンターネット上のどこにでも配置することが可能です。特定グループへのデータフローの受信に関
⼼があるホストは、グループに参加する必要があります。ホストは、データストリームを受信する
グループのメンバーである必要があります。
IP マルチキャストアドレス
マルチキャストアドレスは、グループに参加し、このグループに送信したトラフィックの受信を希
望する IP ホストの任意のグループを指定します。
IP クラス D アドレス
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) は IP マルチキャストアドレスの割り当てを制
御します。マルチキャストアドレスはクラス D アドレスに分類され、空間の範囲は 224.0.0.0〜
239.255.255.255 です。
このアドレス範囲は、IP マルチキャストトラフィックのグループアドレスまたは宛先アドレスにの
み使⽤できます。マルチキャストデータグラムの送信元アドレスは、常にユニキャストの送信元ア
ドレスです。
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マルチキャスト転送
マルチキャスト転送では、ルーターはマルチキャストトラフィックを他のマルチキャストデバイス
が待機しているネットワークに転送します。マルチキャスト転送は、ノードが待機していないネッ
トワークへのマルチキャストトラフィックの転送を防⽌します。
マルチキャスト転送を内部ネットワーク全体で動作させるには、ノードおよびルーターがマルチ
キャスト対応でなければなりません。
マルチキャスト対応ノードは次の機能を搭載している必要があります。
• マルチキャストパケットを送受信する。
• マルチキャストパケットがノードのネットワークを転送できるように、ローカルルーターを含

むノードが待機するマルチキャストアドレスを登録します。
マルチキャストトラフィックを送信する IP マルチキャストアプリケーションは、IP パケットを宛
先 IP アドレスとして適切な IP マルチキャストアドレスで構成する必要があります。マルチキャス
トトラフィックを受信する IP マルチキャストアプリケーションは指定された IP マルチキャストア
ドレスへのすべてのトラフィックを待機することを、TCP/IP プロトコルに通知する必要がありま
す。

18.1.1 スタティックルートの管理

「スタティックルーティング」メニューでは、ユニキャストルートおよびマルチキャストルートを
構成できます。このパージでは、利⽤可能な要素を説明しています。
IPv4 ユニキャストルート
「IPv4 ユニキャストルート」セクションには、構成されたすべての IPv4 ユニキャストルートのリ
ストが表⽰されます。IP アドレス、ゲートウェイ、インターフェースに基づいて、リストをフィル
タできます。このページでは、ルートの追加、ルート構成の更新、ルートの削除オプションも提供
しています。
IPv6 ユニキャストルート
「IPv6 ユニキャストルート」セクションには、構成されたすべての IPv6 ユニキャストルートのリ
ストが表⽰されます。IP アドレス、ゲートウェイ、インターフェースに基づいて、リストをフィル
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タできます。このページでは、ルートの追加、ルート構成の更新、ルートの削除オプションも提供
しています。
マルチキャストの転送設定

マルチキャスト転送の有効化 マルチキャスト転送を有効/無効にします。有効
にして「適⽤」をクリックすると、ルーターは他
のマルチキャストデバイスがアクティブで待機し
ている他のネットワークにパケットを転送するこ
とができます。

マルチキャストルートの管理
「マルチキャストルートの管理」セクションには、構成されたすべてのマルチキャストルートのリ
ストが表⽰されます。リストは送信元 IP、マルチキャスト IP、送信元インタフェースおよび宛先
インタフェースに基づきフィルタできます。このページでは、ルートの追加、ルート構成の更新、
ルートの削除オプションも提供しています。

18.1.2 ユニキャストルートの追加

1. IPv4 ユニキャストルートの場合、「ルーティング」 > 「スタティックルーティング」の順にア
クセスして、「IPv4 ユニキャストルート」で「追加」をクリックします。IPv6 ユニキャスト
ルートの場合、「IPv6 ユニキャストルート」で「追加」をクリックします。

2. ユニキャストルートの詳細を⼊⼒します。

宛先 IP/プレフィックス IPv4 または IPv6 アドレスを指定して、ドロッ
プダウンリストからサブネットマスクのプレ
フィックスを選択します。

ゲートウェイ ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アドレスを
指定します。ゲートウェイのアドレスは、トラ
フィックがルートされる次のホップルーターを
指定します。

インターフェース ドロップダウンリストからインターフェースを
選択します。

注
ゲートウェイ設定と、選択したインターフェースが同じネットワークにないようなユニキャ
ストルートを作成することができます (そのルートではネットワークを使⽤できません)。XG
Firewall はこうしたルートを保存します。指定したゲートウェイのネットワークの IP アドレ
スをインターフェースに割り当てると、ルートが⾃動的に有効になります。

ディスタンス ルーティングのディスタンスを指定します:
• IPv4 の場合
• IPv6 の場合

3. 「保存」をクリックします。
ユニキャストルートが作成され、「スタティックルーティング」ページに表⽰されます。
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18.1.3 マルチキャストルートの追加
1. 「ルーティング」 > 「スタティックルーティング」に移動して、「マルチキャストルートの管

理」で「追加」をクリックします。
2. 「マルチキャストルート」の詳細を⼊⼒します。

送信元 IPv4 アドレス 送信元 IPv4 アドレスを指定します。
送信元インターフェース ドロップダウンリストから送信元インター

フェースを選択します。
マルチキャスト IPv4 アドレス マルチキャスト IPv4 アドレスを指定します。

例: (224.0.2.0 - 239.255.255.255)
宛先インターフェース 利⽤可能なオプションから宛先インターフェー

スを選択します。宛先インターフェースを 1 つ
以上選択できます。

3. 「保存」をクリックします。

18.2 ポリシールーティング
通常、ルーターはルーティングテーブルで利⽤可能な情報に基づいてパケットを宛先アドレスに
転送します。ポリシールーティングを使⽤して、管理者により構成されたポリシーに基づいてルー
ティングの決定を⾏うことができます。
送信元ネットワーク、宛先ネットワーク、サービスなどの異なる条件に基づいてパケットを選択的
に転送できます。パケットがポリシールーティングで定義された条件に⼀致する場合、パケットは
ポリシーで構成されたゲートウェイに転送されます。
プライマリおよび/またはバックアップゲートウェイが構成されている場合、ファイアウォールルー
ルはポリシールートの決定をオーバーライドすることができます。
ポリシールーティングのメリットは次のとおりです。
• 異なる送信元ネットワークから同じ宛先に送信されるパケットは、別々のネットワークにルー

トできます。
• 別のインターネット接続を使⽤して、⾼帯域幅を必要とするトラフィックを配布できます。
• フェールオーバー/フェールバックに達するためのポリシーを導⼊できます。例: 2 つのリンク

MPLS および VPN があると仮定します。MPLS リンクが失敗した場合、VPN リンクのポリシー
に⼀致するご利⽤のトラフィックをルートできます。MPLS リンクが起動すると、トラフィック
は MPLS リンクにフェールバックできます。

注
デバイスファームウェアが SF-OS v16 にアップグレードされると、送信元ルートはポリ
シールートとして移⾏されます。

18.2.1 ポリシールートの管理

このページには、構成されたすべての IPv4 および IPv6 ポリシールートのリストが表⽰されま
す。
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ポリシールートを並べ替えることもできます。処理の順序を変えるには､ポリシールートをドラッグ
アンド ドロップで並べ替えます｡ポリシールートは「管理」ページに表⽰されるリストの上から下
の順序で評価されます。最初の⼀致が検出されると、後続のポリシーは評価されません。
このページには、ポリシールートで構成されたゲートウェイの起動

または停⽌

の状態が表⽰されます。

18.2.2 ポリシールートの追加

1. 「ルーティング」 > 「ポリシールーティング」の順にアクセスして、「IPv4/IPv6 ポリシー
ルート」セクションで「追加」をクリックします。

2. 「ポリシールート」の詳細を指定します。

名前 ポリシールートの名前を指定します。
説明 ポリシールートの説明を指定します。
3. 「トラフィックセレクタ」の詳細を指定します。

受信インタ-フェース パケットを受け取る受信インターフェースを選
択します。

注
受信インターフェースを削除すると、そ
のインターフェース⽤に定義したポリシー
ルートも削除されます。

送信元ネットワーク ルートするパケットの送信元ネットワークを
選択します。新しいネットワークホストはこの
ページから直接作成できます。または、「ホス
トとサービス」からも作成できます。

宛先ネットワーク ルートするパケットの宛先ネットワークを選択
します。新しいネットワークホストはこのペー
ジから直接作成できます。または、「ホストと
サービス」からも作成できます。

サービス ルートするパケットのサービスを選択しま
す。これらのサービスでは、処理するトラ
フィックを明確に指定できます。新しいサー
ビス / サービスグループはこのページから直
接作成できます。または、「ホストとサービ
ス」からも作成できます。

DSCP マーキング 指定された DSCP 値 (p. 70) でマークされた
パケットと⼀致させるために、DSCP マーキ
ングの種類を選択します。

4. 「ルーティング」の詳細を指定します。

ゲートウェイ 構成された⼀致条件を満たすパケットを転送す
るゲートウェイを選択します。
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注
• ゲートウェイを削除すると、そのゲー

トウェイ⽤に定義したポリシールート
も削除されます。

• ゲートウェイが停⽌すると、ポリシー
ルートは適⽤されなくなります。ゲー
トウェイが再び起動すると、そのゲート
ウェイを経由してトラフィックが⾃動的
にルートされるようになります。

5. 「保存」をクリックします。

18.3 ゲートウェイ
「ゲートウェイ」ページには、設定済みの IPv4 と IPv6 ゲートウェ
イのリストが表⽰されます。このページには、各ゲートウェイの起動

または停⽌

の状態が表⽰されます。ゲートウェイの追加/削除/クローン作成、ゲートウェイパラメータ/状態の
変更、ゲートウェイ正常性チェックの有効化を⾏うことができます。

18.3.1 ゲートウェイの追加

1. ルーティング > ゲートウェイにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 「ゲートウェイ」の詳細を⼊⼒します。

名前 ゲートウェイの名前を⼊⼒します。
ゲートウェイ IP ゲートウェイの IP アドレスを⼊⼒します。
インターフェース ゲートウェイの送信インターフェースを選択し

ます。
デフォルトの NAT ポリシー ゲートウェイに使⽤されるデフォルトの NAT

ポリシーを選択します。
NAT をゲートウェイに適⽤しない場合は「な
し」を選択します。

3. 「正常性チェック」の詳細を⼊⼒します。

正常性チェック クリックしてゲートウェイ監視の正常性チェッ
クを有効にし、以下の説明に基づいてパラメー
タを指定します。

間隔 (秒) 正常性の監視時間の間隔を秒単位で指定しま
す。
許容可能な範囲: 5〜65535 秒
デフォルト: 60 秒
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タイムアウト (秒) ゲートウェイの応答時間の間隔を秒単位で指定
します。
許容可能な範囲: 1〜10 秒
デフォルト: 2 秒

試⾏回数 ゲートウェイが到達不可能と宣⾔された後に、
ゲートウェイ正常性のプローブを試⾏する回数
を指定します。
許容可能な範囲: 1〜10
デフォルト: 3

メール通知 有効にして、ゲートウェイの状態の変更に関
するメール通知を受信します。

注
警告メールを送受信するには、「メール
サーバーの通知設定」を指定する必要があ
ります。

監視条件 プロトコル:ドロップダウンリストか
ら、TCPまたはPING (ICMP) のような通信プ
ロトコルを選択します。ゲートウェイ正常性の
ためにテストするサービスに基づいて、プロト
コルを選択します。
ポート: TCP 通信の場合、通信のポート数を指
定します。
IP アドレス︓永続的に実⾏するまたは最も信
頼性の⾼いコンピュータ/ネットワークデバイ
スの IP アドレスを指定します。
演算⼦:
• および - ゲートウェイがアライブと⾒なさ

れるには、すべての条件を満たす必要があ
ります。

• または - ゲートウェイがアライブと⾒なさ
れるには、少なくとも 1 つの条件を満たす
必要があります。

プロトコルの要求は指定された IP アドレス
に送信されます。IP アドレスがタイムアウト
の間隔内に要求に応答しない場合、指定され
た回数だけ試⾏されます。それでも IP アドレ
スが要求に応答しない場合、デバイスはその
IP アドレスを到達不可能と⾒なします。

18.4 BGP
このページでは、BGP ルートを管理できます。
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Border Gateway Protocol (BGP) とはパス情報を含むパスベクターのプロトコルで、⾃律システ
ム (AS) 間のルーティング情報の共有をルーターに許可してループなしのルートを作成します。こ
のプロトコルは⼀般的に ISP により使⽤されます。
AS とは、単⼀の管理エンティティの制御下にあるネットワークまたはルーターの接続されたグ
ループで、共通のルーティングポリシーを共有します。AS を⼀意に識別するために、⼀意の AS 番
号が各 AS に割り当てられます。AS 番号により、近接の⾃律システム間の情報を交換します。⼀意
の AS 番号が必要ない場合は、プライベートの AS 番号を使⽤してください。BGP のプライベート
AS 番号の範囲は 64512〜65535 です。
BGP は、同じルートの複数のソースから受信した複数のアドバタイズの単⼀パスを選択します。パ
スが選択されると BGP はパスを IP ルーティングテーブルに追加し、ネイバーにパスを渡します。

グローバル設定

ルータID BGP のルーター ID を指定します。
例: 12.34.5.66.

ローカル AS ローカルの⾃律システム (AS) 番号を指定しま
す。
許容可能な範囲: 1〜4294967295

ネイバー
ネイバーは TCP 接続が構築されるルーター間にあります。このセクションでは、ネイバーの追加、
更新、または削除を⾏うことができます。

ネットワーク
このセクションには利⽤可能なすべての BGP ネットワークと、関連するネットマスクがリストさ
れています。ネットワークの追加、更新、または削除を⾏うことができます。

18.4.1 BGP ネットワークの追加

このページでは、IPv4 アドレスネットワークとサブネットマスクを指定できます。
1. 「ルーティング」 > 「BGP」に移動して、「ネットワーク」セクションで「追加」をクリックし

ます。
2. ネットワークの IPv4 アドレスを⼊⼒し、リストからサブネットマスクを選択します。
3. 「保存」をクリックします。

18.4.2 ネイバーの追加

このページでは、BGP ネイバーを追加して、ネイバールーターと AS 番号の IPv4 アドレスを指定
することができます。
1. 「ルーティング」 > 「BGP」に移動して、「ネイバー」セクションで「追加」をクリックしま

す。
2. ネイバールーターの IPv4 アドレスを指定します。
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3. ネイバーのリモート匿名システム (AS) 番号を指定します。
許容可能な範囲: 1〜4294967295

4. 「保存」をクリックします。

18.5 OSPF
このページでは、OSPF ルートを管理できます。また、このページではエリア/ネットワーク/インタ
フェース固有の構成を追加、更新、削除することもできます。
Open Shortest Path First (OSPF) とは内部ゲートウェイプロトコルで、ルーティング情報を単⼀
ネットワーク内のすべてのホストにマルチキャストします。ルーターの接続構成に基づいて各ルー
ターまでの最短パスを算出し、ルーティング情報をネットワーク上のすべてのルーターに送信しま
す。
OSPF はネットワーク⼀式をグループ化し、エリアとしてまとまめます。エリアはネットワークの
論理的な区域です。各エリアは個別のデータベースを維持し、その情報は接続ルーターにより要約
されます。したがって、エリアのトポロジーは「外部」としても知られています。エリアには次の
３ 種類があります:
バックボーンエリア
バックボーンエリアは「エリア 0」としても知られており、⾮バックボーンエリア間の情報を配布
します。ネットワーク内のその他すべてのエリアはバックボーンエリアに接続され、バックボーン
エリアおよび関連するエリアに接続されたルーターを使⽤してエリア間でルーティングが⾏われま
す。
スタブエリア
スタブエリアはルートアドバタイズを受信しないエリアで、⾃律システム (AS) の外部になりま
す。これは、共通のネットワークオペレーターにあるネットワークの集まりで、同じルーティング
ポリシーを共有します。
NSSA
準スタブエリア (NSSA) とはスタブエリアの種類で、制限された量の AS 外部ルートをインポート
することができます。
エリアボーダールーター
エリアボーダールーター (ABR) とは、エリアをバックボーンネットワークに接続し、接続されてい
る各エリアの個別のルーティング情報を維持するルーターです。エリアボーダールーターは、バッ
クボーンエリアに少なくとも 1 つのインタフェースを含む 1 つ以上のエリア内でインタフェースを
所有します。

グローバル設定

ルータID ⼀意のルーター ID を指定します。
例: 12.34.5.66.

詳細設定

デフォルトメトリック 再配布したルートに使⽤するデフォルトメトリッ
ク値を指定します。
メトリックは、特定のルートを選択するかどうか
を決定するためにルーティングプロトコルが使⽤
する値を含むプロパティです。
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デフォルト: 1
許容可能な範囲: 1〜16777214

ABR の種類 エリアボーダールーター (ABR) の種類を選択し
ます。
利⽤可能なオプション:
• 標準
• CISCO
• IBM
• ショートカット

⾃動コスト参照の帯域幅 (メガビット/秒) OSPF インタフェースコストを帯域幅に基づいて
算出するためのコスト参照を指定します。
デフォルト: 100 メガビット/秒
許容可能な範囲: 1〜4294967

デフォルト情報の送信元 デフォルトルートの配布を制御するためのオプ
ションを選択します。
利⽤可能なオプション:
• しない
• 標準 – 「標準」を選択し、メトリックを提供

してメトリックの種類を選択します。
• 常時 – 「常時」を選択し、メトリックを提供

してメトリックの種類を選択します。
デフォルトでは「なし」に設定されています。

直接接続の再配布 クリックして、OSPF ルーティングテーブル内に
ある接続済みルートの再配布を有効にします。
接続済みルートの再配布のメトリックおよびメト
リックの種類を指定します。
許容可能な範囲: 0〜16777214
メトリックの種類: 外部の種類 1 または外部の種
類 2

スタティックの再配布 クリックして、OSPF ルーティングテーブル内に
あるスタティックルートの再配布を有効にしま
す。
スタティックルートの再配布のメトリックおよび
メトリックの種類を指定します。
許容可能な範囲: 0〜16777214
メトリックの種類: 外部の種類 1 または外部の種
類 2

RIP の再配布 クリックして、OSPF ルーティングテーブル内に
ある OSPF ルートの再配布を有効にします。
RIP ルートの再配布のメトリックおよびメトリッ
クの種類を指定します。
許容可能な範囲: 0〜16777214
メトリックの種類: 外部の種類 1 または外部の種
類 2
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BGP の再配布 クリックして、OSPF ルーティングテーブル内に
ある BGP ルートの再配布を有効にします。
BGP ルートの再配布のメトリックおよびメト
リックの種類を指定します。
許容可能な範囲: 0〜16777214
メトリックの種類: 外部の種類 1 または外部の種
類 2

「適⽤」をクリックします。
ネットワークとエリア
ネットワーク
このセクションには、利⽤可能なすべての OSPF ネットワーク、関連するネットマスク、所属する
エリアがリストされます。
エリア
このセクションには利⽤可能なすべての OSPF エリアがリストされ、OSPF エリアの種類、認証の
種類、エリアのコスト、利⽤可能な場合は仮想リンクが指定されています。

インターフェース設定の上書き
このセクションからインタフェースの構成を管理することができます。

18.5.1 OSPF エリアの追加
1. 「ルーティング」 > 「OSPF」に移動して、「エリア」セクションで「追加」をクリックしま

す。
2. OSPF エリアの詳細を⼊⼒します。

エリア エリアの IP アドレスを指定します。
種類 利⽤可能なオプションから OSPF エリアの種類

を選択します。
利⽤可能なオプション:ノーマルスタブ スタブ
サマリーなしNSSANSSA サマリーなし

仮想リンク (エリアの種類に「ノーマル」が選
択されている場合にのみ利⽤可能)

バックボーンエリアに接続するための物理接続
がないエリアの仮想リンクを指定します。

をクリックして、仮想リンクを追加してくださ
い。

認証 利⽤可能なオプションから認証の種類を選択し
ます。
利⽤可能なオプション:テキストMD5

エリアのコスト (エリアの種類に「ノーマ
ル」が選択されている場合にのみ利⽤不可)

エリアのコストを指定します。
許容可能な範囲: 0〜16777215

3. 「保存」をクリックします。
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18.5.2 OSPF ネットワークの追加

1. 「ルーティング」 > 「OSPF」に移動して、「ネットワーク」セクションで「追加」をクリック
します。

2. ネットワークの IPv4 アドレスを⼊⼒し、リストからサブネットマスクを選択します。
3. OSPF エリアを⼊⼒します。
4. 「保存」をクリックします。

18.5.3 インターフェース設定の上書き

このページでは、 OSPF のデフォルトのインターフェース構成をオーバーライドできます。
1. 「ルーティング」 > 「OSPF」に移動して、「インターフェース構成のオーバーライド」セク

ションで「インターフェースの選択」をクリックします。
2. インターフェース構成の詳細を⼊⼒します。

インターフェース OSPF ⽤に構成するインターフェースを選択し
ます。

Hello 間隔 インターフェースが Hello パケットをネイバー
ルーターに送信する前の時間の間隔を指定しま
す。
デフォルト: 10 秒
許容可能な範囲: 1〜65353 秒

Dead 間隔 インターフェースがデッドと宣⾔される前の時
間の間隔を指定します。
デフォルト: 40 秒
許容可能な範囲: 1〜65353 秒

再転送間隔 リンク状態アドバタイズ (LSA) をインター
フェースのネイバーに再転送する時間の間隔を
指定します。
デフォルト: 5 秒
許容可能な範囲: 3〜65353 秒

転送遅延 リンク状態アップデートパケットをインター
フェースに転送するために必要な時間を秒単位
で指定します。
デフォルト: 1 秒
許容可能な範囲: 1〜65353 秒

インターフェースコスト インターフェースのコストを指定します。
「⾃動」を選択してインターフェースのコスト
を⾃動的に提供するか、⼿動で指定することが
できます。
許容可能な範囲: 1〜65353 秒

認証 OSPF パケットを認証するために認証の種類を
選択します。
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利⽤可能なオプション:テキスト - 「テキス
ト」を選択している場合は、認証パスワードを
提供します。 MD5 - 「MD5」を選択してい
る場合は、キー ID およびキーを提供します。
キー ID は 0〜255 の範囲で指定できます。

ルーター優先度 ルーター優先度を指定します。
デフォルト: 1
許容可能な範囲: 0〜255

3. 「保存」をクリックします。

18.6 情報
管理者は、RIP、OSPF、BGP、PIM-SM プロトコルを使⽤して設定したいずれかのダイナミック
ルートの様々な情報や状態を表⽰できます。このダイナミックルート情報の概要は、今後構成およ
び/またはデバッグを⾏う際に役⽴ちます。

RIP

ルート RIP プロトコルを使⽤して構成されたインター
フェースの全体的なルーティング構成情報と
ルーティングテーブルを表⽰します。

スタータス RIP ルーティングプロトコルのプロセスパラ
メータと統計を表⽰します。

表 21 : ルート

コードとサブコード 宛先ルーティング情報の取得⽅法を表⽰します。

コード R – RIP、C – 接続済み、S – スタティック、O –
OSPF、B – BGP、K – カーネルルート。

サブコード (n) – ノーマル、(s) – スタティック、(d) – デフォル
ト、(r) – 再配布、(i) – インターフェース

ネットワーク IP アドレスと宛先のサブネットマスクを指定します。

ネクストホップ ネクストホップのルーティングデバイスの IP アドレ
スを指定します。

メトリック 最終的な宛先に到達するまでにパケットが経由しなけ
ればならないルーティングデバイス数 (ホップ数) を指
定します。

FROM 宛先に到達するために算出されるメトリックからの
ルーター (ルーターの IP アドレス) を⽰します。直接
接続されている場合は「セルフ」と表⽰されます。

タグ 内部ルート (RIP により設定済み) と ERP (External
Gateway Protocol) プロトコルから設定された外部
ルートの識別⽅法を⽰します。「0」はルートにタグ
が接続されていないことを⽰します。

時間 RIP テーブルからルーティングエントリがフラッシュ
された後の経過時間を⽰します。
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表 22 : ステータス

ルーティングプロトコルは「rip」です 使⽤したルーティングプロトコルを⽰します。

アップデートの送信 アップデート送信間隔の時間を⽰します。

次の期限 次のアップデート送信期限を指定します。

次の操作後のタイムアウト RIP ルートが無効と宣⾔されてルーティングテーブル
から削除されてからガベージコレクション時間の有効
期限が切れるまでの、RIP ルートのタイムアウト間隔
を⽰します。

ガベージコレクション ルートメトリックが「16」に設定されている期間を
⽰します。ガベージコレクションタイマーの有効期
限前にルートのアップデートを受信していない場合、
「16」のメトリックを含むルートがルーティングテー
ブルから削除されます。

送信⽤アップデート 送信⽤フィルタリングリストが設定されているかどう
かを⽰します。

受信⽤アップデート 受信⽤フィルタリングリストが設定されているかどう
かを⽰します。

デフォルトの再配布メトリック 他のルートから再配布されたルートのメトリック。

再配布 他のプロトコルの再配布についての情報を⽰します。

デフォルトバージョンの制御 送受信した RIP パケットのバージョンを⽰します。

インターフェース RIP 対応のルーティングインターフェースを表⽰しま
す。

送信 ルーティングインターフェースに送信した RIP パケッ
トのバージョンを表⽰します。バージョンは次のいず
れかです: RIP1、RIP2

Recv ルーティングインターフェース上で受信した RIP パ
ケットのバージョンを表⽰します。バージョンは次の
いずれかです: RIP1、RIP2、両⽅

キーチェーン 構成されている場合は、インターフェースの認証キー
チェーン名を表⽰します。

ネットワークのルーティング ルーティングプロセスが現在挿⼊しているルートの
ネットワークを表⽰します。

ルーティング情報のソース ルーティングテーブルの構築に使⽤するルーティング
ソースを表⽰します。各ソースには次の情報が表⽰さ
れます。
• ゲートウェイ: ネクストホップのルーティングデ

バイスの IP アドレスを⽰します。
• 不良パケットルーターにより受信した不良パケッ

トの数を⽰します。
• 不良ルートルーターからの無効なルートの数を⽰

します。
• ディスタンスの最終更新アドミニストレーティブ

ディスタンスが最終更新された時刻を⽰します。
• ディスタンス: アドミニストレーティブディスタ

ンスを⽰します。ディスタンスは、デフォルトで
「120」と表⽰されています。
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OSPF

ボーダールーター ABR (Area Border Router) および ASBR
(Autonomous System Boundary Router) への
内部 OSPF ルーティングテーブルのエントリにつ
いての情報が表⽰されます。

ルート 内部 OSPF ルーティングテーブルのエントリにつ
いての情報を表⽰します。

データベース データベースは、特定ルーターの OSPF データ
ベースサマリーに関連する情報のリストを表⽰し
ます。各リンク状態データベースには、ルーター
が接続されているエリア全体からのリンク状態ア
ドバタイズが含まれています。

ネイバー (ARP-NDP) ピアインターフェース関係に基づくネイバー情報
を提供します。

インターフェース OSPF インターフェース情報を表⽰します。

表 23 : ボーダールーター

R ルートが特定のボーダールーターに提供した情報を⽰
します。

ネットワークの IP アドレス 宛先のルーター ID を⽰します。

メトリック 最終的な宛先に到達するためのコストを指定します。

エリア 送信⽤インターフェースのエリア識別⼦を⽰します。

ネクストホップ ネクストホップのルーティングデバイスの管理 IP ア
ドレスを指定します。

送信⽤インターフェース 宛先に到達する送信⽤インターフェースの名前と IP
アドレスを⽰します。

表 24 : ルート

N ネットワーク⽤に提供されている情報を⽰します。

ネットワークの IP アドレス 宛先のルーター ID を⽰します。

メトリック 最終的な宛先に到達するためのコストを指定します。

エリア 送信⽤インターフェースのエリア識別⼦を⽰します。

ネクストホップ ネクストホップのルーティングデバイスの管理 IP ア
ドレスを指定します。

直接接続済み ネットワークがインターフェースに直接接続されてい
ることを⽰します。

送信⽤インターフェース 宛先に到達する送信⽤インターフェースの名前と IP
アドレスを⽰します。
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表 25 : データベース

リンク ID ルートを設定するルーターを使⽤するリンク状態アド
バタイズの ID を⽰します。⾔い換えると、リンク状
態アドバタイズはルーター、リンク状態 ID ルーター
の OSPF ルーター ID を説明します。

ネットワークを説明するリンク状態アドバタイ
ズは、次のいずれかのリンク状態 ID 形式を使
⽤できます: ネットワークの IP アドレスまたは
リンク状態 ID を使⽤して⽣成されたアドレス

ADV ルーター 宛先のアドタイズルーター ID を⽰します。

期間 LSA が⽣成されてからの時間を秒単位で⽰します。

Seq# リンク状態のシーケンス番号 (古いまたは重複したリ
ンク状態アドバタイズを検出します)。

CkSum リンク状態アドバタイズの完全なコンテンツのチェッ
クサムです。

リンク数 ルーター向けに検出されたインターフェース数です。

ネットリンク状態 DR (専⽤ルーター) により送信された ネットワーク
LSA についての情報を提供します。

ルーターリンク状態 各ルーターにより送信されたルーター LSA についての
情報を提供します。

ネットリンク状態のサマリー ABR により送信されたサマリー LSA についての情報
を⽰します。

表 26 : ネイバー

ネイバー ID ネイバールーターの ID を⽰します。

Pri そのネイバーに割り当てられたルーターの優先度を⽰
します。
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State (状態) ネイバーが作成されてからのルーターとネイバー間の
スレッドを表⽰します。次のいずれかの値を持つこと
ができます:
• Down: ネイバーのスレッドの初期状態を⽰しま

す。つまり、ネイバーから最近受信した情報はな
いことを⽰しています。

• Attempt: ⾮ブロードキャストネットワークに追加
されたネイバーにのみ有効です。ネイバーから最
近受信した情報はないことを⽰しています。

• Init: 「アジャセンシー」が双⽅向ではないのに
Hello パケットをネイバーから最近受信している
ことを⽰しています。つまり、双⽅向通信はネイ
バーとまだ構築されていないことになります。

• 2-Way: 双⽅向通信がルーター間で構築されてお
り、Hello メッセージ内にルーター ID が含まれて
いることを⽰しています。双⽅向状態またはそれ
以上では、ネイバーから「DR」および「BDR」が
選択されています。

• ExStart: 2 つのルーターが同期し、どちらのルー
ターがマスターまたはスレーブであるか決定する
ことを⽰しています。

• Exchange: 2 つのルーターがデータベース説明の
パケットを送信して、各リンク状態データベース
を説明することを⽰しています。

• Loading: リンク状態の要求パケットがネイバーに
送信され、検出されているが「交換」状態でまだ
受信されていないアドバタイズをより多く要求し
ていることを⽰しています。

• Full: 両⽅のルーターがすべての関連アドバタイ
ズを完了し、ルーターリンクおよびネイバーリン
クのアドバタイズに表⽰可能なことを⽰していま
す。

• バックアップ: ネイバーがバックアップ専⽤ルー
ターであることを⽰しています。

• デッドタイム: ネイバーが使⽤できないと仮定す
る前に、OSPF ネイバーからの Hello メッセージ
を受信する秒単位の待機時間。

• アドレス: ネイバーを含むルーターのインター
フェースの IP アドレスを指定します。

• インターフェース: ネイバーインターフェースの
IP アドレスを⽰します。

• RXmtL: リンク状態の再転送数を⽰します。
• RqstL: リンク状態のリクエスト数を⽰します。
• DBsmL: リンク状態のサマリー数を⽰します。

表 27 : インターフェース

インターフェース値 物理インターフェースの状態 (稼働中または停⽌中) を
⽰します。

IfIndex インターフェースのインデックス (IfIndex) の値を⽰
します。これはインターフェースに関連する個有の識
別番号です。
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MTU インターフェースの MTU (Maximum Transmission
Unit) 値を⽰します。MTU とは、ネットワークが転送
可能な物理パケットの最⼤サイズ (バイト単位) です。
連結されているネットワークの MTU サイズが異なる
場合、このパラメーターは問題になります。MTU 値よ
りも⼤きなパケットは、送信前に⼩さなパケットに分
けられます (断⽚化)。

BW インターフェースの帯域幅を⽰します。

インターネットアドレス インターフェースの IP アドレスを表⽰します。

ネットワークの種類/IP アドレス ネットワークの種類と IP アドレスを⽰します。

エリア 識別⼦の IP アドレスを⽰します。

MTU 不⼀致検出 MTU 不⼀致検出が有効または無効になっていることを
⽰します。有効になっている場合は、ネイバーシップ
構築に参加している両⽅のインターフェースの MTU
に⼀致します。

ルータID OSPF プロセスの開始時に選択した OSPF ルーターの
識別番号を⽰します。ルーター ID は OSPF ドメイン
内で固有で、OSPF を再起動または⼿動変更しない限
り同じままです。

ネットワークの種類 OSPF インターフェースが接続されているネットワー
クの種類を⽰しています。ネットワークは次のいずれ
かの種類に指定できます:
• ポイントツーポイント: ポイントツーポイント

ネットワークは 2 つのルーターのみに接続できま
す。

• ポイントツーマルチポイント (⾮ブロードキャス
ト): ポイントツーマルチポイントネットワーク
は、1 つのルーターと他のいくつかのルーターを
接続します。

• ブロードキャスト: ブロードキャストをサポート
するネットワークを⽰します。ブロードキャス
トネットワークでは、ルーターが送信した単⼀パ
ケット (ブロードキャスト) はネットワーク内のす
べてのルーターにより受信されます。

• NBMA (Non Broadcast Multiple Access): ネッ
トワークはブロードキャストまたはマルチキャス
トを⾏う機能がないことを⽰しています。複数の
アクセスネットワーク内にあるモデル X.25 とフ
レームリレー環境の精度を⾼めるために使⽤され
ます。

コスト OSPF メトリックを表⽰します。次の式で算出されま
す: 108/帯域幅 (ビット毎秒 [bps])
• 「10 8」の部分は参照バンド幅
• 「帯域幅」の部分は bps 単位でのインターフェー

ス帯域幅

転送遅延 リンク経由で LSA (Link State Advertisement) をフ
ラッドする前に、OSPF ルーターが待機する秒単位の
時間を⽰しています。LSA に転送する前に、リンク状
態期間はこの値ごとに増加します。転送遅延のデフォ
ルト値は 1 秒です。
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State (状態) 指定されたインターフェースの現在の状態を⽰しま
す。状態は次のいずれかに指定できます:
• DR: ルーターはネットワーク上の専⽤ルーター

(DR) です。
• BDR: ルーターはネットワーク上のバックアップ

専⽤ルーター (BDR) です。
• DROTHER: ルーターはネットワーク上の DR でも

BDR でもなく、DR および BDR のみとアジャセ
ンシーを構築します。

• 待機中: インターフェースルーターはリンク状態
を「DR」と通知するために待機しています。

注
⾮ブロードキャストのマルチアクセスネット
ワークの場合、この状態はノーマルです。

• ポイントツーポイント: ポイントツーポイント状
態のインターフェースは完全に機能し、すべての
ネイバーとの Hello パケットの交換を開始しま
す。

• ポイントツーマルチポイント: OSPF のポイント
ツーマルチポイントになるインターフェースを⽰
します。

優先度 インターフェースルーターの優先度を⽰します。イ
ンターフェースが接続されているネットワーク上で、
「DR」や「BDR」の選択をサポートします。

デフォルト: 1

注
優先度の値が「0」のルーターを DR/BDR
に選択することはできません。

専⽤ルーター ID 各ネットワークの DR ルーター ID を⽰します。

バックアップ専⽤ルーター ID 各ネットワークの BDR ルーター ID を⽰します。

保存された ネットワーク-LSA シーケンス番号 ネットワークのリンク状態シーケンス番号を⽰しま
す。SPF (Shortest Path First) の算出に使⽤できま
す。

マルチキャストグループのメンバーシップ ルーターがメンバーのマルチキャストグループを⽰し
ます。
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構成された時間の間隔 次の OSPF タイマーの値を表⽰します:
• Hello: ルーターが Hello パケットを送信する秒単

位での時間の間隔。
• Dead (デッド): ネイバーが使⽤できない状態に

あると宣⾔するまでの待機時間を秒単位で⽰しま
す。

• 待機: インターフェースが待機期間を終了し、
ネットワーク上で「DR」を選択する時間の間隔を
表⽰します。

• 再送信: データベースの説明 (DBD) パケットが以
前に認識されていない場合、このパケットを再送
信するまでの待機時間を表⽰します。

• Hello の期限: 次の Hello パケットの送信期限を指
定します。

• ネイバー数: インターフェース上で検出されたネ
イバー数の合計を⽰します。

• 隣接ネイバー数: インターフェースに完全に隣接
している隣接ネイバー数の合計を⽰します。

BGP

ネイバー (ARP-NDP) BGP とピア接続についての情報、そのピアへの/
からアドバタイズされているルート数/ネイバー
数を表⽰します。

ルート BGP プロトコルを使⽤して構成されたインター
フェースの全体的なルーティング構成情報とルー
ティングテーブルを表⽰します。

サマリー BGP ネイバーへのすべての接続のパス、プレ
フィックス、属性情報のような、すべての BGP
接続状態の詳細を表⽰します。

表 28 : ネイバー

BGP ネイバー BGP ネイバーの IP アドレスを⽰します。

リモート AS ネイバールーターの AS 番号を⽰します。

ローカル AS 構成されたローカル AS (Autonomous Systems) の
値を⽰します。

内部/外部リンク 内部 BGP (iBGP) ネイバーの内部リンクと、外部 BGP
(eBGP) の外部リンクを表⽰します。

BGP バージョン リモートルーターとの通信に使⽤する BGP バージョ
ンを⽰します。

リモートルーター ID ネイバールーターのルーター ID を⽰します。

BGP 状態 FSM (Finite State Machine) の段階を⽰します。BGP
ルーティングエンジンが⾏うべき操作と、セッション
のネゴシエーション時期を説明します。

最終読み取り BGP ルーターがネイバーからメッセージを最後に受信
した時刻を表⽰します。時刻は「時時:分分:秒秒」の
形式で表⽰されます。
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ホールド時間 ネイバーからメッセージを受信せずに、BGP がネイ
バーとのセッションを維持する時間を秒単位で表⽰し
ます。

キープアライブ間隔 BGP ルーターがキープアライブメッセージをネイバー
に送信する頻度の時間の間隔を秒単位で表⽰します。

メッセージの統計 メッセージの種類別に分類された統計を表⽰します。
• InQ: キュー内にあるメッセージ数、ネイバーか

らの処理を保留にしているメッセージ数を⽰しま
す。

• OutQ: キュー内にあるメッセージ数、ネイバー
への送信を保留にしているメッセージ数を⽰しま
す。

• 送信⽇時: ネイバーに送信したメッセージ数を⽰
します。

• 受信済み: ネイバーから受信したメッセージの数
を⽰します。

• 開封: 送受信した開封メッセージ数の合計を⽰し
ます。

• 通知: 送受信したエラー通知のメッセージ数の合
計を⽰します。

• アップデート版: 送受信した更新メッセージ数の
合計を⽰します。

• キープアライブ: 送受信したキープアライブメッ
セージ数の合計を⽰します。

• ルートの更新: 送受信したルート更新メッセージ
数の合計を⽰します。

• 機能: ネイバーからアドバタイズおよび受信した
BGP 機能数の合計を⽰します。

• 合計: 送受信したメッセージ数の合計を⽰しま
す。

アドバタイズ実⾏間隔の最⼩時間 送信したアドバタイズ間の時間を秒単位で表⽰しま
す。

アドレスファミリー⽤ IP アドレスファミリーを⽰します。

このネイバーに送信されたコミュニティ属性 BGP コミュニティの数値を⽰します。属性のフィル
タまたは変更の決定に基づき、この数値は特定のプレ
フィックスに割り当てられ、ネイバーにアドバタイズ
されます。

承認済みのプレフィックス BGP ピアセッション内で参加可能な承諾されたプレ
フィックス数を⽰します。

構成された接続 TCP および BGP 接続が正常に構築された回数を⽰し
ます。

破棄数 有効なセッションにエラーが⽣じた回数またはテイク
ダウンされた回数を⽰します。

最終リセット ネイバーと前回構築したセッションが終了してからの
時間を表⽰します。

ローカルホストおよびローカルポート ローカル BGP ルーターの IP アドレスとポート数を表
⽰します。

外部ホストおよび外部ポート ネイバーと BGP 宛先ポート番号の IP アドレスを表⽰
します。
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ネクストホップ ネクストホップのルーティングデバイスの管理 IP ア
ドレスを⽰します。

次の接続タイマー期限 次の Hello パケットの BGP ネイバーへの送信期限を
指定します。

読み取りスレッド 読み取りスレッドが,またはオフになっていることを⽰
します。

書き込みスレッド 書き込みスレッドが,またはオフになっていることを⽰
します。

表 29 : ルート

BGP テーブルバージョン テーブルバージョン番号を⽰します。BGP テーブル内
で変更を加えると、バージョン番号が更新されます。

ローカルルーター ID ルーターの IP アドレスを⽰します。

状態のコードと元のコード 宛先ルーティング情報の取得⽅法を表⽰します。

状態のコード: 状態のコードはテーブルエント
リの状態を⽰し、テープル内の各⾏の冒頭に
表⽰されます。状態のコード値は次のいずれ
かに指定できます: s – 抑制済み、d – ダンプ
済み、h – 履歴、* – 有効、> – 最適、i – 内
部、r – RIB (Routing Information Base) エ
ラー、S – 状態、R – 削除済み
元のコード: 元のコードはエントリの起源を⽰
し、テープル内の各⾏の末尾に表⽰されます。
元のコード値は次のいずれかに指定できます: i
– IGP (Interior Gateway Protocol)、e – EGP
(Exterior Gateway Protocol)、? – 未完了/明
確ではないパス

ネットワーク IP アドレスと宛先のサブネットマスクを⽰します。

ネクストホップ ネクストホップのルーティングデバイスの管理 IP ア
ドレスを⽰します。「0.0.0.0」は、ルーターにネット
ワークへの⾮ BGP ルートが含まれていることを⽰し
ています。

メトリック 内部の⾃律システムメトリックの値を⽰します。

LocPrf ローカルプリファレンス値を⽰します。ローカルプ
リファレンスとは、AS (Autonomous System) が別
の AS に到達するために取得するパスを変更する⽅法
の 1 つです。ローカルプリファレンス値はローカルプ
リファレンスを持つパスを AS に⽰し、最も⾼いプリ
ファレンスを持つものが優先されます。

加重 ⾃律システムフィルタ経由で設定されているルート加
重を⽰します。特定の IP アドレスに 1 つ以上のパス
が存在する場合は、最も⾼い重量のパスが選択されま
す。

パス 宛先ネットワークへの⾃律システムパスを⽰します。

プレフィックス数の合計 プレフィックス数/ネットワーク数の合計を⽰します。

表 30 : サマリー

BGP ルーター識別⼦ BGP ルーターのルーター ID を⽰します。
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ローカル AS 番号 このルーターが所属するローカルの⾃律システム番号
を⽰します。

RIB エントリ RIB 内のルーティング情報エントリ番号を⽰します。

メモリ RIB エントリが使⽤するメモリを⽰します。

ピア 接続が構成されるネイバー数を⽰します。

メモリ ネイバーエントリが使⽤するメモリを⽰します。

ネイバー ネイバーの IP アドレスを⽰します。

V ネイバーに提供された BGP バージョン番号を⽰しま
す。

LocPrf ローカルプリファレンス値を⽰します。ローカルプ
リファレンスとは、AS (Autonomous System) が別
の AS に到達するために取得するパスを変更する⽅法
の 1 つです。ローカルプリファレンス値はローカルプ
リファレンスを持つパスを AS に⽰し、最も⾼いプリ
ファレンスを持つものが優先されます。

AS ⾃律システム番号を⽰します。

MsgRcvd ネイバーから受信したメッセージの数を⽰します。

MsgSent ネイバーに送信したメッセージ数を⽰します。

TblVer ネイバーに送信された BGP データベースの最新バー
ジョンを⽰します。

InQ キュー内にあるメッセージ数、ネイバーからの処理を
保留にしているメッセージ数を⽰します。

OutQ キュー内にあるメッセージ数、ネイバーへの送信を保
留にしているメッセージ数を⽰します。

Up/Down 構築状態を維持する BGP セッションの合計時間を⽰
します。構築状態にない場合は BGP セッションの現
在の状態を提供します。

State/PfxRcd ネイバーの状態と受信したプレフィックスの番号を⽰
します。

ネイバー数の合計 ネイバー数の合計を⽰します。

PIM-SM

インターフェースのテーブル すべての PIM 対応インターフェースと各イン
ターフェースのネイバー情報を表⽰します。

マルチキャストルートのテーブル 参加したマルチキャストグループの情報を表⽰
します。情報には、送信元アドレス、マルチキャ
ストグループアドレス、パケットを承諾した受信
⽤インターフェース、パケットの送信⽤インター
フェースのリスト、PIM タイマー、フラグビット
などが含まれています。

RP セット グループから RP へのマッピングコレクション
である、RP セット情報を表⽰します。この情報
は、マルチキャストグループの RP を決定するた
めに使⽤され、PIM ルーターにより維持されま
す。
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18.7 アップストリーム プロキシ
貴社が多数の⽀社を抱える場合、アップストリームプロキシはトラフィックを外部ネットワーク/イ
ンターネットにパスする前に内部ネットワークからの要求をまとめることができます。
このページでは、IPv4/IPv6 のアップストリームプロキシを構成することができます。

IPv4 親プロキシ

親プロキシ Web トラフィックがアップストリームゲート
ウェイにより妨害された場合は、クリックして親
プロキシを有効にします。
有効にされている場合、デバイスはすべての
HTTP 要求を親プロキシサーバーに転送します。

ドメイン名/IPv4 アドレス ドメイン名または親プロキシの IPv4 アドレスを
指定します。

ポート 親プロキシに使⽤されるポート番号を指定しま
す。
デフォルト: 3128

ユーザー名 認証のユーザー名を指定します。
パスワード 認証のパスワードを指定します。

「適⽤」をクリックします。

IPv6 親プロキシ

親プロキシ Web トラフィックがアップストリームゲート
ウェイにより妨害された場合は、クリックして親
プロキシを有効にします。
有効にされている場合、デバイスはすべての
HTTP 要求を親プロキシに転送します。

ドメイン名/IPv6 アドレス ドメイン名または親プロキシの IPv6 アドレスを
指定します。

ポート 親プロキシに使⽤されるポート番号を指定しま
す。
デフォルト: 3128

ユーザー名 認証のユーザー名を指定します。
パスワード 認証のパスワードを指定します。

「適⽤」をクリックします。

18.8 マルチキャスト (PIM-SM)
このページでは PIM を構成できます。
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プロトコル⾮依存型マルチキャスト (PIM) とはルーティング IP パケットのプロトコルで、イン
ターネット全体に及ぶマルチキャストグループに効果的です。PIM は、デバイス上でダイナミック
マルチキャストサポートを提供します。ダイナミックマルチキャストサポートを使⽤すると、ホス
トはマルチキャストグループに動的に参加/参加をやめることができます。デバイス上でマルチキャ
ストルーティングエントリを⼿動で追加/削除する必要はありません。

注
デバイスはランデブーポイント (RP) の選択⽅法に BSR (ブートストラップルーター)を使⽤し
て、PIM version2 と PIM-SM モードをサポートします。

PIM-SM 設定

PIM の有効化 PIM を有効にすると、デバイス上でダイナミック
マルチキャストサポートを提供できます。

PIM を有効にしたインターフェース 有効にする必要のある PIM サービス上で、物理
インターフェースを選択します。PIM を有効にす
るには、少なくとも 1 つのインターフェースを
選択してください。

注
• IPv4 バインドインターフェースのみを選

択できます。
• エイリアス、PPPoE、携帯 WAN イン

ターフェースはサポートされていませ
ん。

RP 設定 有効にして、スタティック RP または候補 RP を
構成します。

表 31 : スタティック RP

RP IP スタティック RP のユニキャスト IP アドレスを指定し
ます。RP は追加または削除できます。RP ごとに最⼤
8 つの RP IP アドレスを許可できます。

マルチキャストグループ 特定の RP によってサービスされるマルチキャスト
グループの IP アドレスまたはネットワークアドレス
を、カンマ区切りで指定します。RP ごとに最⼤ 8 つ
のマルチキャストグループアドレスを許可できます。
すべてのマルチキャストグループを定義された RP ご
とに提供するには、「マルチキャストグループリス
ト」で * を使⽤します。

表 32 : 候補 RP

候補 RP IP ルーターが候補 RP として選択されている場合は、RP
IP として使⽤されるインターフェース IP を選択しま
す。
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マルチキャストグループリスト 所定の RP として提供されるマルチキャストグループ
IP アドレスまたはネットワークアドレスをカンマ区
切りで指定してください。最⼤ 8 つのマルチキャスト
グループ IP アドレス/ネットワークアドレスが許可さ
れています。すべてのマルチキャストグループを選択
された RP ごとに提供するには、「マルチキャストグ
ループリスト」で * を使⽤します。

候補 RP の優先度 RP 選出プロセスで、PIM ルーターの優先度を指定し
ます。デフォルト: 1.許容可能な範囲: 1〜255.

タイマー RP 候補メッセージが⽣成されるまでの各指定時間を
秒単位で指定します。デフォルト: 60 秒許容可能な範
囲: 30〜180 秒

18.9 RIP
このページでは、RIP ルートを管理できます。また、このページではネットワーク/インターフェー
ス固有の構成を追加、更新、削除することもできます。
ルーティング情報プロトコル (RIP) とは、宛先への最適なルートを決定するためにホップ数を使
う、広範に使⽤されるルーティングプロトコルです。
RIP は送信元および宛先間でホップ数を制限することで、ルーティングループが無限に続⾏するこ
とを防⽌します。サポートされている最⼤ホップ数は 15 です。したがって、ホップ数が 16 の場
合、これは無限ディスタンスとなり、到達不可能として考慮されます。
RIP プロトコルのサポートにより、デバイスはルーティングのアップデートメッセージを標準間
隔で次のルーターに送信します。次のルーターが変更を受信すると、このルーターはルーティング
テーブル内で変更を更新します。また、パスのメトリック値が 1 つ増加します。メッセージの送信
者は次のホップとして考慮されます。デバイスは宛先への最⼩メトリック値を使⽤して、ルートの
みを維持します。

グローバル設定

デフォルトメトリック 再配布したルートに使⽤するデフォルトメトリッ
ク値を指定します。
メトリックは、どのルートを選択するか決定する
ためにルーティングプロトコルが使⽤する値を含
むプロパティです。
デフォルト: 1
許容可能な範囲: 1〜16

アドミニストレーティブディスタンス アドミニストレーティブディスタンスを指定しま
す。最適なルートを検出するために、ルーターが
使⽤する番号です。
デフォルト: 120
許容可能な範囲: 1〜255

RIP バージョン 受信アップデートの送信に使⽤する RIP バー
ジョンを選択します。
利⽤可能なオプション:
• V2 の送信 & 両⽅の受信
• V1
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• V2

タイマー

変更 2 つの定期ルーティングアップデート間の時間の
間隔を秒単位で指定します。
デフォルト: 30 秒
許容可能な範囲: 5〜2147483647 秒

タイムアウト ルートが無効になる時間を秒単位で指定します。
デフォルト: 180 秒
許容可能な範囲: 5〜2147483647 秒

ガベージ ガベージ時間を指定します。これは、デバイス
がルーティングテーブルからルートを削除する前
に、ルートを到達不可能としてアドバタイズする
までの所要時間です。
デフォルト: 120 秒
許容可能な範囲: 5〜2147483647 秒

デフォルト情報の送信元 有効にして、デフォルトルートの配布を制御しま
す。RIP 対応ネットワークへのデフォルトのルー
トを⽣成/アドバタイズします。
デフォルトでは「無効」に設定されています。

直接接続の再配布 クリックして、RIP ルーティングテーブル内にあ
る接続済みルートの再配布を有効にします。
再配布された接続済みルートのメトリックを指定
します。
許容可能な範囲: 0〜16

スタティックの再配布 クリックして、RIP ルーティングテーブル内にあ
るスタティックルートの再配布を有効にします。
再配布されたスタティックルートのメトリックを
指定します。
許容可能な範囲: 0〜16

OSPF の再配布 クリックして、RIP ルーティングテーブル内にあ
る OSPF ルートの再配布を有効にします。
再配布された OSPF ルートのメトリックを指定し
ます。
許容可能な範囲: 0〜16

BGP の再配布 クリックして、RIP ルーティングテーブル内にあ
る BGP ルートの再配布を有効にします。
再配布された BGP ルートのメトリックを指定し
ます。
許容可能な範囲: 0〜16

「適⽤」をクリックします。
RIP ネットワーク
このセクションには、関連するネットマスクを含む利⽤可能な RIP ネットワークのリストが表⽰さ
れます。
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インターフェース設定の上書き
このセクションからインターフェースの構成を管理することができます。

18.9.1 RIP ネットワークの追加

1. 「ルーティング」 > 「RIP」に移動して、「RIP ネットワーク」セクションで「追加」をクリッ
クします。

2. ネットワークの IPv4 アドレスを⼊⼒し、リストからサブネットマスクを選択します。
3. 「保存」をクリックします。

18.9.2 インターフェース設定の上書き

1. 「ルーティング」 > 「RIP」に移動して、「インターフェース設定の上書き」セクションで「イ
ンターフェースの選択」をクリックします。

2. インターフェース構成の詳細を⼊⼒します。

インターフェース デフォルトの構成をオーバーライドするイン
ターフェースを選択します。

RIP バージョン

送信 ルーティングアップデートの送信に使⽤する
RIP バージョンを選択します。
V1、V2 または V1 および V2 の両⽅を選択で
きます。この選択は、「グローバルの構成」設
定で選択したバージョンをオーバーライドしま
す。
デフォルトでは「V2」に設定されています。

受信 ルーティングアップデートの受信に使⽤する
RIP バージョンを選択します。
V1、V2 または V1 および V2 の両⽅を選択で
きます。この選択は、「グローバルの構成」設
定で選択したバージョンをオーバーライドしま
す。
デフォルトでは「V2」および「V2」に設定さ
れています。

スプリットホライズン 有効にして、ルーティングループを防⽌しま
す。
デフォルトでは「無効」に設定されています。

ポイズンリバース (「⽔平分割」が有効にされ
ている場合にのみ適⽤可能)

有効にして、デバイスが無効になったルートか
らパケットを送信することを防⽌します。
デフォルトでは「無効」に設定されています。

認証 クリックして、RIP パケットの認証を有効にし
ます。
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有効にした場合、RIP パケットを認証するため
のパスワードを提供してください。

パッシブモード 有効にして、インターフェースが RIP アドバタ
イズを送信することを防⽌します。
デフォルトでは「無効」に設定されています。

3. 「保存」をクリックします。



章 19

19 認証
内部のユーザーデータベースまたはサードパーティの認証サービスを使って、認証を設定することが
できます。ユーザーは認証を受けるために、認証クライアントにアクセスできることが前提となりま
す。ただし、クライアントレスユーザーとして追加されたユーザーは、クライアントは不要です。XG
Firewall では、2 要素認証、透過的認証、ゲストユーザーのキャプティブポータル経由でのアクセス
もサポートされています。

関連概念
ライブユーザー (p. 16)
ライブユーザーは現在 XG Firewall にサインしているユーザーです。

19.1 サーバー
外部サーバーを使って、ファイアウォールおよび関連サービスにアクセスしようとするユーザーを認
証します。 ここでは、サーバーを定義する⽅法や、サーバーへのアクセス管理を設定する⽅法を説明
します。
• Active Directory ユーザーグループをインポートするに

は、
をクリックします。

• LDAP サーバー
• Active Directory サーバー
• RADIUS サーバー
• TACACS サーバー
• eDirectory サーバー

関連タスク
サーバーの追加 (p. 389)
認証サーバーを追加するときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するため
の設定を⾏います。

19.1.1 サーバーの追加
認証サーバーを追加するときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するため
の設定を⾏います。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. サーバーの種類を選択して、設定を指定します。

• LDAP サーバー
• Active Directory サーバー
• RADIUS サーバー
• TACACS+ サーバー
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• eDirectory サーバー
4. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
5. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「サービス」に移動し、サービス認証に使⽤するサーバーを選択します。

関連概念
サーバー (p. 389)
外部サーバーを使って、ファイアウォールおよび関連サービスにアクセスしようとするユーザーを認
証します。 ここでは、サーバーを定義する⽅法や、サーバーへのアクセス管理を設定する⽅法を説明
します。

19.1.2 LDAP サーバー
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は X.500 規格に基づいてディレクトリサービスを
クエリ/変更するためのネットワークプロトコルです。この LDAP プロトコルを使⽤して、いくつか
のサービスへのユーザーアクセスを制御します。具体的には、ユーザの属性やグループメンバーシッ
プに基づいてアクセスを許可または拒否します。LDAPS (LDAP over SSL/TLS) もサポートされてい
ます。(LDAPS は、LDAP Secure、SLDAP、Secure LDAP と呼ばれることもあります。また、SSL
は Secure Sockets Layer、TLS は Transport Layer Security の略です。)

全般設定

サーバー IP/ドメイン サーバーの IP アドレスまたはドメイン。
ポート サーバーポート。
バージョン LDAP のバージョン。
匿名のログイン LDAP サーバーへの匿名のログインを許可しま

す。ユーザー名とパスワードを指定して、ユー
ザーをサーバーとバインドするには、この設定を
オフにします。

ユーザー名 サーバーのユーザー名。LDAP 構⽂の DN
(Distinguished Name) で指定します。 例:
uid=root,cn=user。

パスワード サーバーのパスワード。
接続のセキュリティ サーバーの接続セキュリティ。

注
暗号化を使⽤することが推奨されます。

• シンプル ユーザー認証情報を暗号化せずプ
レーンテキストとして送信します。

• SSL/TLS Secure Sockets Layer/Transport
Layer Security により接続を暗号化します。

• STARTTLS 暗号化されていない接続を、接
続プロセスの最中または最後に SSL/TLS に
アップグレードします。デフォルトのポート
が使⽤されます。
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サーバー証明書の検証 安全な接続の使⽤時に、外部サーバーで証明書を
検証します。

クライアント証明書 安全な接続の確⽴に使⽤するクライアント証明
書。

注
クライアント証明書を管理するには、「証明
書」に移動します。

ベース DN サーバーのベース DN (Distinguished Name)。
ベース DN とは、ディレクトリツリーのルートに
対し、ユーザーを指定する基準点です。LDAP 構
⽂の DN (Distinguished Name) で指定します。
例: O=Example,OU=RnD。

ヒント
ディレクトリからベース DN を取得するに
は、「ベース DN の取得」をクリックしま
す。

認証の属性 LDAP ディレクトリ検索の認証の属性。ユーザー
認証の属性は、リモートアクセスサービスなどに
より各ユーザーが⼊⼒を求められるログオン名の
情報を含むものです。

表⽰名の属性 ユーザーに表⽰されるサーバー名。
メールアドレスの属性 ユーザーに表⽰される、構成済みメールアドレス

の別名。
グループ名の属性 構成されているグループ名の別名。この名前が

ユーザーに表⽰されます。
有効期限の属性 ユーザーに表⽰される期限⽇。ユーザーアカウン

トの有効期間を指定します。

関連タスク
LDAP サーバーの追加 (p. 392)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は X.500 規格に基づいてディレクトリサービスを
クエリ/変更するためのネットワークプロトコルです。この LDAP プロトコルを使⽤して、いくつか
のサービスへのユーザーアクセスを制御します。具体的には、ユーザの属性やグループメンバーシッ
プに基づいてアクセスを許可または拒否します。LDAPS (LDAP over SSL/TLS) もサポートされてい
ます。(LDAPS は、LDAP Secure、SLDAP、Secure LDAP と呼ばれることもあります。また、SSL
は Secure Sockets Layer、TLS は Transport Layer Security の略です。) 認証サーバーを追加する
ときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を⾏います。
関連情報
LDAP 認証の設定 (p. 438)
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既存の LDAP ユーザーをファイアウォールに追加することができます。ユーザーを専⽤グループ
に追加することで、これらのユーザー向けのポリシーを指定することができます。グループを追加
し、LDAP サーバー追加し、プライマリ認証⽅法を設定します。

 LDAP サーバーの追加
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は X.500 規格に基づいてディレクトリサービスを
クエリ/変更するためのネットワークプロトコルです。この LDAP プロトコルを使⽤して、いくつか
のサービスへのユーザーアクセスを制御します。具体的には、ユーザの属性やグループメンバーシッ
プに基づいてアクセスを許可または拒否します。LDAPS (LDAP over SSL/TLS) もサポートされてい
ます。(LDAPS は、LDAP Secure、SLDAP、Secure LDAP と呼ばれることもあります。また、SSL
は Secure Sockets Layer、TLS は Transport Layer Security の略です。) 認証サーバーを追加する
ときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を⾏います。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 「サーバーの種類」リストから「LDAP サーバー」を選択します。
3. 名前を⼊⼒します。
4. IP アドレスとポートを⼊⼒します。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

バージョン LDAP のバージョン。

匿名のログイン LDAP サーバーへの匿名のログインを許可しま
す。ユーザー名とパスワードを指定して、ユー
ザーをサーバーとバインドするには、この設定
をオフにします。

ユーザー名 サーバーのユーザー名。LDAP 構⽂の DN
(Distinguished Name) で指定します。 例:
uid=root,cn=user。

パスワード サーバーのパスワード。

接続のセキュリティ サーバーの接続セキュリティ。

注
暗号化を使⽤することが推奨されます。

• シンプル ユーザー認証情報を暗号化せずプ
レーンテキストとして送信します。

• SSL/TLS Secure Sockets Layer/
Transport Layer Security により接続を暗
号化します。

• STARTTLS 暗号化されていない接続を、接
続プロセスの最中または最後に SSL/TLS
にアップグレードします。デフォルトの
ポートが使⽤されます。

サーバー証明書の検証 安全な接続の使⽤時に、外部サーバーで証明書
を検証します。

クライアント証明書 安全な接続の確⽴に使⽤するクライアント証明
書。
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オプション 説明

注
クライアント証明書を管理するには、「証
明書」に移動します。

ベース DN サーバーのベース DN (Distinguished
Name)。ベース DN とは、ディレクト
リツリーのルートに対し、ユーザーを
指定する基準点です。LDAP 構⽂の DN
(Distinguished Name) で指定します。 例:
O=Example,OU=RnD。

ヒント
ディレクトリからベース DN を取得するに
は、「ベース DN の取得」をクリックしま
す。

認証の属性 LDAP ディレクトリ検索の認証の属性。ユー
ザー認証の属性は、リモートアクセスサービス
などにより各ユーザーが⼊⼒を求められるログ
オン名の情報を含むものです。

表⽰名の属性 ユーザーに表⽰されるサーバー名。

メールアドレスの属性 ユーザーに表⽰される、構成済みメールアドレ
スの別名。

グループ名の属性 構成されているグループ名の別名。この名前が
ユーザーに表⽰されます。

有効期限の属性 ユーザーに表⽰される期限⽇。ユーザーアカウ
ントの有効期間を指定します。

6. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
7. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「サービス」に移動し、サービス認証に使⽤するサーバーを選択します。

関連概念
LDAP サーバー (p. 390)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は X.500 規格に基づいてディレクトリサービスを
クエリ/変更するためのネットワークプロトコルです。この LDAP プロトコルを使⽤して、いくつか
のサービスへのユーザーアクセスを制御します。具体的には、ユーザの属性やグループメンバーシッ
プに基づいてアクセスを許可または拒否します。LDAPS (LDAP over SSL/TLS) もサポートされてい
ます。(LDAPS は、LDAP Secure、SLDAP、Secure LDAP と呼ばれることもあります。また、SSL
は Secure Sockets Layer、TLS は Transport Layer Security の略です。)

19.1.3 Active Directory サーバー
Microsoft Active Directory を使うと、Windows ドメインにファイアウォールを登録し、プライマリ
ドメインコントローラ上にそのオブジェクトを作成することができます。その後、ファイアウォール
は Windows ドメインネットワーク上のユーザー情報とリソース情報をクエリできます。
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ヒント
グループのインポートウィザードを使って、Active Directory ユーザーグループをインポー
トすることができます。「認証」 > 「サーバー」に移動して、Active Directory サーバーの

をクリックします。ユーザーが複数のグループに所属している場合は、⼀致した最初のグループ
のポリシーが適⽤されます。

全般設定

サーバー IP/ドメイン サーバーの IP アドレスまたはドメイン。
ポート サーバーポート。
NetBIOS ドメイン サーバーの NetBIOS ドメイン。
ADS ユーザー名 サーバーの管理ユーザー名。
パスワード サーバーの管理ユーザーのパスワード。
接続のセキュリティ サーバーの接続セキュリティ。

注
暗号化を使⽤することが推奨されます。

• シンプル ユーザー認証情報を暗号化せずプ
レーンテキストとして送信します。

• SSL/TLS Secure Sockets Layer/Transport
Layer Security により接続を暗号化します。

• STARTTLS 暗号化されていない接続を、接
続プロセスの最中または最後に SSL/TLS に
アップグレードします。デフォルトのポート
が使⽤されます。

サーバー証明書の検証 安全な接続の使⽤時に、外部サーバーで証明書を
検証します。

表⽰名の属性 ユーザーに表⽰されるサーバー名。
メールアドレスの属性 ユーザーに表⽰される、構成済みメールアドレス

の別名。
ドメイン名 クエリを追加するドメイン名。
検索クエリ サーバーで実⾏するクエリ。

「追加」をクリックし、LDAP クエリを作成
します。詳しくは、「LDAP クエリの基本」と
「LDAP クエリの例」を参照してください。

関連タスク
Active Directory サーバーの追加 (p. 395)
Microsoft Active Directory を使うと、Windows ドメインにファイアウォールを登録し、プライマ
リドメインコントローラ上にそのオブジェクトを作成することができます。その後、ファイアウォー
ルは Windows ドメインネットワーク上のユーザー情報とリソース情報をクエリできます。 認証サー
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バーを追加するときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を
⾏います。
関連情報
Active Directory 認証の設定 (p. 435)
既存の Active Directory ユーザーをファイアウォールに追加することができます。そうするに
は、AD サーバーを追加し、グループをインポートし、プライマリ認証⽅法を設定します。

 Active Directory サーバーの追加
Microsoft Active Directory を使うと、Windows ドメインにファイアウォールを登録し、プライマ
リドメインコントローラ上にそのオブジェクトを作成することができます。その後、ファイアウォー
ルは Windows ドメインネットワーク上のユーザー情報とリソース情報をクエリできます。 認証サー
バーを追加するときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を
⾏います。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 「サーバーの種類」リストから「Active Directory」を選択します。
3. 名前を⼊⼒します。
4. IP アドレスとポートを⼊⼒します。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

NetBIOS ドメイン サーバーの NetBIOS ドメイン。

ADS ユーザー名 サーバーの管理ユーザー名。

パスワード サーバーの管理ユーザーのパスワード。

接続のセキュリティ サーバーの接続セキュリティ。

注
暗号化を使⽤することが推奨されます。

• シンプル ユーザー認証情報を暗号化せずプ
レーンテキストとして送信します。

• SSL/TLS Secure Sockets Layer/
Transport Layer Security により接続を暗
号化します。

• STARTTLS 暗号化されていない接続を、接
続プロセスの最中または最後に SSL/TLS
にアップグレードします。デフォルトの
ポートが使⽤されます。

サーバー証明書の検証 安全な接続の使⽤時に、外部サーバーで証明書
を検証します。

表⽰名の属性 ユーザーに表⽰されるサーバー名。

メールアドレスの属性 ユーザーに表⽰される、構成済みメールアドレ
スの別名。

ドメイン名 クエリを追加するドメイン名。

検索クエリ サーバーで実⾏するクエリ。
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オプション 説明
「追加」をクリックし、LDAP クエリを作成
します。詳しくは、「LDAP クエリの基本」
と「LDAP クエリの例」を参照してくださ
い。

6. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
7. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「サービス」に移動し、サービス認証に使⽤するサーバーを選択します。

関連概念
Active Directory サーバー (p. 393)
Microsoft Active Directory を使うと、Windows ドメインにファイアウォールを登録し、プライマリ
ドメインコントローラ上にそのオブジェクトを作成することができます。その後、ファイアウォール
は Windows ドメインネットワーク上のユーザー情報とリソース情報をクエリできます。

19.1.4 RADIUS サーバー
RADIUS は、ルーターなどのネットワークデバイスから、データベースを使ってユーザーを認証する
ためのプロトコルです。パスワードは RADIUS シークレットを使って暗号化されます。サービスへの
リクエストが送信されると、リクエストの送信元クライアントの属性 (IP アドレスなど) が、特定の
属性グループと照合され、⼀致した場合はアクセス権が与えられます。認証データと承認データは、
ユーザープロファイルに保存されます。RADIUS では、利⽤通信量の計算もサポートされています
(このデータは、請求処理や統計分析によく使⽤されます)。

全般設定

サーバー IP サーバーの IP アドレス。
認証ポート 認証⽤のポート。デフォルトの値は 1812 です。
利⽤通信量の計算を有効にする RADIUS サーバー上で利⽤通信量の計算を有効に

します。
ユーザーがログオンすると、ファイアウォー
ルは利⽤通信量計算の開始要求および時刻を
サーバーに送信します。また、ユーザーがロ
グオフすると、利⽤通信量計算の停⽌要求お
よび時刻を送信します。サポートされている
クライアントの種類: Windows クライアン
ト、HTTP クライアント、Linux クライアン
ト、Android、iOS、iOS HTTP クライアン
ト、Android HTTP クライアント、API クライ
アント。

注
ファイアウォールのシャットダウン中や再起
動中は、利⽤通信量計算の停⽌メッセージは
サーバーに送信されません。
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利⽤通信量ポート ファイアウォールから RADIUS サーバーに利⽤
通信量情報を送信するためのポート番号。デフォ
ルトの値は 1813 です。

共有シークレット クライアントとサーバー間のパスワード (テキス
ト⽂字列)。

グループ名の属性 構成グループ名の別名。この名前がユーザーに表
⽰されます。

NAS 識別⼦ アクセスリクエストの送信元の NAS を特定する
⽂字列 (例: FQDN)。

NAS ポートの種類 ユーザーを認証する NAS の物理ポートの種類。

関連タスク
RADIUS サーバーの追加 (p. 397)
RADIUS は、ルーターなどのネットワークデバイスから、データベースを使ってユーザーを認証す
るためのプロトコルです。パスワードは RADIUS シークレットを使って暗号化されます。サービス
へのリクエストが送信されると、リクエストの送信元クライアントの属性 (IP アドレスなど) が、特
定の属性グループと照合され、⼀致した場合はアクセス権が与えられます。認証データと承認データ
は、ユーザープロファイルに保存されます。RADIUS では、利⽤通信量の計算もサポートされていま
す (このデータは、請求処理や統計分析によく使⽤されます)。 認証サーバーを追加するときは、外部
サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を⾏います。
関連情報
RADIUS 認証の設定 (p. 440)
既存の RADIUS ユーザーをファイアウォールに追加することができます。そうするには、RADIUS
サーバーを追加し、プライマリ認証⽅法を設定します。

 RADIUS サーバーの追加
RADIUS は、ルーターなどのネットワークデバイスから、データベースを使ってユーザーを認証す
るためのプロトコルです。パスワードは RADIUS シークレットを使って暗号化されます。サービス
へのリクエストが送信されると、リクエストの送信元クライアントの属性 (IP アドレスなど) が、特
定の属性グループと照合され、⼀致した場合はアクセス権が与えられます。認証データと承認データ
は、ユーザープロファイルに保存されます。RADIUS では、利⽤通信量の計算もサポートされていま
す (このデータは、請求処理や統計分析によく使⽤されます)。 認証サーバーを追加するときは、外部
サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を⾏います。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 「サーバーの種類」リストから「RADIUS サーバー」を選択します。
3. 名前を⼊⼒します。
4. IP アドレスを⼊⼒します。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

認証ポート 認証⽤のポート。デフォルトの値は 1812 で
す。

利⽤通信量の計算を有効にする RADIUS サーバー上で利⽤通信量の計算を有効
にします。
ユーザーがログオンすると、ファイアウォー
ルは利⽤通信量計算の開始要求および時刻を
サーバーに送信します。また、ユーザーがロ
グオフすると、利⽤通信量計算の停⽌要求お
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オプション 説明
よび時刻を送信します。サポートされている
クライアントの種類: Windows クライアン
ト、HTTP クライアント、Linux クライアン
ト、Android、iOS、iOS HTTP クライアン
ト、Android HTTP クライアント、API クラ
イアント。

注
ファイアウォールのシャットダウン中や再
起動中は、利⽤通信量計算の停⽌メッセー
ジはサーバーに送信されません。

利⽤通信量ポート ファイアウォールから RADIUS サーバーに利
⽤通信量情報を送信するためのポート番号。デ
フォルトの値は 1813 です。

共有シークレット クライアントとサーバー間のパスワード (テキ
スト⽂字列)。

グループ名の属性 構成グループ名の別名。この名前がユーザーに
表⽰されます。

6. 任意: 「追加設定を有効にする」をクリックして、設定を指定します。

オプション 説明

NAS 識別⼦ アクセスリクエストの送信元の NAS を特定す
る⽂字列 (例: FQDN)。

NAS ポートの種類 ユーザーを認証する NAS の物理ポートの種
類。

7. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
8. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「サービス」に移動し、サービス認証に使⽤するサーバーを選択します。

関連概念
RADIUS サーバー (p. 396)
RADIUS は、ルーターなどのネットワークデバイスから、データベースを使ってユーザーを認証する
ためのプロトコルです。パスワードは RADIUS シークレットを使って暗号化されます。サービスへの
リクエストが送信されると、リクエストの送信元クライアントの属性 (IP アドレスなど) が、特定の
属性グループと照合され、⼀致した場合はアクセス権が与えられます。認証データと承認データは、
ユーザープロファイルに保存されます。RADIUS では、利⽤通信量の計算もサポートされています
(このデータは、請求処理や統計分析によく使⽤されます)。
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19.1.5 TACACS+ サーバー
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) は Cisco Systems により提供され
る独⾃のプロトコルです。このプロトコルでは、利⽤通信量情報の取得や、認証・承認プロセスの管
理を⾏えます。

全般設定

サーバー IPv4 サーバーの IPv4 アドレス
ポート サーバーポート。
共有シークレット クライアントとサーバー間のパスワード (テキス

ト⽂字列)。

関連タスク
TACACS+ サーバーの追加 (p. 399)
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) は Cisco Systems により提供され
る独⾃のプロトコルです。このプロトコルでは、利⽤通信量情報の取得や、認証・承認プロセスの管
理を⾏えます。 認証サーバーを追加するときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセス
を管理するための設定を⾏います。

 TACACS+ サーバーの追加
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) は Cisco Systems により提供され
る独⾃のプロトコルです。このプロトコルでは、利⽤通信量情報の取得や、認証・承認プロセスの管
理を⾏えます。 認証サーバーを追加するときは、外部サーバーを定義し、そのサーバーへのアクセス
を管理するための設定を⾏います。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 「サーバーの種類」リストから「TACACS+ サーバー」を選択します。
3. 名前を⼊⼒します。
4. IP アドレスとポートを⼊⼒します。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

共有シークレット クライアントとサーバー間のパスワード (テキ
スト⽂字列)。

6. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
7. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「サービス」に移動し、サービス認証に使⽤するサーバーを選択します。

関連概念
TACACS+ サーバー (p. 399)
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TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) は Cisco Systems により提供され
る独⾃のプロトコルです。このプロトコルでは、利⽤通信量情報の取得や、認証・承認プロセスの管
理を⾏えます。

19.1.6 eDirectory サーバー
Novell eDirectory は X.500 準拠のディレクトリサービスで、ネットワークにある複数のサーバーや
デバイス上のリソースへのアクセス管理を⾏えます。

全般設定

サーバー IP/ドメイン サーバーの IP アドレスまたはドメイン。
ポート サーバーポート。
バインド DN 認証⽤の DN。LDAP 構⽂の DN (Distinguished

Name) で指定します。
パスワード サーバーのパスワード。
接続のセキュリティ サーバーの接続セキュリティ。

注
暗号化を使⽤することが推奨されます。

• シンプル ユーザー認証情報を暗号化せずプ
レーンテキストとして送信します。

• SSL/TLS Secure Sockets Layer/Transport
Layer Security により接続を暗号化します。

• STARTTLS 暗号化されていない接続を、接
続プロセスの最中または最後に SSL/TLS に
アップグレードします。デフォルトのポート
が使⽤されます。

サーバー証明書の検証 安全な接続の使⽤時に、外部サーバーで証明書を
検証します。

クライアント証明書 安全な接続の確⽴に使⽤するクライアント証明
書。

注
クライアント証明書を管理するには、「証明
書」に移動します。

ベース DN サーバーのベース DN (Distinguished Name)。
ベース DN とは、ディレクトリツリーのルートに
対し、ユーザーを指定する基準点です。LDAP 構
⽂の DN (Distinguished Name) で指定します。
例: O=Example,OU=RnD。
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ヒント
ディレクトリからベース DN を取得するに
は、「ベース DN の取得」をクリックしま
す。

関連タスク
eDirectory サーバーの追加 (p. 401)
Novell eDirectory は X.500 準拠のディレクトリサービスで、ネットワークにある複数のサーバーや
デバイス上のリソースへのアクセス管理を⾏えます。 認証サーバーを追加するときは、外部サーバー
を定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を⾏います。

 eDirectory サーバーの追加
Novell eDirectory は X.500 準拠のディレクトリサービスで、ネットワークにある複数のサーバーや
デバイス上のリソースへのアクセス管理を⾏えます。 認証サーバーを追加するときは、外部サーバー
を定義し、そのサーバーへのアクセスを管理するための設定を⾏います。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 「サーバーの種類」リストから「eDirectory」を選択します。
3. 名前を⼊⼒します。
4. IP アドレスとポートを⼊⼒します。
5. 設定を指定します。

オプション 説明

バインド DN 認証⽤の DN。 LDAP 構⽂の DN
(Distinguished Name) で指定します。

パスワード サーバーのパスワード。

接続のセキュリティ サーバーの接続セキュリティ。

注
暗号化を使⽤することが推奨されます。

• シンプル ユーザー認証情報を暗号化せずプ
レーンテキストとして送信します。

• SSL/TLS Secure Sockets Layer/
Transport Layer Security により接続を暗
号化します。

• STARTTLS 暗号化されていない接続を、接
続プロセスの最中または最後に SSL/TLS
にアップグレードします。デフォルトの
ポートが使⽤されます。

サーバー証明書の検証 安全な接続の使⽤時に、外部サーバーで証明書
を検証します。

クライアント証明書 安全な接続の確⽴に使⽤するクライアント証明
書。

Copyright © 2018 Sophos Limited 401



XG Firewall

オプション 説明

注
クライアント証明書を管理するには、「証
明書」に移動します。

ベース DN サーバーのベース DN (Distinguished
Name)。ベース DN とは、ディレクト
リツリーのルートに対し、ユーザーを
指定する基準点です。LDAP 構⽂の DN
(Distinguished Name) で指定します。 例:
O=Example,OU=RnD。

ヒント
ディレクトリからベース DN を取得するに
は、「ベース DN の取得」をクリックしま
す。

6. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
7. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「サービス」に移動し、サービス認証に使⽤するサーバーを選択します。

関連概念
eDirectory サーバー (p. 400)
Novell eDirectory は X.500 準拠のディレクトリサービスで、ネットワークにある複数のサーバーや
デバイス上のリソースへのアクセス管理を⾏えます。

19.2 サービス
ファイアウォールやその他のサービス (VPN など) の認証サーバーを選択します。 グローバル認
証設定、NTLM 設定、Web クライアント設定、RADIUS シングルサインオン設定も⾏えます。ま
た、Web ポリシーアクションで、認証されていないユーザーをどこにダイレクトするかを指定するこ
とができます。

ファイアウォール認証⼿段
ファイアウォール接続⽤の認証サーバー。

認証サーバーの⼀覧 設定済みの認証サーバー。
選択済みの認証サーバー 認証⽤のサーバー。このサービスでユーザーを

認証するには、少なくとも 1 台のサーバーを選
択する必要があります。外部サーバーまたはロー
カルデータベース (ファイアウォール上で設定し
たユーザーとグループ) を指定できます。複数の
サーバーを選択した場合は、指定した順序で認証
リクエストが転送されます。

デフォルトのグループ ファイアウォールに定義されていないユーザーの
認証に使⽤されるグループ。ローカルグループに
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含まれていないユーザーはデフォルトのグループ
に割り当てられます。

VPN 認証⽅法
VPN 接続⽤の認証サーバー。

ファイアウォールと同じ認証⽅法を設定する ファイアウォールトラフィック⽤に構成されたす
べての認証サーバーを、VPN トラフィックの認
証に使⽤できます。

認証サーバーの⼀覧 設定済みの認証サーバー。
選択済みの認証サーバー 認証⽤のサーバー。このサービスでユーザーを

認証するには、少なくとも 1 台のサーバーを選
択する必要があります。外部サーバーまたはロー
カルデータベース (ファイアウォール上で設定し
たユーザーとグループ) を指定できます。複数
のサーバーを選択した場合は、指定した順序で
認証リクエストが転送されます。 RADIUS サー
バーを選択すると、MSCHAPv2 または CHAP
を使⽤して確⽴した PPTP および L2TP 接続
を、RADIUS で認証できます。

管理者認証の⽅法
管理者ユーザー⽤の認証サーバー。

注
管理者の認証設定はスーパー管理者には適⽤されません。

ファイアウォールと同じ認証⽅法を設定する ファイアウォールトラフィック⽤に構成されたす
べての認証サーバーを、管理者の認証に使⽤でき
ます。

認証サーバーの⼀覧 設定済みの認証サーバー。
選択済みの認証サーバー 認証⽤のサーバー。このサービスでユーザーを

認証するには、少なくとも 1 台のサーバーを選
択する必要があります。外部サーバーまたはロー
カルデータベース (ファイアウォール上で設定し
たユーザーとグループ) を指定できます。複数の
サーバーを選択した場合は、指定した順序で認証
リクエストが転送されます。

SSL VPN 認証⽅法
SSL VPN 接続⽤の認証サーバー。

VPN と同じ VPN トラフィック⽤に設定した認証⽅法を使⽤
します。
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ファイアウォールと同じ ファイアウォールトラフィック⽤に設定した認証
⽅法を使⽤します。

認証サーバーの⼀覧 設定済みの認証サーバー。
選択済みの認証サーバー 認証⽤のサーバー。このサービスでユーザーを

認証するには、少なくとも 1 台のサーバーを選
択する必要があります。外部サーバーまたはロー
カルデータベース (ファイアウォール上で設定し
たユーザーとグループ) を指定できます。複数の
サーバーを選択した場合は、指定した順序で認証
リクエストが転送されます。

グローバル設定

セッションタイムアウトの最⼤値 サービスにログインしたユーザーのセッション⻑
の上限。この時間を超えると、ログアウトされま
す。
ファイアウォールによって、3 分ごとに確認
が⾏われます。セッション⻑を制限する要因と
しては、アクセスポリシー、ネット閲覧クォー
タ、データ転送量制限、セッション⻑の上限が
あります。
この設定は管理セッションにのみ適⽤されま
す。

同時ログイン ユーザーに対して許可される同時セッション数。

注
この制限は、この値を設定した後に追加した
ユーザーにのみ適⽤されます。

NTLM の設定
Active Directory の認証に使⽤される Windows チャレンジ / レスポンスの設定。

操作なしの時間 ユーザーがログアウトされるまでの⾮アクティブ
またはアイドル時間。

データ転送しきい値 操作ありとみなされる、最⼩の転送データ量。最
⼩データが指定時間内に転送されない場合、ユー
ザーは「操作なし」としてマークされます。

インターネットゾーン上の HTTP チャレンジリ
ダイレクト

インターネット上でホストされているサイトが認
証⽤に NTLM Web プロキシのチャレンジを開始
すると、NTLM 認証チャレンジがイントラネット
ゾーンにリダイレクトされます。クライアントは
デバイスのローカルインターフェース IP で透過
的に認証され、認証情報はイントラネットゾーン
内でのみ交換されます。ユーザーの認証情報は常
に保護されます。この設定がオフになっている場
合、ブラウザからインターネット上へユーザーの
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認証情報を送信して、デバイスを介してクライア
ントを透過的に認証します。

Web クライアント設定
iOS、Android、API の設定。

操作なしの時間 ユーザーがログアウトされるまでの⾮アクティブ
またはアイドル時間。

データ転送しきい値 操作ありとみなされる、最⼩の転送データ量。最
⼩データが指定時間内に転送されない場合、ユー
ザーは「操作なし」としてマークされます。

RADIUS の利⽤通信量の要求を使⽤した SSO
RADIUS のシングルサインオンの設定。ファイアウォールは、RADIUS サーバーで認証されたユー
ザーを透過的に認証できます。

Radius クライアント IPv4 RADIUS クライアントの IPv4 アドレス。指定さ
れた IP アドレスからの要求のみが SSO に考慮
されます。

共有シークレット クライアントとサーバー間のパスワード (テキス
ト⽂字列)。

Chromebook SSO
Chromebook のシングルサインオンの設定。ファイアウォールは、Chromebook で認証された
ユーザーを透過的に認証できます。Chromebook SSO 認証を設定するには、Chromebook のシン
グルサインオンの設定 (p. 448) の⼿順に従ってください。

ドメイン G Suite に登録されているドメイン名。
ポート Chromebook が LAN または Wi-Fi から接続す

るポート番号。
証明書 Chromebook との通信⽤の証明書。証明書

の CN は、Chromebook ユーザーがいるゾー
ン/ネットワークと⼀致させてください (例:
gateway.example.com)。

ログレベル ログの量を選択します。

認証されていないユーザーに対する Web ポリシーアクション
キャプティブポータルの未認証ユーザー⽤の設定を⾏います。

認証されていないユーザーにログインを促します 未認証ユーザーのアクセス要求をキャプティブ
ポータルページまたはカスタムメッセージペー
ジにリダイレクトします。この設定がオフになっ
ている場合、認証されていないユーザーのトラ
フィックは破棄されます。
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ログインを促す⽅法 認証されていないユーザーのリダイレクト⽅法。

キャプティブポータルは、HTTPS を使⽤します HTTPS を使ってキャプティブポータルへの安全
なアクセスを提供します。

完全なユーザーポータルへのリンクを提供します キャプティブポータルページに、完全なユーザー
ポータルへのリンクを表⽰します。

ログイン後 URL にリダイレクト ログイン後に、ユーザーがリクエストしたページ
またはカスタムページにリダイレクトします。

ログイン後にキャプティブポータルを保持 ユーザーの認証後にキャプティブポータルを縮⼩
表⽰します。

ユーザーセッションを維持するために、キープア
ライブを使⽤します

キープアライブメッセージを使⽤して、ユーザー
のキャプティブポータルへの接続を維持します。
ユーザーからファイアウォールへの応答がない場
合、ユーザーは⾃動的にログアウトされます。

ヒント
同時ユーザーが複数いる場合は、この設定を
オフにします。

ユーザー操作がないために発⽣したタイムアウト ユーザーがログアウトされるまでの⾮アクティブ
またはアイドル時間。

データ転送しきい値 操作ありとみなされる、最⼩の転送データ量。最
⼩データが指定時間内に転送されない場合、ユー
ザーは「操作なし」としてマークされます。

カスタムメッセージのオプション

ページヘッダーの画像 カスタムメッセージページヘッダーに表⽰する画
像。サポートされている形式:JPG、PNG および
GIF。

ページフッターの画像 カスタムメッセージページフッターに表⽰する画
像。サポートされている形式:JPG、PNG および
GIF。

カスタムメッセージ 表⽰するメッセージ。

関連情報
Chromebook のシングルサインオンの設定 (p. 448)
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ここでは、Chromebook ユーザーが Chromebook にサインインするときに XG Firewall にサインイ
ンできるようにするための、XG Firewall での設定⽅法を説明します。

19.3 グループ
グループには、単⼀のユニットとして管理できるポリシーと設定が含まれています。グループを使う
と、ポリシー管理を効率的に⾏うことができます。 たとば、ゲストユーザーのネット閲覧クォータと
アクセス時間を制限する設定をグループにまとめることができます。
• グループのメンバー⼀覧を表⽰するに

は、
をクリックして、「グループメンバーの表⽰」をクリックします。

• グループにメンバーを追加するに
は、
をクリックして、「メンバーの追加」をクリックします。

関連タスク
グループの追加 (p. 407)

19.3.1 グループの追加
1. 「認証」 > 「グループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 種類を選択します。

オプション 説明

ノーマル ユーザーは、クライアントコンポーネントのあ
るデバイスを使⽤してログオンする必要があり
ます。

クライアントレス ユーザーは、クライアントを使⽤してログオン
する必要がありません。アクセス制御は IP ア
ドレス経由で実⾏されます。

4. ポリシーを選択します。

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先され
ます。

オプション 説明

ネット閲覧クォータ 定義済みの期間や周期に基づき、アクセスを制
御します。このポリシーには、周期、時間、有
効期間、最⼤時間などを指定できます。

アクセス時間 定義済みの反復期間に基づき、アクセスを許可
または拒否します。

ネットワークトラフィック 帯域使⽤量に基づき、アクセスを制御します。
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オプション 説明

トラフィックシェーピング QoS トラフィックシェーピングポリシーに基
づき、アクセスを制御します。このポリシー
には、ポリシーの関連付け、優先順位、アップ
ロードやダウンロードの上限などを指定できま
す。

リモートアクセス VPN 経由でリモートユーザーにアクセス制御
を適⽤します。

クライアントレス ブラウザのみをクライアントとして使⽤する
ユーザーのアクセスを制御します。このポリ
シーには、クライアントレスユーザーにアクセ
スを許可するブックマークやリソースなどを指
定できます。

5. 設定を指定します。

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先され
ます。

オプション 説明

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダ
イジェスト形式で送信します。

MAC バインド ユーザーは、指定されたデバイスからログオン
する必要があります。

L2TP L2TP 接続によるアクセスを許可します。

PPTP PPTP 接続によるアクセスを提供します。

ログインの制限 指定されたノードからのアクセスを許可しま
す。無制限 (任意のノード)、特定のノード、ま
たはノード範囲を指定することができます。

6. 「保存」をクリックします。

関連概念
アクセス時間 (p. 470)
アクセス時間を指定して、ユーザー、グループ、ゲストユーザーのインターネットアクセスを制御す
ることができます。とおそのためには、時間帯を指定して、インターネットアクセスを許可または
拒否します。ファイアウォールには、よく使⽤されるデフォルトポリシーがいくつか定義されていま
す。
ネットワークトラフィッククオータ (p. 473)
ネットワークトラフィッククォータポリシーでは、ユーザーとグループによるデータ転送を制御する
ことができます。総データ転送量のクォータを指定するか、アップロードクォータとダウンロード
クォータを個別に指定することができます。クォータは周期型または⾮周期型です。周期型ポリシー
には周期クォータと最⼤トラフィックを指定できます。ファイアウォールには、⼀般的に使⽤される
デフォルトのクォータをいくつか指定します。
グループ (p. 407)
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グループには、単⼀のユニットとして管理できるポリシーと設定が含まれています。グループを使う
と、ポリシー管理を効率的に⾏うことができます。 たとば、ゲストユーザーのネット閲覧クォータと
アクセス時間を制限する設定をグループにまとめることができます。

19.3.2 グループの詳細
グループには、単⼀のユニットとして管理できるポリシーと設定が含まれています。グループを使う
と、ポリシー管理を効率的に⾏うことができます。

ポリシー

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

ネット閲覧クォータ 定義済みの期間や周期に基づき、アクセスを制御
します。このポリシーには、周期、時間、有効期
間、最⼤時間などを指定できます。

アクセス時間 定義済みの反復期間に基づき、アクセスを許可ま
たは拒否します。

ネットワークトラフィック 帯域使⽤量に基づき、アクセスを制御します。
トラフィックシェーピング QoS トラフィックシェーピングポリシーに基づ

き、アクセスを制御します。このポリシーには、
ポリシーの関連付け、優先順位、アップロードや
ダウンロードの上限などを指定できます。

リモートアクセス VPN 経由でリモートユーザーにアクセス制御を
適⽤します。

クライアントレス ブラウザのみをクライアントとして使⽤するユー
ザーのアクセスを制御します。このポリシーに
は、クライアントレスユーザーにアクセスを許
可するブックマークやリソースなどを指定できま
す。

設定

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダイ
ジェスト形式で送信します。

MAC バインド ユーザーが指定されたデバイス経由でログオンす
ることを要求します。

L2TP L2TP によるアクセスを許可します。L2TP でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。
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PPTP PPTP によるアクセスを許可します。PPTP でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

ログインの制限 指定されたノードからのアクセスを許可します。
無制限 (任意のノード)、特定のノード、または
ノード範囲を指定することができます。

19.4 ユーザー
ファイアウォールでは、エンドユーザー (インターネットにファイアウォール経由で接続するユー
ザー) と、管理者ユーザー (ファイアウォールオブジェクトおよび設定にアクセスできるユーザー) が
区別されます。 認証に使⽤するユーザーレコードは、追加またはインポートできます。ユーザーを追
加 (登録) するときは、ユーザーの種類を指定し、ユーザーレコードをグループと関連付けます。ユー
ザーはグループに定義されているポリシーを継承しますが、ユーザーのポリシーがグループの設定よ
りも優先されます。
• ユーザーを CSV (Comma Separated Value) 形式のファイルからインポートするには、「イン

ポート」をクリックします。
• ユーザーを CSV 形式にエクスポートするには、「エクスポート」をクリックします。
• ユーザーの状態をアクティブから⾮アクティブ (またはその逆） に切り替えるには、ユーザーを

選択し、「ステータスの変更」をクリックします。
• ドメインにいない Active Directory ユーザーを削除するには、「AD ユーザーの消去」をクリッ

クします。

注
HA が構成されている場合、ユーザーはプライマリデバイスおよび補助デバイスの両⽅から削
除されます。この消去操作は、ユーザーのログオン / ログオフおよび利⽤通信量イベントを
中断することはありません。

関連タスク
ユーザーの登録 (p. 410)
ユーザーのインポート (p. 413)
ユーザーを個別に作成する代わりに、CSV (Comma Separated Value) ファイルをアップロードする
ことができます。CSV ファイルのフォーマットが、要件に従うようにしてください。

19.4.1 ユーザーの登録
1. 「認証」 > 「ユーザー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 認証に使⽤するユーザー名を⼊⼒します。
3. 名前を⼊⼒します。

注
これはユーザーレコードの名前です。ユーザー名ではありません。

4. 認証に使⽤するパスワードを⼊⼒します。
5. 種類を選択します。
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オプション 説明

ユーザー ファイアウォール経由でインターネットに接続
するエンドユーザー。

管理者 プロファイルの定義に従って、ファイアウォー
ルオブジェクトおよび設定にアクセスできる
ユーザー。

6. メールアドレスを⼊⼒します。

注
Active Directory からユーザーをインポート済みの場合は、ユーザー認証時に、ここで指定
したメールアドレスが Active Directory からのメールアドレスで置き換えられます。

7. ポリシーを選択します。

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先され
ます。

オプション 説明

グループ ユーザーを追加するグループ。ユーザーは、グ
ループに割り当てられたすべてのポリシーを継
承します。

ネット閲覧クォータ 定義済みの期間や周期に基づき、アクセスを制
御します。このポリシーには、周期、時間、有
効期間、最⼤時間などを指定できます。

アクセス時間 定義済みの反復期間に基づき、アクセスを許可
または拒否します。

ネットワークトラフィック 帯域使⽤量に基づき、アクセスを制御します。

トラフィックシェーピング QoS トラフィックシェーピングポリシーに基
づき、アクセスを制御します。このポリシー
には、ポリシーの関連付け、優先順位、アップ
ロードやダウンロードの上限などを指定できま
す。

リモートアクセス VPN 経由でリモートユーザーにアクセス制御
を適⽤します。

クライアントレス ブラウザのみをクライアントとして使⽤する
ユーザーのアクセスを制御します。このポリ
シーには、クライアントレスユーザーにアクセ
スを許可するブックマークやリソースなどを指
定できます。

8. 設定を指定します。

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先され
ます。
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オプション 説明

L2TP L2TP によるアクセスを許可します。L2TP で
アクセスするユーザーにリースする IP アドレ
スを指定することもできます。

PPTP PPTP によるアクセスを許可します。PPTP で
アクセスするユーザーにリースする IP アドレ
スを指定することもできます。

Sophos Connect クライアント 構成済みの CISCO VPN クライアントによるリ
モートアクセスを許可します。CISCO VPN で
アクセスするユーザーにリースする IP アドレ
スを指定することもできます。

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダ
イジェスト形式で送信します。

同時ログイン ユーザーに許可する同時セッション数。グロー
バル設定に指定した値を使⽤するか、それ以外
の値を指定します。

MAC バインド ユーザーが指定されたデバイス経由でログオン
することを要求します。

ログインの制限 指定されたノードからのアクセスを許可しま
す。無制限 (任意のノード)、特定のノード、ま
たはノード範囲を指定することができます。

9. 管理者ユーザーは、「管理者の詳細設定」をクリックして、設定を指定してください。

オプション 説明

デバイスアクセスのスケジュール 選択した時間帯のみ、デバイスアクセスを許可
します。

デバイスアクセスのログイン制限 指定されたノードからのアクセスを許可しま
す。無制限 (任意のノード)、特定のノード、ま
たはノード範囲を指定することができます。

10.「保存」をクリックします。

関連概念
アクセス時間 (p. 470)
アクセス時間を指定して、ユーザー、グループ、ゲストユーザーのインターネットアクセスを制御す
ることができます。とおそのためには、時間帯を指定して、インターネットアクセスを許可または
拒否します。ファイアウォールには、よく使⽤されるデフォルトポリシーがいくつか定義されていま
す。
ネットワークトラフィッククオータ (p. 473)
ネットワークトラフィッククォータポリシーでは、ユーザーとグループによるデータ転送を制御する
ことができます。総データ転送量のクォータを指定するか、アップロードクォータとダウンロード
クォータを個別に指定することができます。クォータは周期型または⾮周期型です。周期型ポリシー
には周期クォータと最⼤トラフィックを指定できます。ファイアウォールには、⼀般的に使⽤される
デフォルトのクォータをいくつか指定します。
デバイスのアクセス (p. 475)
管理者によるファイアウォールへのアクセスを、役割に基づいて制御することができます。デフォ
ルトのプロファイルとして、スーパー管理者と、⼀般的な管理者の役割があらかじめ定義されていま
す。カスタムプロファイルを作成して、権限を指定することもできます。
ユーザー (p. 410)
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ファイアウォールでは、エンドユーザー (インターネットにファイアウォール経由で接続するユー
ザー) と、管理者ユーザー (ファイアウォールオブジェクトおよび設定にアクセスできるユーザー) が
区別されます。 認証に使⽤するユーザーレコードは、追加またはインポートできます。ユーザーを追
加 (登録) するときは、ユーザーの種類を指定し、ユーザーレコードをグループと関連付けます。ユー
ザーはグループに定義されているポリシーを継承しますが、ユーザーのポリシーがグループの設定よ
りも優先されます。

19.4.2 ユーザーのインポート
ユーザーを個別に作成する代わりに、CSV (Comma Separated Value) ファイルをアップロードする
ことができます。CSV ファイルのフォーマットが、要件に従うようにしてください。
1. 「認証」 > 「グループ」に移動して、「インポート」をクリックします。
2. 「ファイルの選択」をクリックして、CSV ファイルを選択します。

以下の要件を満たしてください:
• ヘッダー⾏にはユーザー名が必要です。ユーザー名に続けて、パスワード、名前、グルー

プ、メールアドレスなどの任意のフィールドを追加できます。
• 各⾏のフィールド数は、ヘッダー⾏のフィールド数と同じにしてください。
• 最⼤エントリ数は 1000件です。

3. 「アップロード」をクリックします。

関連概念
ユーザー (p. 410)
ファイアウォールでは、エンドユーザー (インターネットにファイアウォール経由で接続するユー
ザー) と、管理者ユーザー (ファイアウォールオブジェクトおよび設定にアクセスできるユーザー) が
区別されます。 認証に使⽤するユーザーレコードは、追加またはインポートできます。ユーザーを追
加 (登録) するときは、ユーザーの種類を指定し、ユーザーレコードをグループと関連付けます。ユー
ザーはグループに定義されているポリシーを継承しますが、ユーザーのポリシーがグループの設定よ
りも優先されます。

19.4.3 ユーザーの詳細
ファイアウォールでは、エンドユーザー (インターネットにファイアウォール経由で接続するユー
ザー) と、管理者ユーザー (ファイアウォールオブジェクトおよび設定にアクセスできるユーザー) が
区別されます。 必要に応じてポリシーと設定を指定します。
• パスワードを変更するには、「パスワードの変更」をクリックします。
• インターネットトラフィックの統計情報を表⽰するには、「使⽤状況の表⽰」をクリックしま

す。
• インターネットトラフィックの統計情報をリセットし、ユーザーのネットワークトラフィック

クォータの集計を新しく始めるには「ユーザーの利⽤通信量のリセット」をクリックします。

ポリシー

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。
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グループ ユーザーを追加するグループ。ユーザーは、グ
ループに割り当てられたすべてのポリシーを継承
します。

ネット閲覧クォータ 定義済みの期間や周期に基づき、アクセスを制御
します。このポリシーには、周期、時間、有効期
間、最⼤時間などを指定できます。

アクセス時間 定義済みの反復期間に基づき、アクセスを許可ま
たは拒否します。

ネットワークトラフィック 帯域使⽤量に基づき、アクセスを制御します。
トラフィックシェーピング QoS トラフィックシェーピングポリシーに基づ

き、アクセスを制御します。このポリシーには、
ポリシーの関連付け、優先順位、アップロードや
ダウンロードの上限などを指定できます。

リモートアクセス VPN 経由でリモートユーザーにアクセス制御を
適⽤します。

クライアントレス ブラウザのみをクライアントとして使⽤するユー
ザーのアクセスを制御します。このポリシーに
は、クライアントレスユーザーにアクセスを許
可するブックマークやリソースなどを指定できま
す。

設定

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

L2TP L2TP によるアクセスを許可します。L2TP でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

PPTP PPTP によるアクセスを許可します。PPTP でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

Sophos Connect クライアント 構成済みの CISCO VPN クライアントによるリ
モートアクセスを許可します。CISCO VPN でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダイ
ジェスト形式で送信します。

同時ログイン ユーザーに許可する同時セッション数。グローバ
ル設定に指定した値を使⽤するか、それ以外の値
を指定します。

MAC バインド ユーザーが指定されたデバイス経由でログオンす
ることを要求します。

ログインの制限 指定されたノードからのアクセスを許可します。
無制限 (任意のノード)、特定のノード、または
ノード範囲を指定することができます。
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19.5 ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワード (パスコード) を使って、2 要素認証を⾏うことができます。 パスコードは、
モバイルデバイスまたはタブレット上で Sophos Authenticator を使って⽣成します (インターネッ
ト接続は不要です)。ユーザーはログオンするときに、パスワードとパスコードを指定する必要があり
ます。

ワンタイムパスワードサービス
ワンタイムパスワード (OTP) サービスを使って、2 要素認証を⾏うように設定することができま
す。
• 2 要素認証を設定するには、「設定」をクリックし、「ワンタイムパスワード」をオンにします。

OTP トークン
ログオン時に 2 要素認証を受けるために、ユーザーはトークンを取得する必要があります。トーク
ンは、ユーザーポータルから QR コードとして提供されます。ユーザーは Sophos Authenticator
でこのコードをスキャンしてパスコードを⽣成します。
• OTP トークンを⾃動⽣成するには、「設定」をクリックし、「ユーザーの OTP トークンを⾃動

⽣成」をオンにします。
• OTP トークンを⼿動⽣成するには、「追加」をクリックし、設定を指定します。その後、トーク

ンを表⽰し、ユーザーに送信します。
• ユーザーに割り当てられたトークンを表⽰するに

は、
をクリックします。

• サーバーのタイムオフセットと同期するに
は、
をクリックし、パスコードを⼊⼒します。

関連タスク
パスコードの⼿動⽣成 (p. 417)
ユーザーがパスコードにアクセスできない場合 (Authenticator が⼀時的に利⽤不可能な場合など)
は、⼿動で⽣成することができます。
トークンの追加 (p. 416)
関連情報
2 要素認証の設定 (p. 432)
2 要素認証を使って、信頼できるデバイスを使⽤しているユーザーのみがログオンできるようにし
ます。2 要素認証を⾏うには、OTP サービスを設定します。その後、エンドユーザーが Sophos
Authenticator を使ってトークンをスキャンし、パスコードを取得します。
OTP トークンの⼿動での導⼊ (p. 433)
トークンを⾃動⽣成するようにサービスを設定した場合でも、エンドユーザーに OTP トークンを⼿動
で提供しなければならないような場合があります。たとえば、ユーザーが Sophos Authenticator に
アクセスできない場合などです。このような場合は、OTP サービスを設定し、トークンを⼿動で作成
して提供します。ユーザーはこのトークンをキャプティブポータルで取得します。
Android ⽤の Sophos Authenticator
iOS ⽤の Sophos Authenticator
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19.5.1 OTP サービスの設定
ワンタイムパスワード ワンタイムパスワードサービスをオンにします。
全ユーザーの OTP すべてのユーザーにワンタイムパスワードの使⽤

を義務付けます。特定のユーザーにのみワンタイ
ムパスワードの使⽤を義務付けるには、この設定
をオフにしてユーザーを選択します。

ユーザーの OTP トークンを⾃動⽣成 ユーザーの OTP トークンを⾃動⽣成しま
す。トークンは、ユーザーポータルから QR コー
ドとして提供されます。ユーザーは Sophos
Authenticator でこのコードをスキャンしてパス
コードを⽣成します。 この設定を有効にしない
場合は、OTP トークンを⼿動で提供する必要が
あります。

ファシリティの　OTP の有効化 2 要素認証を必要とする機能。

注
⾃動作成を有効にした場合は、「ユーザー
ポータル」を必ず選択してください。

注意
「WebAdmin」を選択した場合は、ユー
ザーがワンタイムパスワードトークンにアク
セスできることを確認してください。そうし
ないと、ユーザーがまったくログインできな
くなるおそれがあります。

デフォルトのトークンタイムステップ (秒) ワンタイムパスワードサービスでパスコー
ドを⽣成する間隔 (秒)。この値は、Sophos
Authenticator で指定したのと同じ値にしてくだ
さい。 ワンタイムパスワードサービスと Sophos
Authenticator のデフォルト値は 30 秒です。

パスコードのオフセットステップの最⼤値 クライアントとサーバー間のトークンの時差とし
て許容する最⼤タイムステップ数。たとえば、こ
の値を 3、タイムステップを 30 秒に設定した場
合は、クライアントは 90 秒前から 90 秒後まで
の間に⽣成されたパスコードを使⽤することがで
きます (コードがすでに使⽤されている場合を除
きます)。

初期パスコードのオフセットステップの最⼤値 クライアントとサーバー間のトークンの時差とし
て許容する最⼤タイムステップ数 (最初のログオ
ン時のみ)。

19.5.2 トークンの追加
1. 「認証」 > 「ワンタイムパスワード」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。
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オプション 説明

シークレット ユーザーのパスコードを⽣成するアルゴリズム
⽤の固有の HEX 鍵。ハードウェアトークンの
場合は、デバイスメーカーから提供された鍵を
使⽤します。

ユーザー トークンを割り当てるユーザー。

カスタムのトークンタイムステップを使⽤ このトークンでパスコードの⽣成を⾏う間
隔 (秒)。この値は、Sophos Authenticator
で指定したのと同じ値にしてください。(ワ
ンタイムパスワードサービスと Sophos
Authenticator のデフォルト値は 30 秒です。)

ヒント
1⼈のユーザーに複数のトークンを提供する場合は、ユーザーがトークンを識別できるように
説明を⼊⼒してください。

3. 「保存」をクリックします。

関連概念
ワンタイムパスワード (p. 415)
ワンタイムパスワード (パスコード) を使って、2 要素認証を⾏うことができます。 パスコードは、
モバイルデバイスまたはタブレット上で Sophos Authenticator を使って⽣成します (インターネッ
ト接続は不要です)。ユーザーはログオンするときに、パスワードとパスコードを指定する必要があり
ます。

19.5.3 パスコードの⼿動⽣成
ユーザーがパスコードにアクセスできない場合 (Authenticator が⼀時的に利⽤不可能な場合など)
は、⼿動で⽣成することができます。
OTP トークンを⼿動で⽣成し、ユーザーに提供してください。
1. 「認証」 > 「ワンタイムパスワード」に進んでください。
2. ユーザーを⾒つけ

て、
をクリックします。

3. 「追加コード」へスクロールして、
「 」
をクリックします。
パスコードが⽣成されます。
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4. パスコードをユーザーに送信します。
5. 「保存」をクリックします。

関連概念
ワンタイムパスワード (p. 415)
ワンタイムパスワード (パスコード) を使って、2 要素認証を⾏うことができます。 パスコードは、
モバイルデバイスまたはタブレット上で Sophos Authenticator を使って⽣成します (インターネッ
ト接続は不要です)。ユーザーはログオンするときに、パスワードとパスコードを指定する必要があり
ます。

19.6 キャプティブポータル
キャプティブポータルは、ファイアウォールの内部のユーザーが Web サイトにアクセスしようとし
たときに認証を要求するブラウザインターフェースです。 認証後、ユーザーは指定したアドレスに進
むか、または特定の URL にリダイレクトされます。ここでは、キャプティブポータルの外観やコンテ
ンツをカスタマイズする設定について説明します。たとえば、会社のロゴや、カスタムボタンのテキ
ストを指定することができます。
• 設定を更新するには、「適⽤」をクリックします。
• キャプティブポータルをプレビューするには、「プレビュー」をクリックします。
• カスタム設定を削除するには、「出荷時設定にリセット」をクリックします。
• ポータルの外観をカスタマイズするには、「カスタム HTML テンプレートの使⽤」を選択

し、必要に応じて HTML を変更します。ポータルには、以下の要素が 1 つ必要です。<div
id="__loginbox"></div>。システムによって div 要素に必要なユーザー⼊⼒要素が追加されま
す。それらの要素を CSS と JavaScript でカスタマイズすることができます。

キャプティブポータルへのアクセス
ユーザーは、https://<SFOS_IP_address>:8090 からキャプティブポータルにアクセスできま
す。
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関連概念
ライブユーザー (p. 16)
ライブユーザーは現在 XG Firewall にサインしているユーザーです。
関連情報
認証: キャプティブポータル

19.7 ゲストユーザー
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 認証情報は印刷するか、SMS で送信することができます。ゲスト
ユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプティブポー
タルにリダイレクトされます。

注
ゲストユーザーを追加する前に、「認証」 > 「ゲストユーザーの設定」に移動して、設定を⾏っ
てください。

• 認証情報を印刷するには、ユーザーを選択して「印刷」をクリックします。
• 認証情報を SMS で再送信するに

は、
をクリックします。

• ユーザーの状態をアクティブから⾮アクティブ (またはその逆） に切り替えるには、ユーザーを
選択し、「ステータスの変更」をクリックします。

関連概念
ライブユーザー (p. 16)
ライブユーザーは現在 XG Firewall にサインしているユーザーです。
関連タスク
単⼀のゲストユーザーの追加 (p. 419)
ゲストユーザーを追加 (登録) する際は、有効期間や有効にするタイミングなど、基本的な項⽬を指
定します。他の項⽬ (ユーザー名とパスワードなど) は、ゲストユーザーの設定に基づいて⽣成されま
す。 ゲストユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプ
ティブポータルにリダイレクトされます。
複数のゲストユーザーの追加 (p. 420)
ゲストユーザーを追加 (登録) する際は、有効期間や有効にするタイミングなど、基本的な項⽬を指
定します。他の項⽬ (ユーザー名とパスワードなど) は、ゲストユーザーの設定に基づいて⽣成されま
す。 ゲストユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプ
ティブポータルにリダイレクトされます。

19.7.1 単⼀のゲストユーザーの追加
ゲストユーザーを追加 (登録) する際は、有効期間や有効にするタイミングなど、基本的な項⽬を指
定します。他の項⽬ (ユーザー名とパスワードなど) は、ゲストユーザーの設定に基づいて⽣成されま
す。 ゲストユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプ
ティブポータルにリダイレクトされます。
1. 「認証」 > 「ゲストユーザー」に移動して、「単⼀の追加」をクリックします。
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2. 名前を⼊⼒します。

注
これはユーザーレコードの名前です。ユーザー名ではありません。

3. メールアドレスを⼊⼒します。
4. 有効期間を指定します。
5. 有効期間を開始するタイミングを指定します。

オプション 説明

即時 ゲストユーザーを追加すると、ただちに有効期
間が開始します。

初回ログイン後 ゲストユーザーが初めてログインした時点から
有効期間が開始します。

6. 「追加」をクリックして、ユーザーを追加するか、「追加して印刷」をクリックし、ユーザーを
追加して、認証情報を印刷します。

「認証」 > 「ゲストユーザー」に移動して、ユーザーの

をクリックします。必要に応じてポリシーと設定を指定します。

関連概念
ゲストユーザー (p. 419)
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 認証情報は印刷するか、SMS で送信することができます。ゲスト
ユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプティブポー
タルにリダイレクトされます。

19.7.2 複数のゲストユーザーの追加
ゲストユーザーを追加 (登録) する際は、有効期間や有効にするタイミングなど、基本的な項⽬を指
定します。他の項⽬ (ユーザー名とパスワードなど) は、ゲストユーザーの設定に基づいて⽣成されま
す。 ゲストユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプ
ティブポータルにリダイレクトされます。
1. 「認証」 > 「ゲストユーザー」に移動して、「複数の追加」をクリックします。
2. ユーザー数を指定します。
3. 有効期間を指定します。
4. 有効期間を開始するタイミングを指定します。

オプション 説明

即時 ゲストユーザーを追加すると、ただちに有効期
間が開始します。

初回ログイン後 ゲストユーザーが初めてログインした時点から
有効期間が開始します。

5. 「追加」をクリックして、ユーザーを追加するか、「追加して印刷」をクリックし、ユーザーを
追加して、認証情報を印刷します。
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「認証」 > 「ゲストユーザー」に移動して、追加したユーザーごとに

をクリックします。必要に応じてポリシーと設定を指定します。

関連概念
ゲストユーザー (p. 419)
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 認証情報は印刷するか、SMS で送信することができます。ゲスト
ユーザーは認証後、選択したポリシーに基づいてアクセスが与えられるか、またはキャプティブポー
タルにリダイレクトされます。

19.7.3 ゲストユーザーの詳細
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 必要に応じてポリシーと設定を指定します。
• パスワードを変更するには、「パスワードの変更」をクリックします。
• インターネットトラフィックの統計情報を表⽰するには、「使⽤状況の表⽰」をクリックしま

す。
• インターネットトラフィックの統計情報をリセットし、ユーザーのネットワークトラフィック

クォータの集計を新しく始めるには「ユーザーの利⽤通信量のリセット」をクリックします。

ポリシー

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

グループ ユーザーを追加するグループ。ユーザーは、グ
ループに割り当てられたすべてのポリシーを継承
します。

ネット閲覧クォータ 定義済みの期間や周期に基づき、アクセスを制御
します。このポリシーには、周期、時間、有効期
間、最⼤時間などを指定できます。

アクセス時間 定義済みの反復期間に基づき、アクセスを許可ま
たは拒否します。

ネットワークトラフィック 帯域使⽤量に基づき、アクセスを制御します。
トラフィックシェーピング QoS トラフィックシェーピングポリシーに基づ

き、アクセスを制御します。このポリシーには、
ポリシーの関連付け、優先順位、アップロードや
ダウンロードの上限などを指定できます。

リモートアクセス VPN 経由でリモートユーザーにアクセス制御を
適⽤します。

クライアントレス ブラウザのみをクライアントとして使⽤するユー
ザーのアクセスを制御します。このポリシーに
は、クライアントレスユーザーにアクセスを許
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可するブックマークやリソースなどを指定できま
す。

設定

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

L2TP L2TP によるアクセスを許可します。L2TP でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

PPTP PPTP によるアクセスを許可します。PPTP でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

Sophos Connect クライアント 構成済みの CISCO VPN クライアントによるリ
モートアクセスを許可します。CISCO VPN でア
クセスするユーザーにリースする IP アドレスを
指定することもできます。

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダイ
ジェスト形式で送信します。

同時ログイン ユーザーに許可する同時セッション数。グローバ
ル設定に指定した値を使⽤するか、それ以外の値
を指定します。

MAC バインド ユーザーが指定されたデバイス経由でログオンす
ることを要求します。

ログインの制限 指定されたノードからのアクセスを許可します。
無制限 (任意のノード)、特定のノード、または
ノード範囲を指定することができます。

関連概念
アクセス時間 (p. 470)
アクセス時間を指定して、ユーザー、グループ、ゲストユーザーのインターネットアクセスを制御す
ることができます。とおそのためには、時間帯を指定して、インターネットアクセスを許可または
拒否します。ファイアウォールには、よく使⽤されるデフォルトポリシーがいくつか定義されていま
す。

19.8 クライアントレスユーザー
クライアントレスユーザーはインターネットにアクセスする時にクライアントを使って認証する必要
はありません。ファイアウォールでは、ユーザー名と IP アドレスを照合して、ユーザーを認証しま
す。
• ユーザーの状態をアクティブから⾮アクティブ (またはその逆） に切り替えるには、ユーザーを

選択し、「ステータスの変更」をクリックします。

関連概念
ライブユーザー (p. 16)
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ライブユーザーは現在 XG Firewall にサインしているユーザーです。
関連タスク
単⼀のクライアントレスユーザーの追加 (p. 423)
複数のクライアントレスユーザーの追加 (p. 423)

19.8.1 単⼀のクライアントレスユーザーの追加
1. 「認証」 > 「クライアントレスユーザー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

ユーザー名 ファイアウォールの内側にいるユーザーが認証
に使⽤する名前。

IP アドレス ユーザーの IP アドレス。

グループ ユーザーを追加するグループ。ユーザーは、グ
ループに割り当てられたすべてのポリシーを継
承します。

名前 ユーザーレコード名。

メール ユーザーのメールアドレス。

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダ
イジェスト形式で送信します。

3. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「クライアントレスユーザー」に移動して、ユーザーの

をクリックします。必要に応じてポリシーと設定を指定します。

関連概念
クライアントレスユーザー (p. 422)
クライアントレスユーザーはインターネットにアクセスする時にクライアントを使って認証する必要
はありません。ファイアウォールでは、ユーザー名と IP アドレスを照合して、ユーザーを認証しま
す。

19.8.2 複数のクライアントレスユーザーの追加
1. 「認証」 > 「クライアントレスユーザー」に移動して、「範囲の追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

開始 IP IP アドレス範囲の最初のアドレス。

終了 IP IP アドレス範囲の最後のアドレス。

グループ すべてのユーザーを追加するグループ。ユー
ザーは、グループに割り当てられたすべてのポ
リシーを継承します。ユーザーの詳細を編集し
て、ユーザーに適⽤されたポリシーを変更でき
ます。ユーザーレベルで指定されたポリシーは

Copyright © 2018 Sophos Limited 423



XG Firewall

オプション 説明
グループレベルで指定されたポリシーよりも優
先されます。

3. 「保存」をクリックします。
「認証」 > 「クライアントレスユーザー」に移動して、追加したユーザーの

をクリックします。必要に応じてポリシーと設定を指定します。

関連概念
クライアントレスユーザー (p. 422)
クライアントレスユーザーはインターネットにアクセスする時にクライアントを使って認証する必要
はありません。ファイアウォールでは、ユーザー名と IP アドレスを照合して、ユーザーを認証しま
す。

19.8.3 クライアントレスユーザーの詳細
クライアントレスユーザーはインターネットにアクセスする時にクライアントを使って認証する必要
はありません。ファイアウォールでは、ユーザー名と IP アドレスを照合して、ユーザーを認証しま
す。 必要に応じてポリシーと設定を指定します。
• インターネットトラフィックの統計情報を表⽰するには、「使⽤状況の表⽰」をクリックしま

す。
• インターネットトラフィックの統計情報をリセットし、ユーザーのネットワークトラフィック

クォータの集計を新しく始めるには「ユーザーの利⽤通信量のリセット」をクリックします。

ポリシー

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

トラフィックシェーピング QoS トラフィックシェーピングポリシーに基づ
き、アクセスを制御します。このポリシーには、
ポリシーの関連付け、優先順位、アップロードや
ダウンロードの上限などを指定できます。

設定

注
ユーザーレベルで指定されたポリシーはグループレベルで指定されたポリシーよりも優先されま
す。

隔離ダイジェストメール 隔離されているメールメッセージのリストをダイ
ジェスト形式で送信します。
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19.9 ゲストユーザーの設定
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 ここでは、ゲストユーザーが登録ページで⾃ら登録することを許可
する⽅法や、ゲストユーザーの認証⽅法、デフォルトグループの設定⽅法を説明します。

ゲストユーザーの全般設定

ユーザー名のプレフィックス ゲストユーザーのユーザー名の⽣成に使⽤するプ
レフィックス。

グループ ゲストユーザーに割り当てるグループ。ユーザー
はグループのポリシーを継承します。

パスワード⻑ ゲストユーザー⽤に⽣成されるパスワードの⽂字
数。パスワードを⻑くすると、セキュリティが向
上します。

パスワードの複雑性 ⽣成されるパスワードの種類。パスワードを複雑
にすると、セキュリティが向上します。

免責事項 ユーザー認証画⾯の下に表⽰するメッセージ。イ
ンターネットの使⽤に関わる法的責任や料⾦など
を記載します。

有効期限経過時の⾃動消去 ユーザーの有効期間が切れたときに、ユーザーの
詳細情報を消去します。

注
この設定は、ログには影響しません。

ゲストユーザーの登録設定

ゲストユーザー登録の有効化 ゲストユーザーがユーザーポータルで⾃ら登録す
ることを許可します。

SMS ゲートウェイ ここで指定したゲートウェイに、ゲストユーザー
の認証情報が SMS で送信されます。

ゲストユーザー名 ゲストユーザー名の割り当て⽅法。「携帯電話番
号をユーザー名として使⽤」を選択しなかった場
合は、「ユーザー名のプレフィックス」に指定さ
れた値を使ってユーザー名を⽣成します。

ユーザーの有効期間 (⽇数) ゲストユーザーの有効期間 (⽇数)。
デフォルトの国コード ゲストユーザーの登録ページで、携帯電話番号の

前に表⽰するデフォルトの国コード。
CAPTCHA 認証 ゲストユーザー登録ページで CAPTCHA

(Completely Automated Public Turing Test To
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Tell Computers and Humans Apart) の⼊⼒を
義務付けます。

SMS ゲートウェイ
SMS ゲートウェイを使うと、ゲストユーザー登録の⽬的で、SMS メッセージを送受信できるよう
になります。ファイアウォールでは、HTTP および HTTPS ベースの SMS サービスがサポートされ
ています。

関連タスク
SMS ゲートウェイの設定 (p. 426)

19.9.1 SMS ゲートウェイの設定
1. 「認証」 > 「ゲストユーザーの設定」に移動し、「SMS ゲートウェイ」にスクロールし、「追

加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

URL SMS リクエスト送信⽤の SMS ゲートウェイの
URL。

HTTP メソッド SMS ゲートウェイへの SMS リクエストの 送
信⽅法。指定リソースにデータをリクエストす
るには、「Get」を選択します。指定リソース
に処理⽤データを送信するには、「Post」を選
択します。

携帯電話番号の形式 携帯電話番号に、国コードを使⽤します。

番号のプレフィックス 携帯電話番号に使⽤するプレフィックス値。半
⾓英数字と ASCII 特殊⽂字を含めることがで
きます。

4. サービスプロバイダーによって指定されたリクエストパラメータを⼊⼒します。
リクエスト URL が

http://www.example.com/sms.aspx?
user=joey&pass=joey123&mbno=9792234567&msg=Test

の場合、リクエストパラメータは次の通りです。

名前 値

user joey

pass joey123

mbno 9792234567

msg Test

5. サービスプロバイダーによって指定された応答形式を⼊⼒します。
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受信する応答が

status=302&message=Limit Exceeded

の場合、応答形式は次の通りです。

status={0}&message={1}

6. サービスプロバイダーによって指定された応答パラメータを⼊⼒します。
応答形式が

status={0}&message={1}

の場合、応答パラメータは次の通りです。

インデックス 名前

0 status

1 message

7. 「保存」をクリックします。
「接続のテスト」をクリックして、携帯電話番号を⼊⼒します。ゲートウェイに接続できる場合
は、SMS メッセージが届きます。

関連概念
ゲストユーザーの設定 (p. 425)
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 ここでは、ゲストユーザーが登録ページで⾃ら登録することを許可
する⽅法や、ゲストユーザーの認証⽅法、デフォルトグループの設定⽅法を説明します。

19.10 クライアントダウンロード
ここでは、シングルサインオン、透過的認証、およびメール暗号化⽤のクライアントとコンポーネン
トをダウンロードするときの設定を説明します。

シングルサインオン

Sophosシングルサインオンクライアント
(SSO)

ユーザーがネットワークとデバイスに同時にログ
オンできるようにします。ユーザーのマシン上に
クライアントが必要です。

Sophos Transparent Authentication Suite
(STAS)

Windows の認証情報を使⽤して透過型認証をで
きるようにします。ユーザーは⼀度ログオンする
だけで、ネットワークリソースにアクセスできま
す。ユーザーのマシン上にクライアントは不要で
す。

Sophos Authentication for Thin Client
(SATC)

Citrix またはターミナルサービスを使⽤している
環境で、透過型認証をできるようにします。ユー
ザーはネットワーク認証情報を使⽤して⼀度ログ
オンするだけで済みます。ユーザーのマシン上に
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クライアントは不要です。SATC は TCP 接続に
のみ対応します。UDP 接続には対応していませ
ん。

認証クライアント

MSI のダウンロード ネットワーク管理者が Microsoft Installer を
使って、ユーザーデバイスに認証クライアントを
インストールできるようにします。

MSI の CA をダウンロード MSI とともにクライアントにインストールするデ
ジタル証明書をダウンロードします。この証明書
を使って、ファイアウォールに対して安全な接続
を確⽴できます。

Windows 向けのダウンロード Windows ユーザーが、ファイアウォールに設定
されているポリシーに従ってネットワークにログ
オンし、インターネットにアクセスできるように
します。

MAC OS X 向けのダウンロード macOS ユーザーが、ファイアウォールに設定さ
れているポリシーに従ってネットワークにログオ
ンし、インターネットにアクセスできるようにし
ます。

Linux 向けのダウンロード Linux ユーザーが、ファイアウォールに設定され
ているポリシーに従ってネットワークにログオン
し、インターネットにアクセスできるようにしま
す。

iOS/Android クライアント向け証明書のダウン
ロード

Sophos Authenticator 内にインストールするデ
ジタル証明書をダウンロードします。この証明書
を使って、ファイアウォールに対して安全な接続
を確⽴できます。

SPX Add-In
SPX アドインを使うと、ユーザーが Microsoft Outlook から直接 Sophos メールプロテクション
を使⽤して送信メッセージを暗号化することができます。
インタラクティブなインストールを⾏うには、setup.exe を実⾏します。
⾃動インストールを⾏うには、次のように指定してインストーラを実⾏します:

msiexec /qr /i SophosOutlookAddInSetupUTM.msi T=1 EC=3 C=1 I=1

⾃動インストールには、以下が必要です。
• Windows XP、Windows Vista、Windows 7、または Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビッ

ト)
• Microsoft Outlook 2007 SP3、2010、または 2013 (32 ビットおよび 64 ビット)
• Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
• Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 4.0
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関連概念
ライブユーザー (p. 16)
ライブユーザーは現在 XG Firewall にサインしているユーザーです。

19.11 STAS
Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) では、Windows ドメインのユーザーが
Windows にログインすると、⾃動的にファイアウォールにもログオンします。これにより、ログオ
ンを何回も⾏ったり、各ワークステーションに SSO クライアントをインストールする必要がなくな
ります。
STAS はエージェントとコレクターで構成されます。エージェントはユーザー認証リクエストを監
視し、コレクターに認証⽤の情報を送信します。コレクターはエージェントからユーザー認証リク
エストを収集・処理し、ファイアウォールにその認証情報を転送します。

注
ドメインコントローラで実⾏する必要があるのはエージェントだけです。コレクターは他のマシ
ンにインストールしても構いません。⽣成されるトラフィック量によっては、コレクターをドメ
インコントローラにインストールしないほうがよい場合もあります。

• STAS をダウンロードするには、「認証」 > 「クライアントダウンロード」に移動します。
• STAS の導⼊に使⽤するファイアウォールを設定するには、「Sophos Transparent

Authentication Suite (STAS) を有効にする」オン/オフスイッチをクリックして、「STAS を
アクティベートする」をクリックします。

• ユーザーがしばらく操作しないときの設定を指定するには、「ユーザーの操作なしを有効にす
る」オン/オフスイッチをクリックします。

• コレクターを追加するには、「新しいコレクターの追加」をクリックします。

全般設定

操作なしタイマー ユーザーが操作しなかったときにログアウトされ
るまでの時間 (分)。この時間内に指定されたデー
タ量を転送しなかったユーザーは⾃動的にログア
ウトされます。

データ転送しきい値 操作したとみなされる最⼩のデータ転送量 (バイ
ト)。

関連タスク
コレクターの追加 (p. 430)
コレクターはエージェントからユーザー認証リクエストを収集・処理し、ファイアウォールにその認
証情報を転送します。
関連情報
STAS による透過的認証の設定 (p. 442)
クライアントレス SSO は Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) の形式で提供されま
す。STAS は、Active Directory サーバーが 1 台ある環境に導⼊できます。
STAS クイックスタートガイド
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19.11.1 コレクターの追加
コレクターはエージェントからユーザー認証リクエストを収集・処理し、ファイアウォールにその認
証情報を転送します。
「Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) を有効にする」をオンにし
て、「STAS をアクティベートする」をクリックします。
1. 「新しいコレクターの追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

コレクター IP STAS コレクターの IP アドレス。ファイア
ウォールは、指定された IP とポートからの接
続リクエストを待機します。

コレクターポート コレクターポート。

コレクターグループ コレクターを追加するグループ。新規グループ
または既存グループに追加できます。

3. 「保存」をクリックします。

関連概念
STAS (p. 429)
Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) では、Windows ドメインのユーザーが
Windows にログインすると、⾃動的にファイアウォールにもログオンします。これにより、ログオ
ンを何回も⾏ったり、各ワークステーションに SSO クライアントをインストールする必要がなくな
ります。

19.11.2 クライアントレス SSO 認証
クライアントレス SSO は、Sophos Transparent Authentication Suite を使って実装します。
ワークフローは以下の通りです:
1. ユーザーは LAN 内の任意のワークステーションから Active Directory ドメインコントローラ

にログオンします。ドメインコントローラはユーザーのログオン情報を認証します。
2. AD はセッション情報を取得し、セキュリティ監査ログを作成します。ユーザー認証が成功する

と、AD は ID が 672 (Windows 2003) または 4768 (Windows 2008 以降) のイベントを作
成します。

3. エージェントは AD サーバーを監視し、上記のイベント ID からセッション情報を取得しま
す。

4. エージェントは、ユーザー名と IP アドレスを同時に、デフォルトの TCP ポート (5566) 経由
でコレクターに転送します。

5. コレクターはこれを受け、成功した認証情報をファイアウォールの UDP ポート 6060 に送信
します。

6. ファイアウォールは、不明な IP からのトラフィックを検出した場合、コレクターのポート
6677 にクエリすることができます。

7. ユーザーがインターネットリクエストを開始します。
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8. ファイアウォールはユーザー情報とローカルユーザーマップを照会して、ユーザーに適切なセ
キュリティポリシーを適⽤します。

ファイアウォールは AD サーバーにクエリを送信し、STAS エージェントからのデータに基づいて
グループメンバーシップを判定します。このデータに基づき、アクセスを許可または拒否します。
ワークステーションに直接 (ローカルで) ログオンし、ドメインにログオンしていないユーザーは、
認証されず、未認証のユーザーとみなされます。ドメインにログオンしていないユーザーは、キャ
プティブポータルでの認証が必要になります。

19.11.3 認証されていないトラフィック
ファイアウォール上で、不明な IP アドレスからのトラフィックが検出された場合、そのアドレスは学
習モードに⼊り、コレクターにユーザー情報リクエストが送信されます。学習モードに⼊ると、その
アドレスから⽣成されるトラフィックはファイアウォールで破棄されます。
学習モードでコレクターから応答がない場合、STAS はそのアドレスを 1 時間、未認証状態にしま
す。1 時間後、ファイアウォールが学習モードになって、もう⼀度ログオンが試⾏されます。未認
証状態のトラフィックには、未認証トラフィック⽤のルールが適⽤されます。
ドメインに含まれないホストは STAS によって制御されず、ファイアウォール上で未認証とみなさ
れます。そのため、ドメインに含まれないホストがネットワーク上にある場合は、これらの IP アド
レス⽤にクライアントレスユーザーを作成してください。そうすると、その IP からのトラフィック
が破棄されず、該当するクライアントレスポリシーに従って処理されるようになります。
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19.12 2 要素認証の設定
2 要素認証を使って、信頼できるデバイスを使⽤しているユーザーのみがログオンできるようにし
ます。2 要素認証を⾏うには、OTP サービスを設定します。その後、エンドユーザーが Sophos
Authenticator を使ってトークンをスキャンし、パスコードを取得します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• OTP サービスをオンにして、設定を指定する。
• クライアント上の Sophos Authenticator を使ってトークンをスキャンし、パスコードを取得す

る。

関連概念
ワンタイムパスワード (p. 415)
ワンタイムパスワード (パスコード) を使って、2 要素認証を⾏うことができます。 パスコードは、
モバイルデバイスまたはタブレット上で Sophos Authenticator を使って⽣成します (インターネッ
ト接続は不要です)。ユーザーはログオンするときに、パスワードとパスコードを指定する必要があり
ます。

 OTP サービスの設定
まず、OTP サービスをオンにします。セキュリティを徹底するには、この認証⽅式をすべてのユー
ザーに対して義務付けます。また、2 要素認証を要求する機能も指定します。
ファイアウォールで次の⼿順を実⾏します。
1. 「認証」 > 「ワンタイムパスワード」に移動して、「設定」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

ワンタイムパスワード オン

全ユーザーの OTP オン

ユーザーの OTP トークンを⾃動⽣成 オン
3. 「WebAdmin」と「ユーザーポータル」の OTP を有効にします。
4. 「適⽤」をクリックします。

 トークンとパスコードの取得
エンドユーザーは Sophos Authenticator を使って、ユーザーポータルの OTP トークンをスキャン
します。すると、Authenticator によってパスコードが⽣成されます。
次の⼿順は、エンドユーザーが実⾏します。
1. Android ⽤の Sophos Authenticator または iOS ⽤の Sophos Authenticator をモバイルデバイ

スにダウンロードします。
2. ユーザーポータルにログインします。
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ユーザーポータルに、OTP トークンが表⽰されます。

3. Sophos Authenticator を使って、OTP トークンをスキャンします。
Sophos Authenticator がパスコードを⽣成します。

4. ユーザーポータルの画⾯に戻って、次の形式でパスワードを⼊⼒してログインします:
<user_password><generated_passcode>

19.13 OTP トークンの⼿動での導⼊
トークンを⾃動⽣成するようにサービスを設定した場合でも、エンドユーザーに OTP トークンを⼿動
で提供しなければならないような場合があります。たとえば、ユーザーが Sophos Authenticator に
アクセスできない場合などです。このような場合は、OTP サービスを設定し、トークンを⼿動で作成
して提供します。ユーザーはこのトークンをキャプティブポータルで取得します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• OTP サービスをオンにして、設定を指定する。
• トークンを追加し、ユーザーポータル経由でユーザーに提供する。

関連概念
ワンタイムパスワード (p. 415)
ワンタイムパスワード (パスコード) を使って、2 要素認証を⾏うことができます。 パスコードは、
モバイルデバイスまたはタブレット上で Sophos Authenticator を使って⽣成します (インターネッ
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ト接続は不要です)。ユーザーはログオンするときに、パスワードとパスコードを指定する必要があり
ます。

 OTP サービスの設定
まず、OTP サービスをオンにします。セキュリティを徹底するには、この認証⽅式をすべてのユー
ザーに対して義務付けます。また、2 要素認証を要求する機能も指定します。
ファイアウォールで次の⼿順を実⾏します。
1. 「認証」 > 「ワンタイムパスワード」に移動して、「設定」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

ワンタイムパスワード オン

全ユーザーの OTP オン

ユーザーの OTP トークンを⾃動⽣成 オン
3. 「WebAdmin」と「ユーザーポータル」の OTP を有効にします。
4. 「適⽤」をクリックします。

 トークンの追加
トークンを追加します。エンドユーザーはトークンをキャプティブポータルで取得します。
1. 「認証」 > 「ワンタイムパスワード」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

オプション 説明

シークレット abcdefabcdefabcdefabcdefabcdefabcdef

ユーザー jsmith
3. 「保存」をクリックします。

エンドユーザーがキャプティブポータルから QR コードを利⽤できるようになります。ユーザー
は Sophos Authenticator でコードをスキャンし、パスコードを使⽤してログオンできます。

4. 任意: ユーザーの

をクリックします。

トークン (QR コードと、テキスト形式のキー) が表⽰されます。テキスト形式のキーを、ユー
ザーに送信できます。
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19.14 Active Directory 認証の設定
既存の Active Directory ユーザーをファイアウォールに追加することができます。そうするに
は、AD サーバーを追加し、グループをインポートし、プライマリ認証⽅法を設定します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• Active Directory サーバーをファイアウォールに追加し、設定する。
• グループのインポートウィザードで AD グループをインポートする。
• プライマリ認証⽅法を設定し、最初に AD サーバーに対してクエリが実⾏されるようにする。

関連概念
Active Directory サーバー (p. 393)
Microsoft Active Directory を使うと、Windows ドメインにファイアウォールを登録し、プライマリ
ドメインコントローラ上にそのオブジェクトを作成することができます。その後、ファイアウォール
は Windows ドメインネットワーク上のユーザー情報とリソース情報をクエリできます。

 Active Directory サーバーの追加
まず、Active Directory サーバーを追加して、検索クエリを指定します。
このタスクを完了するためには、以下の情報が必要です。
• ドメイン名
• NetBIOS ドメイン
• Active Directory サーバーのパスワード
Active Directory サーバーのプロパティを確認します。たとえば、Microsoft Windows で
は、Windows 管理ツールに移動します。
検索クエリはドメイン名 (DN) に基づきます。この例では、ドメイン名は sophos.com なので、検
索クエリは次の通りです。dc=sophos,dc=com。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。
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注
ここに記載されていない設定項⽬は、デフォルトの値を使⽤してください。

Active Directory サーバーで設定したパスワードを使⽤してください。

オプション 説明

サーバーの種類 Active Directory

サーバー名 My_AD_Server

サーバー IP/ドメイン 192.168.1.100

NetBIOS ドメイン sophos

ADS ユーザー名 administrator

パスワード <AD サーバーのパスワード>

ドメイン名 sophos.com

検索クエリ dc=sophos,dc=com
3. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
4. 「保存」をクリックします。

 Active Directory グループのインポート
Active Directory グループをファイアウォールにインポートし、ポリシーを指定します。
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、

「 」
をクリックします。

2. グループのインポートウィザードで、「開始」をクリックします。
3. グループのベース DN を選択します。
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4. インポートする AD グループを選択します。

5. グループに対して共通のポリシーを選択します。

6. 選択内容を確認します。
7. 結果を表⽰します。
8. 「認証」 > 「グループ」に移動し、最近インポートしたグループを確認します。

 プライマリ認証⽅法の設定
Active Directory サーバーに対して最初にクエリするには、プライマリ認証⽅法として設定しま
す。ユーザーが最初にファイアウォールにログオンしたときに、指定されたデフォルトグループのメ
ンバーとして⾃動的に追加されます。
1. 「認証」 > 「サービス」に進んでください。
2. 認証サーバーの⼀覧で、「My_AD_Server」を選択します。
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3. サーバーを、選択されたサーバーリストの⼀番上に移動します。

4. 「適⽤」をクリックします。
「認証」 > 「グループ」に移動し、インポートしたグループを確認します。

19.15 LDAP 認証の設定
既存の LDAP ユーザーをファイアウォールに追加することができます。ユーザーを専⽤グループ
に追加することで、これらのユーザー向けのポリシーを指定することができます。グループを追加
し、LDAP サーバー追加し、プライマリ認証⽅法を設定します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• LDAP ユーザー⽤のグループを追加し、ポリシーを指定する。
• LDAP サーバーを追加し、設定する。
• プライマリ認証⽅法を設定し、最初に LDAP サーバーに対してクエリが実⾏されるようにし

て、LDAP ユーザーを専⽤グループに割り当てる。

関連概念
LDAP サーバー (p. 390)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は X.500 規格に基づいてディレクトリサービスを
クエリ/変更するためのネットワークプロトコルです。この LDAP プロトコルを使⽤して、いくつか
のサービスへのユーザーアクセスを制御します。具体的には、ユーザの属性やグループメンバーシッ
プに基づいてアクセスを許可または拒否します。LDAPS (LDAP over SSL/TLS) もサポートされてい
ます。(LDAPS は、LDAP Secure、SLDAP、Secure LDAP と呼ばれることもあります。また、SSL
は Secure Sockets Layer、TLS は Transport Layer Security の略です。)

 LDAP グループの追加
LDAP ユーザー専⽤グループを作成し、アクセスポリシーを指定します。
1. 「認証」 > 「グループ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。
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注
ここに記載されていない設定項⽬は、デフォルトの値を使⽤してください。

オプション 説明

グループ名 LDAP

ネット閲覧クォータ インターネットアクセスを制限しない

アクセス時間 常に許可
3. 「保存」をクリックします。

 LDAP サーバーの追加
LDAP サーバーを追加して、ベース DN を指定します。
このタスクを完了するためには、以下の情報が必要です。
• 認証の属性
• グループ名の属性
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。

注
ここに記載されていない設定項⽬は、デフォルトの値を使⽤してください。

オプション 説明

サーバーの種類 LDAP サーバー

サーバー名 LDAP_Server

サーバー IP/ドメイン 192.168.1.101

接続のセキュリティ SSL/TLS

ベース DN DC=sophos,DC=com

認証の属性 UID

グループ名の属性 GID

有効期限の属性 ⽇付
3. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
4. 「保存」をクリックします。

 プライマリ認証⽅法の設定
LDAP サーバーに対して最初にクエリするには、プライマリ認証⽅法として設定します。ユーザーが
最初にファイアウォールにログオンしたときに、指定されたデフォルトグループのメンバーとして⾃
動的に追加されます。 この例では、LDAP グループを指定しています。
1. 「認証」 > 「サービス」に進んでください。
2. 認証サーバーの⼀覧で、「LDAP_Server」を選択します。
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3. サーバーを、選択されたサーバーリストの⼀番上に移動します。
4. デフォルトのグループとして、「LDAP」を選択します。

5. 「適⽤」をクリックします。

19.16 RADIUS 認証の設定
既存の RADIUS ユーザーをファイアウォールに追加することができます。そうするには、RADIUS
サーバーを追加し、プライマリ認証⽅法を設定します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• RADIUS サーバーをファイアウォールに追加し、設定する。
• プライマリ認証⽅法を設定し、最初に RADIUS サーバーに対してクエリが実⾏されるようにす

る。

関連概念
RADIUS サーバー (p. 396)
RADIUS は、ルーターなどのネットワークデバイスから、データベースを使ってユーザーを認証する
ためのプロトコルです。パスワードは RADIUS シークレットを使って暗号化されます。サービスへの
リクエストが送信されると、リクエストの送信元クライアントの属性 (IP アドレスなど) が、特定の
属性グループと照合され、⼀致した場合はアクセス権が与えられます。認証データと承認データは、
ユーザープロファイルに保存されます。RADIUS では、利⽤通信量の計算もサポートされています
(このデータは、請求処理や統計分析によく使⽤されます)。

 RADIUS サーバーの追加
RADIUS サーバーを追加して、共有シークレットとグループ名の属性を指定します。
このタスクを完了するためには、以下の情報が必要です。
• RADIUS サーバーの共有シークレット
• RADIUS サーバーのグループ名の属性
1. 「認証」 > 「サーバー」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 設定を指定します。
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注
ここに記載されていない設定項⽬は、デフォルトの値を使⽤してください。

RADIUS サーバーに設定されている共有シークレットと、グループ名の属性を使⽤します。

オプション 説明

サーバーの種類 RADIUS サーバー

サーバー名 SF_RADIUS

サーバー IP 192.168.1.102

利⽤通信量の計算を有効にする はい

利⽤通信量ポート 1813

共有シークレット <RADIUS サーバーの共有シークレット>

グループ名の属性 <RADIUS サーバーのグループ名の属性>
3. 「接続のテスト」をクリックし、ユーザー認証情報を検証し、サーバーへの接続を確認します。
4. 「保存」をクリックします。

 プライマリ認証⽅法の設定
RADIUS サーバーに対して最初にクエリするには、プライマリ認証⽅法として設定します。 ユーザー
が最初にファイアウォールにログオンしたときに、指定されたデフォルトグループのメンバーとして
⾃動的に追加されます。
1. 「認証」 > 「サービス」に進んでください。
2. 認証サーバーの⼀覧で、「SF_RADIUS」を選択します。
3. サーバーを、選択されたサーバーリストの⼀番上に移動します。

4. 「適⽤」をクリックします。
構成をテストするには、RADIUS サーバーのユーザー認証情報を使ってキャプティブ
ポータルにログインします。キャプティブポータルにアクセスするには、「https://
<SFOS_IP_address>:8090」と指定します。
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19.17 STAS による透過的認証の設定
クライアントレス SSO は Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) の形式で提供されま
す。STAS は、Active Directory サーバーが 1 台ある環境に導⼊できます。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• STAS をインストールして、エージェントとコレクターを構成する。
• STAS をファイアウォールに導⼊する。
• ライブユーザーを確認する。

関連概念
STAS (p. 429)
Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) では、Windows ドメインのユーザーが
Windows にログインすると、⾃動的にファイアウォールにもログオンします。これにより、ログオ
ンを何回も⾏ったり、各ワークステーションに SSO クライアントをインストールする必要がなくな
ります。

 システムセキュリティの設定
監査ポリシーを設定し、ユーザー権利を割り当て、ファイアウォールの設定を変更します。
1. Windows で、スタートボタンをクリックし、「Windows 管理ツール」 > 「ローカルセキュリ

ティポリシー」に移動します。
2. 「ローカルポリシー」 > 「監査ポリシー」に移動し、「監査アカウントのログオンイベント」を

開きます。
3. 「成功」オプションと「失敗」オプションを選択し、「OK」をクリックします。
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4. 「ローカルポリシー」 > 「ユーザー権利の割り当て」に移動し、「サービスとしてログオン」を
開きます。

5. STAS をインストールして実⾏する管理ユーザーがリストに含まれていない場合は、「ユーザーま
たはグループの追加」をクリックし、ユーザーを追加し、「OK」をクリックします。

6. ポートを開きます。
Windows ファイアウォールとサードパーティのファイアウォールで、次のポート経由の通信が
許可されるように設定します。
• AD サーバー: 受信 UDP 6677、送信 UDP 6060、送信 TCP 135、445 (ワークステーショ

ンポーリングメソッドとして WMI または Registry Read Access を使⽤する場合)、送
信 ICMP (Logoff Detection Ping を使⽤する場合)、送受信 UDP 50001 (コレクターテス
ト)、送受信 TCP 27015 (構成の同期)。

• ワークステーション: 受信 TCP 135 & 445 (ワークステーションポーリングメソッドとし
て WMI または Registry Read Access を使⽤する場合)、受信 ICMP (Logoff Detection
Ping を使⽤する場合)。

注
ワークステーションで、RPC サービス、RPC ロケーターサービス、DCOM サービス、WMI
サービスの WMI/Registry Read Access を有効にする必要があります。

 STAS のインストール
STAS をダウンロードして、Active Directory サーバーにインストールします。
1. ファイアウォールで、「認証」 > 「クライアントダウンロード」に移動して、「Sophos

Transparent Authentication Suite (STAS)」をダウンロードします。
2. インストーラを Active Directory サーバーに移動します。
3. Active Directory サーバーでインストーラを起動して、「次へ」をクリックします。
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4. セットアップウイザードに従って、インストール先やその他のオプションを指定します。その
後、「インストール」をクリックします。

5. 「SSO Suite」を選択し、「次へ」をクリックします。

6. 管理者の認証情報を⼊⼒して、「次へ」をクリックします。
7. 「完了」をクリックします。
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 STAS の構成
コレクターとエージェントを構成し、全般設定を指定します。
1. AD サーバーで STAS を開始し、「STA コレクター」タブをクリックし、設定を指定します。

注
ここに記載されていない設定項⽬は、デフォルトの値を使⽤してください。

オプション 説明

Sophos Appliances 192.168.1.251

ワークステーションポーリング設定 WMI

2. 「STA エージェント」タブをクリックし、設定を指定します。

オプション 説明

監視対象ネットワーク 192.168.1.0/24
3. 「全般」タブをクリックし、設定を指定します。

オプション 説明

NetBIOS 名 TESTLAB

完全修飾ドメイン名 testlab.com
4. 「適⽤」をクリックします。
5. 「開始」をクリックして、STAS サービスを開始します。

 ファイアウォールへの STAS の導⼊
STAS をファイアウォール上でアクティベートし、新規コレクターを追加します。その後、AD サー
バーで STAS を開き、ファイアウォールの IP アドレスが表⽰されていることを確認します。最後
に、ユーザー ID に基づいてトラフィックを制御するためのファイアウォールルールを作成します。
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STAS を導⼊する前に、「認証」 > 「サービス」に移動し、AD サーバーをプライマリ認証⽅法と
して選択してください。

1. ファイアウォールで、「認証」 > 「STAS」に移動します。
2. 「Sophos Transparent Authentication Suite (STAS) を有効にする」をオンにし

て、「STAS をアクティベートする」をクリックします。

3. 「新しいコレクターの追加」をクリックして、設定を指定します。

オプション 説明

コレクター IP 192.168.1.10
4. 「保存」をクリックします。

ファイアウォールが、AD サーバー上の STAS に UDP 6060 経由で接続を試⾏します。
5. AD サーバーで STAS を開始し、「全般」タブをクリックします。

Sophos アプライアンスのリストに、ファイアウォールの IP アドレスが表⽰されているはずで
す。これにより、STAS がファイアウォールに接続していることが分かります。
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6. ファイアウォールに移動し、「ファイアウォールルールの追加」 > 「ユーザー/ネットワークの
ルール」をクリックし、ユーザー ID に基づいてトラフィックを制御するルールを作成します。

 ライブユーザーの確認
ドメインでのユーザー認証が正常に完了すると、STAS と ファイアウォールの両⽅にライブユーザー
として表⽰されます。
1. STAS で「詳細設定」に移動して、「Live ユーザーを表⽰」を選択します。
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2. ファイアウォールで、「現在のアクティビティ」 > 「ライブユーザー」に移動します。

19.18 Chromebook のシングルサインオンの設定
ここでは、Chromebook ユーザーが Chromebook にサインインするときに XG Firewall にサインイ
ンできるようにするための、XG Firewall での設定⽅法を説明します。

⽬的
このセクションでは、以下について学びます。
• XG Firewall の Active Directory サーバーを Google Chrome Enterprise で使⽤できるように設

定する
• Chromebook を XG Firewall で使⽤できるように設定する
• Google Chrome Enterprise を XG Firewall で使⽤できるように設定する

関連概念
サービス (p. 402)
ファイアウォールやその他のサービス (VPN など) の認証サーバーを選択します。 グローバル認
証設定、NTLM 設定、Web クライアント設定、RADIUS シングルサインオン設定も⾏えます。ま
た、Web ポリシーアクションで、認証されていないユーザーをどこにダイレクトするかを指定するこ
とができます。
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関連情報
Google Chrome Enterprise ヘルプ: Chrome のポリシーの設定

 Active Directory での Chromebook SSO の設定
まず XG Firewall を設定します。
• Active Directory サーバーが G Suite に対応するように設定し、同期します。
• XG Firewall で Active Directory サーバーを設定します。
• 証明書を作成またはインポートします。
• ファイアウォールルールを作成します。
• Chromebook から、XG Firewall によって制御されるネットワークに接続します (LAN や Wi-Fi

など)。
1. Active Directory サーバーを作成します。

AD 内の Chromebook ユーザーは、G Suite に登録されているドメインのメールアドレスを持つ
ものとします。たとえば、登録ドメインが example.com の場合、AD Chromebook ユーザーは
user@example.com という形式のメールアドレスが必要です。

2. デバイスアクセスの設定を変更して、Chromebook SSO を許可します。
「管理」 > 「デバイスのアクセス」に移動し、「Chromebook SSO」で Chromebook ユー
ザーの接続元ゾーンを選択します (例: 「LAN」と「Wi-Fi」)。

3. 有効な証明書を作成またはインポートします。

重要
CN は、Chromebook ユーザーがいるゾーン/ネットワークと⼀致させてください (例:
gateway.example.com)。
証明書はパスフレーズで保護しないでください。

証明書は、Chromebook との SSL 暗号化通信で使⽤されます。
4. 「認証」 > 「サービス」 > 「Chromebook SSO」に移動し、Chromebook SSO を有効に

し、次のように設定します。

オプション 説明

ドメイン G Suite に登録されているドメイン。例:
example.com

ポート 65123

証明書 上記の⼿順で作成またはインポートした証明書

ログレベル ログの量を選択します
5. ファイアウォールルールを作成します。

a) 「ユーザー/ネットワークルール」を作成して、Google API、Chrome ウェブストアとの通信
をすべてのデバイスで許可します。これはアプリを Chromebook にプッシュするために必要
です。
• 送信元ゾーン、例: LAN、Wi-Fi
• 宛先ゾーン、例: WAN
• 宛先ネットワーク: 事前定義済みの FQDN ホストグループ「Google API

Hosts」と「Google Chrome Web Store」を選択します。
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b) 「ユーザー/ネットワークルール」を作成して、既知のユーザーに⼀致するかどうかをチェッ
クし、不明なユーザーにはキャプティブポータルを表⽰して、Chromebook にインターネッ
トアクセスを許可します。
• 送信元ゾーン、例: LAN、Wi-Fi
• 宛先ゾーン、例: WAN
• ID: 次のオプションを選択します: 既知のユーザーを⼀致、 不明なユーザーにキャプティ

ブポータルを表⽰する
ルール a) がルール b) の前に適⽤されるように並べます。
ルール b) で 不明なユーザーにキャプティブポータルを表⽰する を選択しない場合
は、Chrome ウェブストアへの接続時の待機時間を避けるため、もう 1 件のネットワーク
ルール c) を作成することを推奨します。

c) 「ユーザー/ネットワークルール」を作成し、次のように設定します。
• ルールの種類: 「拒否」
• 送信元ゾーン、例: LAN、Wi-Fi
• 宛先ゾーン: WAN
ルールが最後に適⽤されるよう、リストの⼀番下に配置します。

 Chromebook の設定
Sophos Chromebook user ID アプリをウェブストアからインストールして、Chromebook を設定
します。

 Google Chrome Enterprise の設定
G Suite を設定し、XG Firewall と通信できるようにします。
1. G Suite にサインインして、「端末管理」 > 「Chrome」 > 「アプリの管理」に移動します。
2. Sophos Chromebook user ID アプリを検索して選択します。
3. 「ユーザー設定」に移動し、ドメインに対して以下の設定を⾏います。

インストールを許可 有効のままにします。ユーザーが⾃分でアプリ
をインストールすることを許可します。

強制的にインストール 有効にして、ドメイン内で構成されているすべ
ての Chromebook にアプリを⾃動的にインス
トールします。

タスクバーに固定 有効にして、インストールしたアプリを
Chromebook のタスクバーに表⽰します。

Chrome ウェブストアコレクションに追加 有効にして、アプリが社内で Chrome ウェブ
ストアレクションに表⽰されるようにします。
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4. 以下のような JSON 環境設定ファイルを作成します。

{
    "serverAddress": {
        "Value": "10.1.1.1"
    },
    "serverPort": {
        "Value": 65123
    },
    "logLevel": {
        "Value": 2
    },
    "logoutOnLockscreen": {
        "Value": true
    },
    "logoutOnIdle": {
        "Value": true
    },
    "idleInterval": {
        "Value": 900
    }
}

「serverAddress」の値を XG Firewall の LAN IP または DNS アドレスに置き換えます (証明
書の CN と⼀致させる必要があります)。

5. 環境設定ファイルを G Suite にアップロードします。
6. 保存します。
7. 「公開セッションの設定」に移動し、「ユーザー設定」と同様に設定し、JSON 環境設定ファイル

をアップロードします。
設定の変更はすべての管理対象デバイスに⾃動的に導⼊されます。Google のマニュアルに
は「「設定は通常数分後に有効になります」」と記載されていますが、「全員に適⽤されるまで 1
時間ほどかかることがあります。」

これで設定は完了です。ただし、XG Firewall に⾃⼰署名証明書を使⽤している場合
は、Chromebook に CA を提供する必要があります。この⽅法については、次のセクションで説明し
ます。
G Suite に設定されているドメインでユーザーが認証されると、「現在のアクティビティ」 > 「ラ
イブユーザー」に表⽰されます。

 プロキシとアプリの通信⽤ CA 証明書のインストール
XG Firewall で⾃⼰署名証明書を使⽤する場合は、プロキシとアプリが通信できるようにするため
に、該当する CA 証明書を G Suite に登録する必要があります。
XG Firewall の「証明書」 > 「認証局 (CA)」からダウンロードした CA 証明書 (通常「デフォル
ト」) が必要です。
1. G Suite にサインインして、「端末管理」 > 「ネットワーク」 > 「証明書」に移動します。
2. 「証明書の追加」をクリックして、XG Firewall からダウンロードした CA 証明書をアップロード

します。
3. 「HTTPS の認証局としてこの証明書を使⽤します」オプションを選択します。
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章 20

20 システムサービス
システムサービスには、RED プロビジョニングサービス、冗⻑化、マルウェア対策のグローバル設定
などが含まれます。また、帯域使⽤量を表⽰して管理し、⾼使⽤量による影響を軽減することができ
ます。さらに、ログを設定して、ログ対象のシステムアクティビティや、ログの保管⽅法を指定する
ことができます。データの匿名化を使⽤すれば、ログやレポート内の ID を暗号化することができま
す。

20.1 冗⻑化 (HA)
冗⻑化とは、停電、ディスクの故障などのイベントが発⽣した際に、ファイアウォールを動作させ続
けるようなハードウェア構成と設定を指します。

注
HA のサポートは、デバイスのモデルによって異なります。デバイスの仕様を確認してくださ
い。

継続的にサービスを提供するために、デバイスはクラスタとして導⼊します。クラスタ内のプライ
マリデバイスにエラーが発⽣すると、補助デバイスが引き継ぎ、ファイアウォールによる保護が中
断されないようにします。これらのデバイスは、専⽤ HA リンクポートを介して物理的に接続され
ています。
HA のステータスは、コントロールセンターで確認することができます。
デバイスが指定時間内にピアから通信を受けなかった場合に引き継ぐプロセスは、デバイスフェー
ルオーバーと呼ばれます。
HA クラスタ内のピアは、専⽤ HA リンクおよび、監視対象として構成されたインターフェースを
常に監視しています。 監視対象ポートが停⽌した場合、そのデバイスはクラスタを離れ、リンク
フェールオーバーが発⽣します。
デバイスフェールオーバーまたはリンクフェールオーバーの発⽣中は、プロキシサービスを通過し
ない転送 TCP トラフィックのセッションフェールオーバーが発⽣します (進⾏中のマルウェアス
キャンセッション、VPN セッション、UDP、ICMP、マルチキャストセッション、ブロードキャス
トセッション、プロキシトラフィックを除きます)。

関連タスク
プライマリ XG Firewall の設定 (p. 453)
補助 XG Firewall の構成 (p. 455)

20.1.1 HA の前提条件
HA リンクペアは以下のいずれかの⽅法により確⽴することができます。
• クロスオーバーケーブルを使⽤して、直接接続する。
• 専⽤イーサネットネットワーク経由で、間接的に接続する。HA 管理トラフィックは、分離さ

せたネットワーク上でやりとりする必要があります (イーサネットネットワーク上の専⽤ VLAN
など)。
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• LACP 802.3ad モードでリンクアグリゲーションスイッチを使⽤して、XG Firewall をブリッ
ジモードで接続する。

注
ルーティング不可能なマルチキャストパケットを転送できるネットワーク媒体を使⽤してくだ
さい。

前提条件
• 両⽅のデバイスのすべての監視対象ポートを、ケーブルで接続してください。
• HA クラスタ内のデバイスは、同じモデルとリビジョンにしてください。
• デバイスを登録してください。
• デバイスのインターフェース数を同じにしてください。
• デバイスにインストールされているファームウェアのバージョンを統⼀してください (メンテナ

ンスリリースとホットフィックスを含む)。
• アクティブ-アクティブ構成の場合は、デバイスごとに 1 つのライセンスが必要です。
• アクティブ-パッシブ構成の場合は、プライマリデバイス⽤のライセンスが 1 つ必要です。補助

デバイスのライセンスは必要ありません。
• デバイスで有効にするサブスクリプションモジュールを統⼀してください。
• HA ノード間の通信チャネルは暗号化されないので、ネットワーク構成を保護してください。
• 両⽅のデバイス上で、専⽤ HA リンクポートが同じ DMZ ゾーンのメンバーで、固有の IP アド

レスを持っている必要があります。また、DMZ ゾーンで両⽅のデバイスの SSH を有効にして
ください。

• DMZ ゾーンにおける SSH でのアクセスを、両⽅の XG Firewall デバイスで有効にしてくださ
い。

• DHCP および PPPoE の設定は HA 設定を⾏う前に無効に設定しておく必要があります。
• HA リンクの遅延は、距離に応じて増加します。専⽤ HA リンクのスパニングツリープロトコル

(STP) を無効にすることが推奨されます。
• スイッチ型インターフェースでは、ファイアウォールインターフェースに接続する各ポートの

リンクアクティベーション時間を調整してください(イーサネットスイッチでスパニングツリー
プロトコル (STP) またはラピッドスパニングツリープロトコル (RSTP) を使⽤する場合)。たと
えば、Cisco Catalyst シリーズのスイッチの場合、ファイアウォールインターフェースに接続
する各ポートに対してスパニングツリー portfast を有効にします。

20.1.2 プライマリ XG Firewall の設定
プライマリデバイスを設定して HA を有効にするには、補助デバイスを設定する必要があります。
1. 「システムサービス」 > 「冗⻑化 (HA)」に進んでください。
2. HA デバイスの初期状態を指定します。

オプション 説明

初期の HA デバイスの状態 プライマリ
3. クラスタの HA 構成モードを指定します。
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オプション 説明

アクティブ-アクティブ プライマリデバイスがすべてのネットワーク
トラフィックを受信し、補助デバイスへのトラ
フィック負荷分散を⾏います。プライマリデバ
イスと補助デバイスの両⽅が、トラフィックを
処理します。プライマリデバイスで電源、ハー
ドウェア、ソフトウェアの問題が発⽣した場合
は、補助デバイスがプライマリデバイスの役割
を引き継ぎます。

アクティブ-パッシブ プライマリデバイスがすべてのネットワークト
ラフィックを処理し、補助デバイスは待機モー
ドを維持します。プライマリデバイスで電源、
ハードウェア、ソフトウェアの問題が発⽣した
場合のみ、補助デバイスがアクティブになり、
プライマリデバイスの役割を引き継ぎます。

4. パスフレーズを⼊⼒して確認します。

注
クラスタ内の両⽅のデバイスが、同じパスフレーズを使⽤するようにしてください。

5. 専⽤ HA リンクを選択します。

オプション 説明

専⽤ HA リンク 監視されるリンク。HA クラスタ内のピアは、
専⽤ HA リンクおよび、監視対象として構成さ
れたインターフェースを常に監視しています。

注
ピアデバイスが、同じ HA リンクを使⽤する必要があります。このポートを、ピアの HA リ
ンクポートとして指定してください。たとえば、プライマリデバイスでポート E を選択した
場合は、補助デバイスでもポート E を選択します。

注
ピアデバイスの HA リンクの IP アドレスが、同じサブネット上にあることが前提となりま
す。

6. 設定を指定します。

オプション 説明

ピア HA リンク IPv4 補助デバイスの HA リンクポートに設定されて
いる IP アドレス。

ピア管理ポート 補助デバイスにおいて管理⽬的で使⽤される
ポート。

ピア管理 IP 補助デバイスの管理コンソールへのアクセスを
提供する IP アドレス。

7. HA ステータスの監視ポートを選択します。
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監視対象ポートが停⽌した場合、そのデバイスはクラスタを離れ、フェールオーバーが発⽣しま
す。

注
この機能は仮想セキュリティデバイスではサポートされていません。

8. 「HA の有効化」をクリックします。
プライマリデバイスが、構成を補助デバイスにプッシュします。

HA が有効な場合、デバイスは⾃動的に同期されます。構成アップデートをプライマリデバイスか
ら補助デバイスに強制的にプッシュするには、「補助アプライアンスの同期」をクリックします。
デバイスを「アクティブ-パッシブ」モードに設定した場合は、「スタンバイにする」をクリックし
て、補助デバイスにプライマリデバイスの役割を引き継がせることができます。

関連概念
冗⻑化 (HA) (p. 452)
冗⻑化とは、停電、ディスクの故障などのイベントが発⽣した際に、ファイアウォールを動作させ続
けるようなハードウェア構成と設定を指します。

20.1.3 補助 XG Firewall の構成
1. 「システムサービス」 > 「冗⻑化 (HA)」に進んでください。
2. HA デバイスの初期状態を指定します。

オプション 説明

初期の HA デバイスの状態 補助
3. パスフレーズを⼊⼒して確認します。

注
クラスタ内の両⽅のデバイスが、同じパスフレーズを使⽤するようにしてください。

4. 専⽤ HA リンクを選択します。

オプション 説明

専⽤ HA リンク 監視されるリンク。HA クラスタ内のピアは、
専⽤ HA リンクおよび、監視対象として構成さ
れたインターフェースを常に監視しています。

注
ピアデバイスが、同じ HA リンクを使⽤する必要があります。このポートを、ピアの HA リ
ンクポートとして指定してください。たとえば、プライマリデバイスでポート E を選択した
場合は、補助デバイスでもポート E を選択します。

注
ピアデバイスの HA リンクの IP アドレスが、同じサブネット上にあることが前提となりま
す。
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5. 「保存」をクリックします。
プライマリデバイスを構成してください。プライマリデバイスを構成し、HA を有効にすると、プ
ライマリデバイスと補助デバイスが⾃動的に同期します。補助デバイスがプライマリデバイスから
構成アップデートを取り込むようにするには、「プライマリとの同期」をクリックしてください。

関連概念
冗⻑化 (HA) (p. 452)
冗⻑化とは、停電、ディスクの故障などのイベントが発⽣した際に、ファイアウォールを動作させ続
けるようなハードウェア構成と設定を指します。

20.1.4 負荷分散のサポート
アクティブ-アクティブモードでは、負荷分散と呼ばれるプロセスによって、プライマリデバイスがす
べてのネットワークトラフィックを受信し、⼀部のトラフィックを補助デバイスに割り当てます。負
荷分散できるかどうかは、トラフィックの種類によって異なります。

表 33 : トラフィックの種類別の負荷分散のサポート

トラフィックの種類 設定可能︖

通常転送 TCP トラフィック Y

NAT された (SNAT および仮想ホストの両⽅) 転送
TCP トラフィック

Y

プロキシサブシステム (透過プロキシ、直接プロ
キシ、親プロキシ) を通過する TCP トラフィッ
ク、VLAN トラフィック

Y

ルートモード、ブリッジモード、混合モード、マルチ
ポートブリッジモードのトラフィックのうち次に該当
するもの: プロキシサブシステム (透過 / 直接 /親) を
通過する TCP トラフィック、転送 TCP トラフィッ
ク、NAT された (SNAT および仮想ホスト) 転送 TCP
トラフィック、HTTPS 接続、VLAN トラフィック

Y

VPN N

UDP N

ICMP N

マルチキャストセッション N

ブロードキャストセッション N

スキャンされた FTP N

RED デバイスおよびアクセスポイントから送信される
トラフィック

N

ユーザーポータル、Web 管理コンソール、Telnet コ
ンソールの TCP トラフィック

N

H323 トラフィックセッション N

すべてのモジュールの制御トラフィック N
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トラフィックの種類 設定可能︖

ルートモード、ブリッジモード、混合モード、マルチ
ポートブリッジモードのトラフィックのうち次に該当
するもの: VPN セッション、TCP 以外のトラフィック
(UDP、ICMP、マルチキャスト、ブロードキャストな
ど)、システム⽣成トラフィック、スキャンされた FTP
トラフィック、ワイヤレス RED デバイスおよびアク
セスポイントから送信されるトラフィック、ユーザー
ポータル / Web 管理コンソール / Telnet コンソール
の TCP トラフィック、H323 トラフィックセッショ
ン、すべてのモジュールの制御トラフィック

N

20.1.5 ⼿動同期
通常の状態では、補助デバイスとプライマリデバイスは⾃動的に同期します。ピアを⼿動で同期でき
るかどうかは、クラスタ内のデバイスの状態によります。
たとえば、プライマリの状態のデバイスが故障の状態になったときは同期できますが、補助の状態
になったときは同期できません。

20.1.6 HAの無効化
HA はクラスタ内のどのデバイスからでも無効化できます。プライマリデバイスから無効にした場
合、HA は両⽅のデバイスで無効になります。補助デバイスから無効にした場合、HA はプライマリで
は無効にならず、スタンドアロンデバイスとして動作します。
HA を無効にすると、専⽤ HA リンクポートとピア管理ポート以外のすべてのポートは補助デバイ
スに対して無効になります。ピアの HA リンク IP には、専⽤ HA リンクポートに割り当てられた
IP アドレスが割り当てられ、ピアの管理 IP には、ピアの管理ポートに割り当てられた IP アドレス
が割り当てられます。
補助デバイスに対して HA を無効に設定すると、LAN ゾーンにおいてすべての管理サービスの
HTTP、HTTPS、Telnet、SSH は許可されますが、DMZ ゾーンでは HTTPS と SSH のみが許可さ
れます。
HA を無効にしても、プライマリデバイス IP スキーマは変更しません。
スタンドアロンマシンから HA を無効にした場合、IP スキーマは変更しません。
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20.1.7 HA の動作
• ルーティングサービス、VPN サービス、ネットワークサービス、ログオンサーバーは、補助デバ

イスでは動作しません。
• セッションフェールオーバーは、AV スキャンされたセッションと、その他の IPv4 転送トラ

フィック (ICMP、UDP、マルチキャストトラフィック、ブロードキャストトラフィック、プロキ
シサブシステム (透過 / 直接 / 親) を通過するトラフィック、VPN トラフィックなど) では実⾏で
きません。

• セッションフェールオーバーは、IPv6 転送トラフィック (ICMPv6、UDP、マルチキャストトラ
フィック、ブロードキャストトラフィックなど) では実⾏できません。

• いずれかの HA クラスタデバイスからの⼿動同期イベントが発⽣した場合、すべての仮接続はド
ロップされます。

• 補助デバイスの Web 管理コンソールには、管理者の権限を持つ「admin」ユーザーのみがアクセ
スできます。「ライブユーザー」、「DHCP リース」、「IPsec ライブ接続」のページは表⽰さ
れません。

• 導⼊ウィザードは、補助デバイスではアクセスできません。
• HA の設定後、HA 構成のないバックアップを復元すると、HA は無効になり、プライマリデバイ

スはバックアップ構成に従ってアクセス可能になります。また、補助デバイスには補助デバイス
管理者の IP アドレスを使⽤してアクセスできます。

• アクティブ-アクティブモードでは、SMTP プロキシトラフィックはラウンドロビン⽅式で負荷分
散されるので、メールは両⽅のデバイスで別々に隔離されます。

• アクティブ-パッシブモードでは、メールはプライマリデバイス上でのみ隔離されます。
• 隔離ダイジェストが構成されている場合、クラスタ内にある両⽅のデバイスから、隔離ダイジェ

ストを送信します。
• 管理者は両⽅のデバイスから、⼀部または全員のユーザーの隔離メールをリリースすることがで

きます。
• ユーザーはユーザーポータルから、隔離されたメールをリリースできます。ユーザーポータルに

は、プライマリデバイス上で隔離されたメールのみが表⽰されます。ユーザーは、プライマリデ
バイスから送信された隔離ダイジェストからも、メールをリリースすることができます。

• 導⼊ウィザードを実⾏すると、HA は無効になります。

20.1.8 HA ⽤語

 HA クラスタ
単⼀のエンティティとして動作するように指⽰されている 2 台のデバイスグループ。各 HA クラスタ
は 1 台のプライマリデバイス、1 台の補助デバイスを所有しています。プライマリデバイスはクラス
タの動作⽅法を制御します。クラスター内でプライマリと補助のデバイスが果たす役割は構成モード
に依存します。

 HA アクティブ-パッシブ構成モード
HA クラスタに 1 台のプライマリデバイスと 1 台の補助デバイスが含まれます。このモードでは、プ
ライマリデバイスのみがトラフィックを処理します。補助デバイスはスタンドバイモードのままで、
プライマリデバイスにエラーが⽣じた場合にのみ引き継ぎます。
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 HA アクティブ-アクティブ構成モード
HA クラスタに 1 台のプライマリデバイスと 1 台の補助デバイスが含まれます。このモードでは、プ
ライマリデバイスが補助デバイスに対してトラフィックを分散し、両⽅のデバイスがトラフィックを
処理します。トラフィックの負荷分散についての決定は、プライマリデバイスが⾏います。補助デバ
イスは、プライマリデバイスにエラーが発⽣した場合、この機能を引き継ぐことができます。

 プライマリデバイス
アクティブ-アクティブクラスタでは、プライマリデバイスはすべてのネットワークトラフィックを受
信し、ロードバランサとして動作して、補助デバイスにトラフィックをリダイレクトします。プライ
マリデバイスはすべてのクラスタデバイスの状態も追跡します。アクティブ-パッシブクラスタでは、
プライマリデバイスがネットワークトラフィックを処理します。補助デバイスはトラフィックを処理
しませんが、プライマリデバイスにエラーが⽣じた場合に引き継ぐために待機状態でいます。

 補助デバイス
アクティブ-アクティブクラスタでは、補助デバイスはプライマリデバイスにより割り当てられたネッ
トワークトラフィックを処理します。プライマリデバイスにエラーが⽣じた場合は、補助デバイスが
プライマリデバイスになります。アクティブ-パッシブクラスタでは、補助デバイスはネットワークト
ラフィックを処理せずにスタンバイします。プライマリデバイスがトラフィックを処理できない場合
にのみ、補助デバイスはアクティブになります。

 専⽤の HA リンクポート
専⽤の HA リンクとは、HA クラスタ内で参加しているデバイス間の直接的な物理リンクです。

 負荷分散
HA クラスタは、HA クラスタ内のノード間のトラフィックを負荷分散します。

 監視対象インターフェース
監視対象として選択されたインターフェース。各デバイスは独⾃に選択したインターフェースを監視
します。停⽌しているインターフェースがある場合、デバイスは⾃らをクラスタから削除するため、
フェールオーバーが⽣じます。

 仮想 MAC
HA クラスタに関連する MAC アドレス。マシンが HA クラスタの ARP 要求を⾏うと、このアドレス
が応答として送信されます。これは実際の MAC アドレスではなく、クラスタ内のインターフェース
装置には割り当てられません。
プライマリデバイスは MAC アドレスを所有し、ネットワークトラフィックのルーティングに使⽤
されます。すべての外部クライアントは、このアドレスを使⽤して HA クラスタと通信します。
フェールオーバーの場合、新しいプライマリデバイスはエラーが⽣じたプライマリデバイスと同じ
MAC アドレスを所有することになります。仮想 MAC アドレスを持つクラスタデバイスは、プライ
マリデバイスとして動作します。
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 プライマリの状態
アクティブ-アクティブモードでは、すべてのトラフィックを受信し負荷分散を実⾏するデバイス
を、プライマリの状態であると表現します。もう 1 台のデバイスが、補助の状態であることが前提と
なります。
アクティブ-パッシブモードでは、すべてのトラフィックの処理を⾏うデバイスを、プライマリの状
態であると表現します。

 補助の状態
アクティブ-アクティブモードでは、プライマリデバイスからトラフィックを受信するデバイスを、補
助の状態であると表現します。もう 1 台のデバイスが、プライマリの状態であることが前提となりま
す。
アクティブ-パッシブモードでは、トラフィックを処理しないほうのデバイスを、補助の状態である
と表現します。もう 1 台のデバイスが、プライマリの状態であることが前提となります。

 スタンドアロンの状態
あるデバイスがトラフィックを処理することができ、もう 1 台のデバイスがトラフィックを処理でき
ない状態にあるときに (故障の状態だったり、動作不能であるなど)、そのデバイスがスタンドアロン
の状態であると表現します。

 フォールトの状態
デバイスまたはリンクにエラーが⽣じてデバイスがネットワークトラフィックを処理できない場合、
デバイスは「フォールト」の状態にあると⾔われます。

 ピア
HA クラスタが構成されると、クラスタデバイスは「ピア」という⽤語で⽰されます。プライマリデ
バイスの場合、補助デバイスがプライマリデバイスのピアデバイスになります (またはその逆)。

 同期
クラスタデバイス (HA ピア) 間の様々なクラスタ構成の共有プロセス。⽣成されたレポートは同期さ
れません。

 リンクアップタイム (3秒)
専⽤リンクまたは監視対象ポートが起動するための所要時間

 ハートビート (キープアライブ) 間隔 (250 ミリ秒)
クラスタの動作を確認するための、HA ピアによるハートビートパケットの交換間隔。
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 デバイスのフェールオーバー
デバイスが所定期間内に HA ピアから通信を受信しない場合、ピアデバイスはエラーとしてみなされ
ます。この場合、このプロセスは「デバイスのフェールオーバー」という⽤語で⽰され、ピアデバイ
スは引き継がれます。

 デバイスフェールオーバーの検出時間 (ピアタイムアウト) (4秒)
プライマリデバイスがハートビートパケットの送信を停⽌した場合、その 4秒後に (250ミリ秒 x 16
回のタイムアウト)、無効であると宣⾔されます。

注
タイムアウトが 14回発⽣する前にピアのハートビートを受信した場合は、そのピアはアクティブ
であるとみなされます。

フェールオーバーは、クラスタがアップした時点から 7秒後に (リンクアップタイム 3秒 + デバイ
スフェールオーバーの検出時間 4秒)、実⾏されます。フェールオーバーのしきい値は変更できませ
ん。

 リンクのフェールオーバー
HA クラスタ内の両⽅のデバイスが専⽤の HA リンクを継続的に監視し、インターフェースは監視対
象として構成されます。いずれかにエラーが⽣じると「リンクエラー」と呼ばれます。

 セッションのフェールオーバー
デバイスのフェールオーバーでもリンクのフェールオーバーでも、セッションのフェールオーバーは
転送された TCP トラフィックで⽣じます。ただし、ウイルススキャンした進⾏中のセッション、VPN
セッション、UDP、ICMP、マルチキャストおよびブロードキャストセッション、プロキシトラフィッ
クを除きます。
通常、デバイスはプロキシサービスを通過しない TCP トラフィックのセッション情報を維持しま
す。したがって、フェールオーバーの場合、引き継ぐデバイスがすべてのセッション (プロキシア
プリケーションを通過しない TCP セッション) を処理します。このプロセス全体はエンドユーザー
に対して透過的です。

20.2 トラフィックシェーピングの設定
ここでは、インターネットトラフィックに関して、最⼤帯域幅、トラフィックの最適化、帯域幅の割
り当てなどを設定する⽅法を説明します。
• 帯域幅の使⽤状況を表⽰するには、「帯域幅使⽤量の表⽰」をクリックします。

全般設定

利⽤可能な WAN 帯域幅の合計 すべての WAN リンクの上限の合計 (KBps)。
リアルタイムの最適化 (VoIP) VoIP などのリアルタイムトラフィックを優先し

ます。無効にすると、余った帯域幅 (保証帯域幅
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の割り当て後に残った帯域幅) のみ、優先的に割
り当てられます。

保証帯域を強制適⽤ すべてのインターネットトラフィックを、適⽤さ
れているトラフィックシェーピングポリシーに基
づいて処理します。トラフィックにポリシーが適
⽤されていない場合は、デフォルトポリシーに
従って処理されます。
トラフィックシェーピングポリシーが適⽤され
ていないトラフィックに対して帯域幅の制限を
適⽤する場合は、有効にします。
トラフィックシェーピングポリシーが適⽤され
ていないトラフィックに対して帯域幅の制限を
適⽤しない場合は、この設定を無効にします。
(トラフィックシェーピングポリシーが適⽤され
ているトラフィックのみが処理されます。)

デフォルトのポリシー トラフィックシェーピングポリシーが適⽤されて
いないトラフィックに使⽤するデフォルトのポリ
シー。
• 保証帯域 ユーザーに保証する最⼩帯域幅。
• 制限帯域 ユーザーが利⽤可能な最⼤帯域幅。
• 優先度 トラフィックの優先度を、1 (最⾼) か

ら 7 (最低) の間で設定します。

20.3 RED
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED プロビジョニングサービスは RED の導⼊をサポート
し、セキュリティオプションを提供します。
• RED プロビジョニングサービスをオンにするには、「オン/オフ」スイッチをクリックし、詳細を

指定し、「適⽤」をクリックします。
• RED が TLS 1.2 を使⽤することを強制するには、「TLS 1.2 の施⾏」を有効にし、「適⽤」を

クリックします。セキュリティ向上の観点から、TLS 1.2 が推奨されます。

注
デバイスを TLS 1.2 に対応させるには、ファームウェアのアップグレードが必要な場合があ
ります。このオプションを有効にする前に、デバイスの仕様を確認してください。

• RED の接続が切断した後に⾃動的に RED の認証を解除するには、「デバイスの⾃動認証解
除」を有効にし、時間を指定し、「適⽤」をクリックします。認証が解除された後に再接続しよ
うとした RED は、無効になります。未認証のデバイスがファイアウォールに接続することを防⽌
するには、このオプションを使⽤してください。

注
このオプションはファイアウォール RED には適⽤されません。
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トラブルシューティング
「「RED サービスに登録できませんでした」」というメッセージを受信した場合は、RED サービ
スに telnet 経由で到達できるかどうかを確認してください。以下をコマンドラインに⼊⼒します:

telnet red.astaro.com 3400

サービスに到達できる場合は、ネットワークの負荷が⾼いために接続エラーが⽣じている可能性が
あります。この場合、後でもう⼀度接続してみてください。

関連概念
RED インターフェース (p. 327)
RED (Remote Ethernet Device) は、リモートサイトとファイアウォールの間に安全なトンネルを確
⽴するネットワークアプライアンスです。 RED インターフェースを使って、RED を構成して導⼊し
たり、2 つのファイアウォール間にクライアント / サーバー構成のサイト間 RED トンネルを作成す
ることができます。

20.4 マルウェア対策
マルウェア対策のグローバル設定を指定します。

全般設定

プライマリマルウェア対策エンジン トラフィックのスキャンに使⽤するプライマリウ
イルス対策エンジン。

注
この設定を変更することで、ローカルで指定
したウイルス対策エンジンが変更される場合
があります。

20.5 ログ設定
ファイアウォールは、トラフィック、システムおよびネットワーク保護機能に関する広範なログ機
能を提供します。ログを使ってネットワークアクティビティを分析し、セキュリティ問題を特定した
り、ネットワークの乱⽤を防⽌することができます。ログはローカルに保存するか、Syslog サーバー
に送信することができます。XG Firewall では、RFC 5424 の定義に基づき Syslog をサポートして
います。
• ログをローカルに保存するには、「ローカル」を選択して、ログを選択します。
• ログを Syslog サーバーに送信するには、「追加」をクリックし、サーバーの詳細を指定します。

その後、ログを選択します。
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ログ

ファイアウォール ファイアウォールのログには、ファイアウォール
の構成 (ファイアウォールルール、MAC フィル
タリング、DoS 攻撃対策など) に関連するトラ
フィックの情報が記録されます。

IPS IPS のログには、不明または疑わしいパターン
(変則的パターン) やシグネチャに基づいて検出、
破棄された攻撃が記録されます。

マルウェア対策 ウイルス対策のログに
は、HTTP、SMTP、FTP、POP3、IMAP4、HTTPS、SMTPS、IMAPS
および POPS トラフィックで検出されたウイル
スの詳細が記録されます。

スパム対策 スパム対策のログに
は、SMTP、POP3、IMAP4、SMTPS、POPS、IMAPS
のスパムメールまたはスパムの可能性のあるメー
ルの詳細が記録されます。

コンテンツ フィルタリング コンテンツフィルタリングのログには、Web ポ
リシーなどで指定された、Web とアプリケー
ションのフィルタリングイベントの詳細が記録さ
れます。

注
Web ポリシーに関連付けられたイベントを
表⽰するには、該当するファイアウォール
ルールで「ファイアウォールトラフィックの
ログ」を選択してください。

イベント イベントのログには、構成アクティビティ、認証
アクティビティ、システムアクティビティに関す
る情報が記録されます。

Web Server Protection Web サーバープロテクションのログには、Web
サーバープロテクションアクティビティの詳細
(保護ポリシーなど) が記録されます。

ATP (Avanced Threat Protection) ATP (⾼度な脅威対策) のログには、ATP イベン
トに関する情報 (破棄やアラートなど) が記録さ
れます。

ワイヤレス ワイヤレスのログには、アクセスポイントアク
ティビティと SSID の詳細が記録されます。

ハートビート ハートビートのログには、エンドポイントのセ
キュリティ状態に関する情報が記録されます。

システム正常性 システム正常性のログには、CPU 使⽤率、メモ
リ使⽤率、ライブユーザー数、インターフェー
ス、ディスクパーティションの詳細が記録されま
す。

Sandstorm Sandstorm のログには、すべての Sandstorm
イベントが記録されます。
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関連概念
DoS 攻撃 (p. 125)
DoS 攻撃関連の情報として、トラフィックの上限が適⽤されているかどうかや、この上限を超えて破
棄されたデータの量などを確認することができます。DoS の設定で指定されたトラフィックの制限が
適⽤され、該当するイベントがログされます。データは送信元と宛先のそれぞれについて、リアルタ
イムで確認することができます。
関連タスク
Syslog サーバーの追加 (p. 465)

20.5.1 Syslog サーバーの追加
1. 「システムサービス」 > 「ログ設定」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

IP アドレス/ドメイン Syslog サーバーの IP アドレスまたはドメイン
名。ログはこのサーバーに送信されます。

ポート Syslog サーバーとの通信⽤のポート番号。

ファシリティ ログ送信に使⽤する Syslog ファシリティ。
ファシリティは、ログの情報源 (オペレーティ
ングシステム、プロセス、アプリケーションな
ど) を⽰します。

重要度レベル ログするメッセージの重要度。たとえば、「エ
ラー」を選択すると、「エラー」というタグ
が付いたメッセージに加え、「致命的」、「ア
ラート」、「緊急」のタグが付いたメッセージ
がすべて記録されます。「デバッグ」を選択す
ると、すべてのメッセージが記録されます。

ファイル形式 ログの形式。
4. 「保存」をクリックします。
「システムサービス」 > 「ログ設定」に移動して、ログを選択してください。

関連概念
ログ設定 (p. 463)
ファイアウォールは、トラフィック、システムおよびネットワーク保護機能に関する広範なログ機
能を提供します。ログを使ってネットワークアクティビティを分析し、セキュリティ問題を特定した
り、ネットワークの乱⽤を防⽌することができます。ログはローカルに保存するか、Syslog サーバー
に送信することができます。XG Firewall では、RFC 5424 の定義に基づき Syslog をサポートして
います。

20.6 データの匿名化
データの匿名化により、ログとレポート内の ID を暗号化することができます。ID には、ユーザー
名、IP アドレス、MAC アドレス、メールアドレスなどが含まれています。データの匿名化を有効に
するときは、データの匿名化の無効化を承認する管理者を指定してください。例外を使って、匿名化
を無効にすることができます。
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• ログとレポート内の ID を暗号化するには、「データの匿名化の有効化」を選択し、承認者を選択
して、「適⽤」をクリックします。

ヒント
少なくとも 2 ⼈の承認者を指定してください。承認者としてログインしている場合は、少な
くとももう 1 ⼈の承認者が必要となります。

• 匿名化を無効にするには、例外 (ユーザー、IP アドレス、MAC アドレス、メールアドレス) を
指定して、「適⽤」をクリックします。続けて、ユーザー名 (承認者) とパスワードを指定し
て、「保存」をクリックします。承認後、これらの ID がログとレポートで暗号化されなくなりま
す。

関連概念
ログ (p. 513)
ファイアウォールは、トラフィック、システムアクティビティ、およびネットワーク保護に関する広
範なログ機能を提供します。 ログには、ネットワークアクティビティの分析情報が含まれています。
この情報に基づいて、セキュリティ上の問題を特定したり、ネットワークの不正使⽤を防⽌すること
ができます。ログは Syslog サーバーに送信するか、ログビューアで⾒ることができます。
レポート (p. 26)
レポートには、ネットワークアクティビティがまとめて表⽰されます。この情報に基づいて、トラ
フィックや脅威を分析したり、各種規制に適合しているかどうかを確認することができます。たとえ
ば、ブロックされた Web サーバーのリクエストや、特定されたウイルスなど、ファイアウォールに
で⾏われたすべての Web サーバープロテクションアクティビティをレポートに表⽰することができ
ます。

20.7 トラフィックシェーピング
トラフィックシェーピングポリシーにより、帯域幅の管理とネットワークトラフィックの優先順位付
けを⾏って、帯域幅の⾼使⽤による影響を抑えることができます。ポリシーでは、関連付けの種類を
指定します。たとえば、ユーザーまたはアプリケーションの帯域幅を制限するためのポリシーを作成
することができます。また、スケジュールを指定して、ポリシーの有効期間を制限することができま
す。

関連タスク
トラフィックシェーピングポリシーの作成 (p. 466)

20.7.1 トラフィックシェーピングポリシーの作成
1. 「システムサービス」 > 「トラフィックシェーピング」に移動して、「追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 設定を指定します。

オプション 説明

ポリシーの関連付け ポリシーを適⽤するカテゴリ。たとえば、ユー
ザーとグループに適⽤するポリシーを作成する
には、「ユーザー」を選択します。

ルールの種類 制限帯域 ユーザーは定義されている帯域幅の上
限を超えることはできません。
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オプション 説明
保証帯域 ユーザーは指定された帯域幅を保証
され、指定された上限まで帯域幅を利⽤する
ことができます (利⽤可能な場合)。ユーザー
に追加の帯域幅の使⽤を許可すると、ピーク
期間にも安定したサービスレベルを提供する
ことができます。

アップロード/ダウンロードの上限を個別に設
定する

無効 アップロードとダウンロードの上限を、
別々に適⽤しません。
有効 指定した値に従って、アップロードと
ダウンロードのそれぞれの帯域幅を制限しま
す。

優先度 帯域幅を優先的に割り当てるトラフィックの種
類。デフォルトで、リアルタイムのトラフィッ
クに優先的に割り当てられます。

ヒント
リアルタイムトラフィックを最適化す
るためのデフォルトの動作を制御する
には、「システムサービス」 > 「トラ
フィックシェーピングの設定」に移動しま
す。

リアルタイムのトラフィックを優先した場
合、リアルタイム以外のポリシーによって保
証された帯域幅を利⽤できるかどうかは、リ
アルタイムのポリシーを処理した後に、残っ
ている使⽤可能な帯域幅の量によって決まり
ます。

帯域使⽤⽅法の種類 個別 割り当てらた帯域幅は、このポリシーが最
初に割り当てられたユーザー、ファイアウォー
ルルール、Web カテゴリ、またはアプリケー
ション専⽤になります。
共有 割り当てられた帯域幅は、このポリシー
が割り当てられたすべてのユーザー、ファイ
アウォールルール、Web カテゴリ、アプリ
ケーションで共有されます。

4. 任意: ポリシーのスケジュールを指定するには、「スケジュールの追加」セクションにスクロール
し、「追加」をクリックし、詳細を指定します。

5. 「保存」をクリックします。
このポリシーを有効にするには、ユーザー、ファイアウォールルール、Web カテゴリ、またはアプ
リケーションにポリシーを追加します。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
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キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
トラフィックシェーピング (p. 466)
トラフィックシェーピングポリシーにより、帯域幅の管理とネットワークトラフィックの優先順位付
けを⾏って、帯域幅の⾼使⽤による影響を抑えることができます。ポリシーでは、関連付けの種類を
指定します。たとえば、ユーザーまたはアプリケーションの帯域幅を制限するためのポリシーを作成
することができます。また、スケジュールを指定して、ポリシーの有効期間を制限することができま
す。

20.8 サービス
システムサービスの状態を表⽰し、サービスを管理します。

関連概念
IPS ポリシー (p. 125)
IPS ポリシーでは、ルールを使⽤してネットワーク攻撃を防⽌することができます。このルールに
従ってアクションが適⽤され、該当するイベントがログされます。ポリシーのデフォルトのセットで
は、⼀般的なトラフィックに対するネットワーク攻撃を防⽌することができます。このポリシーをカ
スタマイズして、独⾃のトラフィック要件を満たすルールを作成できます。



章 21

21 プロファイル
プロファイルでは、ユーザーのインターネットアクセスや管理者のファイアウォールへのアクセスを
制御することができます。スケジュール、アクセス時間、ネット閲覧クォータ、データ転送クォータ
を定義できます。また、ネットワークアドレス変換では、インターネットアクセス⽤のパブリック IP
アドレスを指定できます。管理者の役割に基づいて、ファイアウォールへのアクセスレベルを指定す
ることもできます。

21.1 スケジュール
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
• スケジュールを編集するに

は、
をクリックします。

注
使⽤中のスケジュールを削除するときは、ルールやポリシーに別のスケジュールを適⽤する
か、またはルールやポリシーを削除してから、スケジュールを削除するようにしてください。

関連概念
不正 AP スキャン (p. 184)
不正アクセスポイントとは、許可なくネットワークに接続しているアクセスポイントを指します。不
正アクセスポイントは、トラフィックの盗聴や、中間者攻撃などに利⽤される可能性があります。
ネットワーク上のアクセスポイントをスキャンし、未認証アクセスポイントを不正アクセスポイント
としてマークすることで、このような脅威を防⽌できます。
関連タスク
ユーザー/ネットワークルールの追加 (IPv4) (p. 59)
このページでは、IPv4 プロトコルを使⽤するトラフィックを制御するためのファイアウォールルー
ルを作成することができます。ファイアウォールルールは内部ネットワークと外部ネットワーク間
のトラフィックを制御して、未承認アクセスからネットワークを保護します。デバイスは、ファイア
ウォールルールで構成した送信元ゾーンおよび宛先ゾーンに基づいて適⽤するルールを決定します。
このページでは、ID ベースのファイアウォールルールをユーザーに適⽤して、ルールを作成します。
ユーザー/ネットワークルールの追加 (IPv6) (p. 65)
このページでは、IPv6 プロトコルを使⽤するトラフィックを制御するためのファイアウォールルー
ルを作成することができます。ファイアウォールルールは内部ネットワークと外部ネットワーク間
のトラフィックを制御して、未承認アクセスからネットワークを保護します。デバイスは、ファイア
ウォールルールで構成した送信元ゾーンおよび宛先ゾーンに基づいて適⽤するルールを決定します。
このページでは、ID ベースのファイアウォールルールをユーザーに適⽤して、ルールを作成します。
ポリシーの追加 (p. 136)
アプリケーションフィルタポリシールールの追加 (p. 165)
トラフィックシェーピングポリシーの作成 (p. 466)
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アクセス時間ポリシーの追加 (p. 471)
スケジュールの追加 (p. 470)

21.1.1 スケジュールの追加
1. 「プロファイル」 > 「スケジュール」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 繰り返しの種類を指定します。

オプション 説明

繰り返す 繰り返しイベントを制御します。

1回のみ 開始⽇と終了⽇を選択します。これにより、会
議やゲストユーザーのアクセスなど、1 回限り
のイベントを制御します。

注
1 回限りのスケジュールは、ファイアウォールルールにのみ適⽤できます。

4. タイミングを指定します。

注
曜⽇ごとに異なる開始時間と終了時間を適⽤するに
は、
をクリックして値を選択します。

5. 「保存」をクリックします。
スケジュールを有効にするには、ルールまたはポリシーに追加します。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。

21.2 アクセス時間
アクセス時間を指定して、ユーザー、グループ、ゲストユーザーのインターネットアクセスを制御す
ることができます。とおそのためには、時間帯を指定して、インターネットアクセスを許可または
拒否します。ファイアウォールには、よく使⽤されるデフォルトポリシーがいくつか定義されていま
す。
• アクセス時間ポリシーを編集するに

は、
をクリックします。
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注
アクセス時間ポリシーの変更はすぐに有効になります。

関連概念
ゲストユーザーの詳細 (p. 421)
ゲストユーザーとは、アカウントを持たずに、社内ネットワークからインターネットにアクセスする
ユーザーです。ゲストユーザーを追加 (登録) するか、またはゲストユーザーポータルでユーザーが⾃
ら登録することを許可できます。 必要に応じてポリシーと設定を指定します。
関連タスク
ユーザーの登録 (p. 410)
グループの追加 (p. 407)
アクセス時間ポリシーの追加 (p. 471)

21.2.1 アクセス時間ポリシーの追加
1. 「プロファイル」 > 「アクセス時間」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. インターネットアクセスに対するアクションを指定します。

• 許可
• 拒否

4. アクションを適⽤するスケジュールを指定します。

注
アクセス時間ポリシーには、反復スケジュールのみを指定できます。

5. 「保存」をクリックします。
アクセス時間ポリシーを有効にするには、ユーザー、グループ、またはゲストユーザーに追加しま
す。

関連概念
スケジュール (p. 469)
スケジュールには、ルールやポリシーの有効期間を指定することができます。繰り返しか、または 1
回限りのスケジュールを作成することができます。その後、スケジュールをファイアウォールルール
や、Web、アプリケーション、トラフィックシェーピング、アクセス時間のポリシーに適⽤し、ス
キャンを⾃動的に開始することができます。ファイアウォールには、⼀般的なスケジュールがデフォ
ルトで指定されています。
アクセス時間 (p. 470)
アクセス時間を指定して、ユーザー、グループ、ゲストユーザーのインターネットアクセスを制御す
ることができます。とおそのためには、時間帯を指定して、インターネットアクセスを許可または
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拒否します。ファイアウォールには、よく使⽤されるデフォルトポリシーがいくつか定義されていま
す。

21.3 ネット閲覧クォータ
ネット閲覧クォータでは、アクセス設定を使⽤して、ユーザーのインターネットアクセスを制御する
ことができます。クォータでは、周期型 (繰返し） または⾮周期型 (1 回限り) のいずれかと、アクセ
スできる時間を指定します。デフォルトのクォータには、⼀般的なクォータがいくつか定義されてい
ます (無限アクセスや、ブロックタイプアクセスなど)。

注
複数のクォータをユーザーに適⽤する場合は、上限に達した最初のポリシーに基づいてアクセス
が制限されます。

• ネット閲覧クォータを編集するに
は、
をクリックします。

次のクォータは、1 回限り、1 週間の無制限アクセスを指定しています。

関連タスク
ネット閲覧クォータの追加 (p. 151)

21.3.1 ネット閲覧クォータの追加
1. 「プロファイル」 > 「ネット閲覧クォータ」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. サイクルの種類を指定します。

オプション 説明

周期型 アクセスを繰り返し許可します。サイクル期間
を指定してください。指定期間が終了すると、
ユーザーは再びアクセスできるようになりま
す。新しいサイクルが開始すると、指定クォー
タが再び与えられます。未使⽤時間は繰り越さ
れません。
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オプション 説明

⾮周期型 ⼀回限りのアクセス。指定期間が終了すると、
ユーザーの接続が切断されます。

4. 有効期間を指定します。
• ⽇数を⼊⼒します。
• 期間を制限しない場合は、「無制限」チェックボックスを選択します。

5. クオータで与える最⼤のアクセス時間を指定します。
• 時間と分を⼊⼒します。まだクオータの有効期間が切れていない場合も、この値を超えると切

断されます。
• 最⼤時間を指定しない場合は、「無制限」チェックボックスを選択します。

6. 「保存」をクリックします。

21.4 ネットワークトラフィッククオータ
ネットワークトラフィッククォータポリシーでは、ユーザーとグループによるデータ転送を制御する
ことができます。総データ転送量のクォータを指定するか、アップロードクォータとダウンロード
クォータを個別に指定することができます。クォータは周期型または⾮周期型です。周期型ポリシー
には周期クォータと最⼤トラフィックを指定できます。ファイアウォールには、⼀般的に使⽤される
デフォルトのクォータをいくつか指定します。
• ネットワークトラフィッククォータポリシーを編集するに

は、
をクリックします。

関連タスク
ユーザーの登録 (p. 410)
グループの追加 (p. 407)
ネットワークトラフィッククォータポリシーの追加 (p. 473)

21.4.1 ネットワークトラフィッククォータポリシーの追加
1. 「プロファイル」「ネットワークトラフィッククオータ」に移動して、「追加」をクリックしま

す。
2. 名前を⼊⼒します。
3. データ転送の制限を指定します。

オプション 説明

ネットワークトラフィックの合計 総データ転送量のクォータ

個別のネットワークトラフィック (アップロー
ド & ダウンロード)

アップロードおよびダウンロードの個別の
クォータ

4. 周期を指定します。

オプション 説明

周期型 周期ごとのクォータ。未使⽤のクォータは持ち
越されず、クォータは周期ごとにリセットされ
ます。
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オプション 説明

⾮周期型 1 回限りのクォータ。
5. 選択した制限と周期に基づいて、周期期間、周期のトラフィッククォータ、最⼤トラフィック

クォータを選択します。

注
最⼤トラフィッククォータを指定する場合は、該当するチェックボックスをクリアします。最
⼤トラフィッククォータは周期クォータより⼤きい値にしてください。

注
ユーザーが周期クォータまたは最⼤トラフィッククォータを使い切ると、接続が切断されま
す。ユーザーが再接続するには、ユーザーの利⽤通信量をリセットする必要があります。

6. 「保存」をクリックします。
ネットワークトラフィッククォータポリシーを有効にするには、ユーザーまたはグループに追加して
ください。

関連概念
ネットワークトラフィッククオータ (p. 473)
ネットワークトラフィッククォータポリシーでは、ユーザーとグループによるデータ転送を制御する
ことができます。総データ転送量のクォータを指定するか、アップロードクォータとダウンロード
クォータを個別に指定することができます。クォータは周期型または⾮周期型です。周期型ポリシー
には周期クォータと最⼤トラフィックを指定できます。ファイアウォールには、⼀般的に使⽤される
デフォルトのクォータをいくつか指定します。

21.5 ネットワークアドレス変換
ネットワークアドレス変換 (NAT) ポリシーにより、内部ホストがファイアウォールのパブリック IP
アドレスを使ってインターネットにアクセスすることを許可することができます。ファイアウォール
によって、内部 IP アドレスがパブリック IP アドレスにマッピングされます。
• NAT ポリシーを編集するに

は、
をクリックします。

注
デフォルトの NAT ポリシーでは、ファイアウォールの WAN IP アドレスを使って、トラ
フィックが⾃動的にマスカレードされます。

関連概念
ファイアウォール (p. 54)
ファイアウォールルールは組織内のユーザー､アプリケーション､ネットワーク オブジェクトに対する
コントロールを⾏うセキュリティルールのセットです｡ファイアウォールルールを使⽤して要件に基づ
いたブランケットを作成したり､特化型のトラフィック通⾏ルールを作成したりできます｡ルールテー
ブルを使って、ファイアウォールルールを集中管理することができます。
関連タスク
NAT ポリシーの追加 (p. 475)
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21.5.1 NAT ポリシーの追加
1. 「プロファイル」 > 「ネットワークアドレス変換」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. IP アドレスまたは範囲を指定するか、新規作成します。
4. 「保存」をクリックします。
NAT ポリシーを適⽤するには、ファイアウォールルールに追加します。

関連概念
ネットワークアドレス変換 (p. 474)
ネットワークアドレス変換 (NAT) ポリシーにより、内部ホストがファイアウォールのパブリック IP
アドレスを使ってインターネットにアクセスすることを許可することができます。ファイアウォール
によって、内部 IP アドレスがパブリック IP アドレスにマッピングされます。

21.6 デバイスのアクセス
管理者によるファイアウォールへのアクセスを、役割に基づいて制御することができます。デフォ
ルトのプロファイルとして、スーパー管理者と、⼀般的な管理者の役割があらかじめ定義されていま
す。カスタムプロファイルを作成して、権限を指定することもできます。
• プロファイルを編集するに

は、
をクリックします。

表 34 : デフォルトのプロファイル

名前 説明

Administrator すべての権限を持つスーパー管理者。新しい管理者プロファイルを作成し
て、⼀部の権限または全権限を与えることができます。

Audit admin ログとレポートの読み取り/書き込み権限。

Crypto admin セキュリティ証明書の設定に必要な読み取り/書き込み権限

HAProfile 補助デバイスの読み取り専⽤権限 (冗⻑化が設定されている場合。)

Security admin プロファイル、ログ、レポート以外のすべての機能の読み取り/書き込み
権限

注
• プロファイルを削除するときは、管理者に割り当てられていないことを確認してください。

関連タスク
ユーザーの登録 (p. 410)
デバイスアクセスプロファイルの追加 (p. 475)

21.6.1 デバイスアクセスプロファイルの追加
1. 「プロファイル」 > 「デバイスのアクセス」に移動して、「追加」をクリックします。
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2. 名前を⼊⼒します。
3. メニューに対する管理者のアクセスレベルを選択します。

• なし
• 読み取り専⽤
• 読み取り、書き込み

注
サブメニューに異なるアクセスレベルを指定するに
は、
をクリックします。

4. 「保存」をクリックします。
デバイスアクセスプロファイルを有効にするには、管理者ユーザーに適⽤します。

関連概念
デバイスのアクセス (p. 475)
管理者によるファイアウォールへのアクセスを、役割に基づいて制御することができます。デフォ
ルトのプロファイルとして、スーパー管理者と、⼀般的な管理者の役割があらかじめ定義されていま
す。カスタムプロファイルを作成して、権限を指定することもできます。



章 22

22 ホストとサービス
「ホストとサービス」では、システムホストとサービスの定義および管理を⾏うことができます。

22.1 IP ホスト
「IP ホスト」ページには、ダイナミックホスト、デフォルトのホスト、⼿動で追加されたホストのリ
ストが表⽰されます。
ホストはエンティティの定義を⼀度だけ許可します、このエンティティは構成全体において複数
の参照インスタンスで再使⽤することができます。たとえば、内部メールサーバーの IP アドレス
は「192.168.1.15」であるとします。セキュリティポリシーまたは NAT ポリシーの構成中に IP
アドレスを繰り返し使⽤する代わりに、単⼀エンティティの内部メールサーバーを IP アドレス
192.168.1.15 のホスト名で作成することができます。条件の定義としてホストを使⽤するすべて
の構成で、このホスト、内部メールサーバーを選択することができます。
数字のアドレスではなくホスト名を使⽤することで、変更する場合は IP アドレスが表⽰される各
構成ではなく 1 か所のみで⾏うことができます。
ホストを使⽤することで、間違った IP アドレスの⼊⼒を削減することができます。また、IP アド
レスが読みやすくなるほか、簡単にアドレスを変更することができるようになります。
1つのホスト名に含まれる複数のエンティティが同じ機能を実⾏する場合は、これらをグループ化
することができます。
「IP ホスト」ページには、すべてのダイナミックホストのリストが表⽰されます。
ダイナミックホストは⼿動で追加したホストとともに、VPN リモートアクセス接続
(IPsec と SSL) およびリモートアクセス接続のデフォルトホスト (IPv6 と IPv4) -
##ALL_RW、##WWAN1、##ALL_IPSEC_RW、##ALL_SSLVPN_RW の作成時に⾃動的に追
加されます。このページでは、新しいホストの追加、既存ホストの更新、ホストの削除を⾏うオプ
ションを提供しています。

注
• システムホストを更新または削除することはできません。
• VPN リモートアクセス接続の作成時に⾃動的に追加されるダイナミックホストは削除でき

ません。
• リモートアクセス接続のデフォルトホスト (IPv6 と IPv4) -

##ALL_RW、##WWAN1、##ALL_IPSEC_RW、##ALL_SSLVPN_RW は更新または削
除できません。

関連タスク
Web サーバーの追加 (p. 257)

22.1.1 IP ホストの追加
「IP ホストの追加」では、ホスト名をネットワーク、IP アドレス、範囲、またはリストに割り当て
ることができます。
1. 「ホストとサービス」 > 「IP ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
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2. ホスト名を⼊⼒します。
3. IP ファミリーを選択します。

利⽤可能なオプション:
• IPv4
• IPv6

4. ホストの「種類」を選択します。
利⽤可能なオプション:
• IP
• ネットワーク
• IP の範囲
• IP リスト (異なるネットワークに属するか、範囲指定できない IP アドレス)

5. 選択したホストの種類が「IP」、「ネットワーク」、「IP の範囲」の場合:
a) IP アドレス、サブネット、または範囲を⼊⼒します。
b) IP ホストグループを選択するか、新しいグループを作成します。

注
1つのホストを、複数のホストグループに含めることが可能です。ホストグループに、IPv4
と IPv6 のホストを混在させることはできません。

6. 選択したホストの種類が「IP リスト」の場合は、「IP アドレスのリスト」に⼊⼒します。

注
IP リストには、クラス B の IP アドレスのみを追加できます。IP リストに IP アドレスを追
加したり、リスト内のアドレスを削除することができます。

7. 「保存」をクリックします。

22.2 IP ホストグループ
「IP ホストグループ」ページには、すべてのホストグループのリストが表⽰されます。
ホストグループとはホストをグループ化したものです。個別のホストごと、またはホストグループ
に対してセキュリティポリシーを作成することができます。

注
VPN リモートアクセス接続の作成時に⾃動的に追加されるダイナミックホストグループは削除
できません。

このページでは、新しいホストグループの追加、既存ホストグループパラメータの更新、既存ホス
トグループへのメンバーの追加、ホストグループの削除を⾏うオプションを提供します。

22.2.1 IP ホストグループの追加
「IP ホストグループの追加」ページでは、新しい IP ホストグループを構成することができます。
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1. ホストとサービス > IP ホストグループにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. IP ホストグループの詳細を⼊⼒します。

名前 IP ホストグループの識別名を⼊⼒します。
説明 IP ホストグループの説明を⼊⼒します。
IP ファミリー 利⽤可能なオプションから IP ファミリーの種

類を選択します。
利⽤可能なオプション:
• IPv4
• IPv6

ホストの選択 「ホスト」リストには、デフォルトのホストを
含むすべてのホストが表⽰されます。関連する
チェックボックスをクリックして、ホストを選
択します。単⼀のホストは複数のホストグルー
プのメンバーになることができます。IPv4 お
よび IPv6 ホストを含むグループを作成するこ
とはできません。

3. 「保存」をクリックします。
作成された IP ホストグループは「IP ホストグループ」ページに表⽰されます。

22.3 MAC ホスト
1つまたは複数の MAC アドレスに、ホスト名を割り当てることができます。

22.3.1 MAC ホストの追加
「MAC ホストの追加」ページでは、単⼀の MAC アドレスまたは複数の MAC アドレスの MAC ホ
ストを⼿動で作成できます。
1. 「ホストとサービス」 > 「MAC ホスト」に移動して、「追加」をクリックします。
2. MAC ホストの詳細を⼊⼒します。

名前 MAC ホストの識別名を⼊⼒します。
種類 MAC ホストの種類を選択します。

利⽤可能なオプション:MAC アドレス - 選択し
て、単⼀の MAC アドレスを追加します。MAC
リスト - 選択して、複数の MAC アドレスを追
加します。

MAC アドレス (「種類」で「MAC アドレス」
を選択した場合のみ)

MAC アドレスを、00:16:76:49:33:CE また
は 00-16-76-49-33-CE の形式で指定します。

MAC アドレスのリスト (「種類」で「MAC リ
スト」を選択した場合のみ)

MAC アドレスを、00:16:76:49:33:CE また
は 00-16-76-49-33-CE の形式で指定します。
複数の MAC アドレスを区切るには、カンマを
使⽤してください。

3. 「保存」をクリックします。
作成された MAC ホストが、「MAC ホスト」ページに表⽰されます。

Copyright © 2018 Sophos Limited 479



XG Firewall

22.4 FQDN ホスト
「FQDN ホスト」ページには、利⽤可能なすべての FQDN ホストのリストが表⽰されます。
FQDN (Fully Qualified Domain Name) ホストはエンティティを⼀度定義すると、構成
全体の複数の参照インスタンスでエンティティを再使⽤することを許可します。たとえ
ば、www.example.com の IP アドレスが 192.168.1.15 であるとしましょう。。この
場合、⽬的の Web サイトにアクセスするために IP アドレスを覚えなくても、ブラウザに
www.example.com と⼊⼒するだけで済みます。FQDN の www.example.com がその IP アドレ
スにマップされ、⽬的の Web ページが開きます。
このページでは、新しい FQDN ホストの追加、既存ホストの更新、ホストの削除を⾏うオプション
を提供しています。

関連タスク
Web サーバーの追加 (p. 257)

22.4.1 FQDN ホストの追加
「FQDN ホストの追加」ページでは、新しい FQDN ホストを作成できます。
「FQDN ホストの追加」ページでは、新しい FQDN ホストを⼿動で設定することができます。
1. ホストとサービス > FQDN ホストにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. FQDN ホストの詳細を⼊⼒します。

名前 FQDN ホストの識別名を指定します。
FQDN FQDN アドレスを指定してください。
FQDN ホストグループ FQDN ホストグループを選択するか、新規作

成します。単⼀の FQDN ホストは複数のホス
トグループのメンバーになることができます。
このページから直接、新しい FQDN ホストグ
ループを作成できます。または、「ホストと
サービス」 > 「FQDN ホストグループ」の順
にアクセスした先のページからも作成できま
す。

3. 「保存」をクリックします。

22.5 FQDN ホストグループ
FQDN ホストグループでは、個々の FQDN ホストを 1つまたは複数のホストグループに追加すること
ができます。

22.5.1 FQDN ホストグループの追加
「FQDN ホストグループの追加」ページでは、新しい FQDN ホストグループを構成することがで
きます。
1. 「ホストとサービス」 > 「FQDN ホストグループ」に移動して、「追加」を選択します。
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2. FQDN ホストグループの詳細を⼊⼒します。

名前 FQDN ホストグループの識別名を⼊⼒します。
説明 FQDN ホストグループの説明を⼊⼒します。
ホストの選択 「ホスト」リストには、デフォルトのホストを

含むすべてのホストが表⽰されます。関連する
チェックボックスをクリックして、ホストを選
択します。単⼀のホストは複数のホストグルー
プのメンバーになることができます。

3. 「保存」をクリックします。

22.6 国別グループ
デバイスには国別グループがデフォルトで設定されており、このグループ分けは⼤陸に基づいて
います。また、ファイアウォールルールの作成時には、国のリストも表⽰されます。国別グループ
は、独⾃に作成することもできます。

注
出荷時の状態にリセットすると、国別グループはデフォルトにリセットされます。

注
デフォルトまたは独⾃の国別グループは、編集・削除することができます。

22.6.1 国別グループの追加
「国別グループの追加」ページでは、新しい国別グループを追加するためのパラメータを⼿動で構
成できます。
1. ホストとサービス > 国別グループにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 「国別グループ」の詳細を⼊⼒します。

名前 国別グループの識別名を⼊⼒します。
説明 国別グループの説明。
国を選択 「新しい項⽬の追加」をクリックして、国を選

択して追加します。
国は複数の国別グループのメンバーになること
ができます。

3. 「保存」をクリックします。

22.7 サービス
「サービス」ページには、すべてのデフォルトサービスおよびカスタムサービスのリストが表⽰され
ます。
サービスは、特定の種類のネットワークトラフィックを定義したもので、TCP、ICMP、UDP など
のプロトコルに関する情報と、ポート番号など、プロトコルに関連したオプションに関する情報を
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含みます。サービスを使⽤して、ファイアウォールにより許可または拒否されるトラフィックの種
類を特定できます。
特定の基地のトラフィックの種類は、サービス内で事前定義されています。これらの事前定義され
たサービスはデフォルトで、更新または削除することはできません。事前定義されたサービスとは
異なるサービスの定義が必要な場合は、カスタムサービスとして追加できます。
このページでは、新しいサービスの追加、既存サービスパラメーターの更新、サービスの削除を⾏
うオプションも提供しています。

注
• セキュリティポリシーが使⽤するサービスを削除することはできません。
• デフォルトのサービスを更新または削除することはできません。

22.7.1 サービスの追加
「サービスの追加」ページでは、新しいサービスを追加するためにパラメータを⼿動で構成するこ
とができます。
1. ホストとサービス > サービスにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. サービスのパラメータを⼊⼒します。

名前 サービスの識別名を⼊⼒します。
種類 サービスのプロトコルを選択します。

利⽤可能なオプション:TCP/UDP - 送信
元および宛先ポートを⼊⼒します。同じ
サービスのポートを複数⼊⼒できます。IP
- サービスのプロトコル番号を選択しま
す。同じサービスのポートを複数選択でき
ます。ICMP - ICMP の種類およびコード
を選択します。同じサービスの種類および
コードを複数⼊⼒できます。追加アイコン

および削除アイコン

を使⽤して、各パラメータを追加および削除し
ます。ICMPv6 - ICMPv6 の種類およびコード
を選択します。同じサービスの種類およびコー
ドを複数⼊⼒できます。
追加

および削除

を使⽤して、パラメータを追加および削除しま
す。

3. 「保存」をクリックします。
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22.8 サービスグループ
「サービスグループ」ページには、すべてのデフォルトサービスグループおよびカスタムサービスグ
ループのリストが表⽰されます。
サービスグループはサービスのグループです。カスタムサービスとデフォルトサービスは、1つの
グループにまとめることができます。
使⽤して、次のセキュリティポリシーを構成します。
• 特定ゾーンのサービスグループをブロックする
• ⼀部または全部のユーザーのサービスグループのアクセスを制限する
• 特定のユーザーにのみサービスグループを使⽤した通信を許可する
サービスグループを作成して、そのグループ内ですべてのサービスのアクセスを許可またはブロッ
クするためにファイアウォールを 1 つ追加します。サービスグループには、デフォルトのサービス
およびいかなる組み合わせのカスタムサービスも含めることができます。単⼀のサービスは複数の
サービスグループのメンバーになることができます。
このページでは、新しいグループの追加、既存グループパラメータの更新、既存グループへのメン
バーの追加、グループの削除を⾏うオプションも提供しています。

注
• デフォルトのサービスグループを更新または削除することはできません。
• セキュリティポリシーが使⽤するサービスグループを削除することはできません。

22.8.1 サービスグループの追加
「サービスグループの追加」ページを使⽤して、新しくカスタマイズしたサービスグループを追加し
ます。
「サービスグループの追加」ページでは、詳細を⼿動で⼊⼒したり、新しいサービスグループを構
成したりできます。
1. ホストとサービス > サービスグループにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. サービスグループの詳細を⼊⼒します。

名前 サービスグループの識別名を⼊⼒します。
説明 サービスグループの説明。
サービスを選択してください 「サービス」リストには、デフォルトのサービ

スを含むすべてのサービスが表⽰されます。
チェックボックスをクリックして、サービスを
選択します。選択したサービスはすべて、「選
択したサービス」リストに移ります。
単⼀のサービスは複数のグループのメンバーに
なることができます。
検索を使⽤して、リストからサービスを⾒つけ
てください。
IPv4 および IPv6 のサービスを含むグループを
作成できます。
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3. 「保存」をクリックします。



章 23

23 管理
ここでは、デバイスライセンス、時刻、管理者アクセス、集中アップデート、ネットワーク帯域幅、
デバイス監視、ユーザー通知などの設定について説明します。

23.1 ライセンス
デバイスの初回導⼊時には、すべてのモジュールの登録が解除されたままになります。ライセン
スのページには、デバイスの登録情報とサブスクリプションステータスが表⽰されます。このペー
ジで、サブスクリプションモジュールをアクティベートしたり、評価版の使⽤を開始したりできま
す。
Cyberoam と UTM 9 のライセンスは、SF-OS に移⾏することができます。

基本情報
デバイスには、2種類のモジュールが含まれます。
• 基本モジュール: ファイアウォール、VPN、ワイヤレス
• サブスクリプションモジュール:

̶ ベース FW - ファイアウォール、VPN、ワイヤレスが含まれます
̶ ネットワークプロテクション - 侵⼊制御システム、RED、Advanced Threat Protection が

含まれます
̶ Web プロテクション - Web のカテゴリ化、ウイルス対策、アプリケーションコントロー

ルが含まれます
̶ メールプロテクション - スパム対策、ウイルス対策、メールの暗号化、DLP が含まれます
̶ Web サーバープロテクション - WAF、ウイルス対策、リバースプロキシが含まれます
̶ Sandstorm - Sandstorm サービスと関連するすべての設定が含まれます
̶ 拡張サポート - 8 時間、週 5 ⽇
̶ 拡張プラスサポート - 24 時間、週 7 ⽇

⼀旦登録すると、デバイスを無制限の期間使⽤することができます。
どのサブスクリプションモジュールにも登録することができます:
• キーがない場合は 30 ⽇間の無料トライアルサブスクリプション
• キーがある場合

XG Firewall 登録の詳細

機種 登録した XG Firewall モデル番号とデバイス
キー

会社名 デバイスの登録に使⽤した法⼈名
連絡担当者 その法⼈の連絡担当者
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登録済みメールアドレス デバイスの登録に使⽤したメールアドレス
サブスクリプションのアクティベート ライセンスキーを使って、モジュールごとにサ

ブスクリプションを開始できます。

注
「サブスクリプションのアクティベー
ト」は、「ライセンスのアップグレー
ド」セクションで「ライセンスの移⾏」を
使⽤して、デバイスの元のライセンスを
CyberoamOS または UTM 9 から SF-OS
に移⾏した後に、有効になります。

モジュールのサブスクリプションの詳細

同期 クリックすると、ご利⽤のアカウントとライセン
スが同期されます。

評価版のアクティベート 個別のモジュールを 30 ⽇間評価できます。

注
「評価版のアクティベート」は、「ライセ
ンスのアップグレード」セクションで「ラ
イセンスの移⾏」を使⽤して、デバイスの
元のライセンスを CyberoamOS または
UTM 9 から SF-OS に移⾏した後に、有効
になります。

モジュール モジュールの名前。
ステータス モジュールの状態を⽰します。

モジュールの状態は次の通りです。
• 登録済み - モジュールは登録されています。
• 評価中 - モジュールは評価版で登録されてい

ます。
• 未登録 - モジュールは登録されていません。
• 期限切れ - サブスクリプションの有効期限が

切れました。

有効期限⽇ モジュールのサブスクリプションの有効期限が切
れる⽇です。

ライセンスのアップグレード
ライセンスを CyberoamOS または UTM 9 から Sophos Firewall OS (SF-OS) に移⾏できます。

UTM 9 ライセンスの移⾏ 現在の UTM 9 ライセンスが同等の SF-OS イン
ストールに移⾏されます。いったん移⾏すると、
元に戻すことはできず、UTM 9 でこのライセン
スを使⽤することはできなくなります。
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注
「UTM 9 ライセンスの移⾏」は UTM 9 か
ら SF-OS へ移⾏した場合にのみ利⽤可能で
す。

Cyberoam ライセンスの移⾏ 現在の Cyberoam ライセンスと同等の価値のあ
る Sophos Firewall OS ライセンスを提供しま
す。Cyberoam の既存のライセンスはすべてSF-
OS に移⾏されます。

注
「Cyberoam ライセンスの移⾏」は
Cyberoam から SF-OS へ移⾏した場合にの
み利⽤可能です。

注
デバイスの登録が完了した後に、使⽤できるようになります。

23.1.1 サブスクリプションのアクティベート

1. 「管理」 > 「ライセンス」に移動して、「XG Firewall 登録の詳細」で「サブスクリプションの
アクティベート」をクリックします。

2. ライセンスキーを⼊⼒します。
3. 「鍵の検証」をクリックします。ライセンスキーの有効性が確認され、サブスクリプションがア

クティベートされます。

23.2 デバイスのアクセス
デバイスアクセスの設定によって、カスタムゾーンとデフォルトゾーン
(LAN、WAN、DMZ、VPN、Wi-Fi) から特定のサービスへの管理者アクセスを制限することができま
す。
1. ローカルサービス ACL: デバイスを初めて接続して起動したときは、デフォルトの ACL (アクセ

スコントロールリスト) が設定されています。デフォルトのサービスとポートの詳細は、以下のと
おりです。適宜クリックして、特定のゾーンから各サービスへのアクセスの有効/無効を切り替え
てください。

管理サービス LAN、Wi-Fi ゾーン: HTTPS (TCP ポート
4444)、Telnet (TCP ポート 23)、SSH (TCP
ポート 22)
WAN ゾーン: HTTPS (TCP ポート
443)、Telnet (TCP ポート 23)、SSH (TCP
ポート 22)

認証サービス LAN、Wi-Fi ゾーン: クライアント認証 (UDP
ポート 6060)、キャプティブポータル認証
(TCP ポート 8090)、RADIUS SSO。
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ネットワークサービス LAN、WAN、Wi-Fi ゾーン: Ping/Ping6 およ
び DNS

その他のサービス LAN、Wi-Fi ゾーン: ワイヤレスプロテクショ
ン、Web プロキシ、SMTP リレー
LAN、WAN、DMZ、Wi-Fi ゾーン: SSL VPN
(TCP ポート 8443)
LAN、WAN ゾーン: ユーザーポータルおよび
ダイナミックルーティング
LAN、DMZ、VPN、Wi-Fi ゾーン: SNMP

注
ユーザー認証サービスは、ユーザーベースのインターネット閲覧、帯域幅、データ転送の制限
を適⽤するために必要です。管理機能を使⽤するには、ユーザー認証サービスは不要です。

2. ローカルサービス ACL の例外ルール: 特定のネットワーク / ホストからデバイスの管理サービス
へのアクセスを許可することができます。設定済みのルールの⼀覧が表⽰されます。

注
SFOS v15 を v16 にアップグレードすると:
• SFOS v15 で HTTP を有効にした場合は、すべての HTTP リクエストが HTTPS にリダ

イレクトされます。
• 処理を「破棄」に設定した HTTP ルールは、削除されます。

3. デフォルトの管理者パスワードの設定:
a) デバイスの導⼊後、すぐにデフォルトのパスワードを変更するようにしてください。

注
スーパー管理者のユーザー名とパスワードは、デフォルトで admin に設定されていま
す。この認証情報を使って、Web 管理コンソールと CLI にアクセスすることができま
す。管理者認証は、デバイス上でローカルに⾏われます。

b) 出荷時のパスワードにリセットするには、「出荷時設定にリセット」をクリックします。

4. 公開鍵認証
a) SSH キーによる CLI (コマンドラインインターフェース) へのアクセスを許可するには、「管

理者の公開鍵認証」をオンにします。

注
管理者とサポートユーザーのみが、認証なしでログイン⽤の SSH キーを追加することが
できます。他のすべてのユーザーは、SSH キーを追加するために、認証パスワードを⼊
⼒する必要があります。

b) 「管理者の認証鍵」のリストを追加します。これらの SSH 鍵の⽣成には、SSH クライアント
ツール (PuTTY など) を使⽤します。
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23.2.1 ローカルサービス ACL の例外ルールを追加する
ローカルサービス ACL の例外ルールを使⽤して、指定されたネットワーク / ホストからデバイスの
管理サービスへのアクセスを許可することができます。
1. 「管理」 > 「デバイスのアクセス」の順にアクセスして、ローカルサービス ACL の例外ルー

ルで「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 「ルールの位置」を選択します。
4. 説明を⼊⼒します。
5. 「IP バージョン」を次のオプションから選択します。

利⽤可能なオプション:
• IPv4
• IPv6

6. ルールを適⽤する送信元ゾーンを選択します。
7. 「新規項⽬の追加」をクリックして、ルールを適⽤する送信元ホスト (ネットワーク、IP アドレ

ス、範囲、リスト) を選択します。送信元ネットワーク / ホストを新しく作成するには、「新規作
成」をクリックします。

8. 新規項⽬の追加をクリックして、ルールを適⽤する IP アドレスまたはインターフェースベースの
宛先ホスト (ユーザーポータルなど) を選択します。宛先ネットワーク / ホストを新しく作成する
には、「新規作成」をクリックします。

注
宛先ホストを指定することで、特定の宛先 IP アドレスのサービス (ユーザーポータルなど)
へのアクセスを制御することができます。

9. 「新規項⽬の追加」をクリックして、ルールを適⽤する管理サービスを選択します。
利⽤可能なオプション:
• HTTPS
• Telnet
• SSH
• Web プロキシ
• DNS
• Ping/Ping6
• SSL VPN
• ユーザーポータル
• ダイナミックルーティング

10.「処理」を選択します。
利⽤可能なオプション:
• 許可する
• 破棄する

11.「保存」をクリックします。
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23.3 管理の設定
管理の設定では、管理ポートやログインパラメータを変更することができます。ログインパラメータ
をカスタマイズすると、ローカルやリモートのユーザーアクセスを経過時間に基づいて制限すること
ができます。
1. ホスト詳細の⼊⼒

a) 完全修飾ドメイン名 (FQDN) を⼊⼒します。
許容可能な範囲: 0〜256 ⽂字
例: security.sophos.com

注
デバイスを初めて導⼊したときは、デバイスのシリアル ID がホスト名として保存されま
す。

b) 説明を⼊⼒します。
2. 管理ポートの設定

a) SFOS v15 からアップグレードして HTTP サービスを有効にした場合は、SFOS v15 で設定
した HTTP ポートが表⽰されます。
デフォルト: 80

注
v16 以降では、管理コンソールへのアクセスにこのポートを使⽤することはできませ
ん。HTTP ポートのトラフィックは⾃動的に HTTPS ポートにリダイレクトされます。

b) 管理コンソールに安全にアクセスするための HTTPS ポート番号を⼊⼒します。
デフォルト: 4444

c) ユーザーポータルに安全にアクセスするための HTTPS ポート番号を⼊⼒します。ユーザー
ポータルへの安全な接続と、TCP を使⽤する SSL VPN 接続は、同じポート (例: 443) を使⽤
することができます。
デフォルト: 443

d) ユーザーポータル、キャプティブポータル、SPX 登録ポータル、SPX 返信ポータルで使⽤す
る証明書を選択します。

e) キャプティブポータルやその他のインタラクティブなページへのリダイレクト時に使⽤するオ
プションを選択します。
ファイアウォールに設定済みのホスト名または 1 つ⽬の内部インターフェースの IP アドレス
を使⽤するか、または別のホスト名を指定することができます。「設定内容を確認する」をク
リックして、構成をテストします。

3. 管理者ログインのセキュリティを設定します。
a) チェックボックスをオンにし、管理者セッションのアイドル時間 (分) を指定します。ここで

指定した時間が経過すると、デバイスは⾃動的にロックされます。この設定は、管理コンソー
ル、CLI コンソール、IPsec 接続ウィザード、ネットワークウィザード、グループのインポー
トウィザードに適⽤されます。
デフォルト: 3 分
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b) チェックボックスをオンにし、管理者セッションのアイドル時間 (分) を指定します。ここで
指定した時間が経過すると、管理者は⾃動的にログアウトします。
デフォルト: 10 分

注
「管理者セッションのログアウト:」の値は「管理者セッションのロック:」より⼤きい値
にしてください。

c) Web 管理コンソールと CLI へのログインをブロックするには、該当するチェックボックスを
選択します。同じ IP アドレスから連続してログイン試⾏を⾏える最⼤回数と秒数を指定しま
す。この値を超えた場合は、管理者アカウントがロックされます。管理者にログインを許可し
ない時間 (分) を指定してください。指定したログイン試⾏回数を超えると、管理者アカウン
トはここで指定した時間の間、ロックされます。

4. 管理者パスワードの複雑性設定を有効にし、制約を適⽤するには、該当するチェックボックスを
選択します。

5. 管理者が Web 管理コンソールと CLI にログインする前に、認証、SMTP、管理、SMS のカスタ
マイズに関する免責メッセージを表⽰するには、「ログインの免責事項を有効化する」を選択し
ます。⽂⾯は⾃由に変更したり、プレビュー画⾯で確認したりできます。

6. 次のアプリケーションの使⽤量や脅威に関するデータをソフォスに送信するには、「Sophos
Adaptive Learning」を選択します。未分類のアプリケーション (ネットワークの可視化改善お
よびアプリケーションコントロールライブラリの拡充のため)、IPS 警告のデータ、検出されたウ
イルス (URL を含む)、スパム、ATP 脅威情報 (脅威名、脅威の URL/IP、送信元 IP、使⽤したア
プリケーションなど)。
安定性の向上、機能改善の検討、保護効果の改善を⽬的として、デバイスの情報が定期的に
HTTPS 経由でソフォスに送信されます。ユーザー固有の情報または個⼈情報は収集されませ
ん。デバイスの設定情報と使⽤データは、デフォルトで送信されます。たとえば、デバイス
情報 (モデル、ハードウェアバージョン、ベンダーなど)、ファームウェアバージョン、ライ
センス情報 (所有者情報を除く)、使⽤中の機能 (ステータス、オン/オフ、カウント、HA ス
テータス、集中管理ステータス)、設定済みオブジェクト (ホスト数、ポリシーなど)、製品エ
ラー、CPU、メモリ、ディスク使⽤量 (パーセンテージ) などが送信されます。

23.4 集中管理
Sophos Firewall Manager (SFM)、Sophos Central Firewall Manager (CFM)、Sophos Central で
は、Sophos XG Firewall (デバイス) を集中管理することができます。そのためには、キープアライ
ブ要求を設定し、Firewall Manager 経由でのデバイスの構成やシグネチャのアップデートを有効にし
ます。
1. 「システム」 > 「管理」 > 「集中管理」の順にアクセスします。
2. 「ファイアウォールの管理:」をオンにして集中管理を有効にします。
3. 「Sophos Firewall Manager (SFM)」、「Sophos Central Firewall Manager (CFM)」、

または「Sophos Central」を選択します。

23.4.1 Sophos Firewall Manager

SFOS V16 デバイスを SFM V15 から管理する場合は、制限が適⽤されます。詳しくは、付録 E -
SFMOS 15.01.0 との互換性を参照してください。
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1. 「デバイス管理」を選択し、キープアライブ要求を有効にし、構成のアップデートを確認しま
す。

2. 「詳細設定」をクリックし、通信設定を選択します。
• Firewall Manager の設定の変更内容を、ファイアウォールにプッシュする
• Firewall Manager の設定の変更内容を、デバイスが取り込む

3. 構成のアップデートが送信されるFirewall Manager の HTTPS ポートを⼊⼒します。
4. 「通信ハートビートのプロトコル」で、どのようにキープアライブ情報を Firewall Manager に送

信するかを指定します。

注
ハートビートのプロトコルを Syslog に設定することが推奨されます。

5. 「アップデートの管理」を選択し、Firewall Manager からシグネチャアップデートを受信するよ
うに設定します。

6. 「詳細設定」をクリックします。「Firewall Manager のポート」に、Firewall Manager
の「管理設定」で指定したポート番号を⼊⼒してください。

Firewall Manager が、このポートにシグネチャアップデートをプッシュするようになります。

23.4.2 Sophos Central Firewall Manager

SFOS V16 デバイスを SFM V15 から管理する場合は、制限が適⽤されます。詳しくは、付録 E -
SFMOS 15.01.0 との互換性を参照してください。
1. 「デバイス管理」から「詳細設定」をクリックして、通信設定を選択します。

• Firewall Manager の設定の変更内容を、ファイアウォールにプッシュする
• Firewall Manager の設定の変更内容を、デバイスが取り込む

2. 構成のアップデートが送信されるFirewall Manager の HTTPS ポートを⼊⼒します。
3. 「通信ハートビートのプロトコル」で、どのようにキープアライブ情報を Firewall Manager に送

信するかを指定します。
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注
ハートビートのプロトコルを Syslog に設定することが推奨されます。

23.5 時間
デバイスの内蔵時計に⽇付と時刻を設定したり、デバイスを NTP (Network Time Protocol) サー
バーと同期することができます。
1. 「管理」 > 「時間」に進んでください。
2. 「現在の時刻」に、デバイスの⽇時が表⽰されます。
3. デバイスが導⼊されている場所の「タイムゾーン」を選択します。
4. ⽇付と時刻の設定⽅法を、次のいずれかから選択します。

• 事前定義された NTP サーバーを使⽤ (pool.ntp.org)NTP バージョン 3 (RFC 1305) を使
⽤します。「今すぐ同期」をクリックします。

• カスタム NTP サーバーを使⽤。IPv4 または IPv6 のアドレスか、ドメイン名を⼊⼒しま
す。最⼤ 10 の NTP サーバーを構成できます。同期を実⾏すると、ここで設定した NTP
サーバーに順番にクエリを送信し、いずれかのサーバーから有効な応答を得るまでこの処理
を繰り返します。「今すぐ同期」をクリックします。

• デバイスの内蔵時計に基づいて⽇時を設定するには、「NTP サーバーを使⽤しない」を選
択します。⽇付と時刻を設定します。

23.6 通知の設定
通知の設定 では、メールサーバーの IP アドレスや、ポート、メールアドレスを設定し、アラート
メールを送受信するようにできます。
システムが⽣成したイベントや、管理者に役⽴つ情報をメールで通知するように設定します。
• ゲートウェイの状態の変更
• HA (⾼可⽤性) リンクの状態の変更 (HA クラスタが構成されている場合)
• IPsec トンネルの状態の変更
1. メールサーバー設定

「次を経由して通知を送信:」で以下を選択します。
内蔵メールサーバー
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選択して、XG Firewall 内蔵メールサーバーを使⽤してシステム⽣成メールを送信します。
外部メール サーバー
選択して、システム⽣成されたメールを送信するように外部メール サーバーを構成します。
a) 「メールサーバー IPv4 アドレスまたは FQDN アドレスおよびポート番号」を指定しま

す。デフォルトポート: 25
b) 「認証の要求」を選択して、メールを送信する前にユーザーを認証します。「ユーザー

名」と「パスワード」を指定します。
c) 「接続のセキュリティ」で、SMTP クライアントと SMTP サーバー間の SMTP メール通知

⽤の安全な接続を確⽴するために使⽤するモードを選択します。利⽤可能なオプション:
• なし
• STARTTLS
• SSL/TLS
デフォルト: なし

d) SMTP クライアントおよび SMTP サーバーが認証に使⽤する証明書を選択します。
デフォルト: ApplicanceCertificate

2. メールの設定
送信者と受信者のメールアドレスを⼊⼒します。

3. メール通知
IPsec VPN トンネル接続が切断された場合にメール通知を受信するには、「IPsec トンネルの
アップ/ダウン」を選択します。
アラートメールは、設定したメールアドレスに送信されます。
メールはホスト間およびサイト間のトンネル接続でのみ送信されます。次のいずれかの理由に
より、接続が切断される場合があります。
• ピアがデッドの状態で検知された (DPD)
• デッドピア検知 (DPD) 後に接続の再構築に失敗した
• IPsec セキュリティアソシエーション (SA) の有効期限が切れ、再構築する必要がある
• 接続が切断された後に、IPsec トンネルが管理者の介⼊なしで構築された

注
• 複数のローカル / リモートネットワークのあるサイト間の接続では、サブネットペアご

とにメールが送信されます。
• IPsec トンネル接続に関する説明は、管理者が情報を提供した場合のみ、メールに説明

が記載されます。
• メール数を減らすため、メールは 60 秒間隔で送信されます。その間隔内に起こったイ

ベントは、1 つのメールで送信されます。

4. テストメール
メールをプレビューしたり、メールアドレスの詳細を編集したりできます。
「送信」をクリックします。
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注
ネットワーク設定ウィザードから変更を⾏うと、メールサーバーの設定は⾃動的に変更さ
れます (その逆も同様です)。

23.7 ネットフロー
ネットフローでは、ネットフローサーバーを追加、更新、削除することができます。デバイスには
ネットフロー (ネットワークプロトコル) に対応しており、ネットワークの帯域幅の使⽤量やトラ
フィックフローを監視することができます。ネットフローのレコード (送信元、宛先、トラフィック
量) は、ネットフローサーバーにエクスポートされます。これらのレコードに基づいて、帯域幅の使
⽤量が多いプロトコルや、ポリシー、インターフェース、ユーザーを特定することができます。Open
Source Data Analyzer や PRTG ソフトウェアなどのデータ解析ツールを使うと、ネットフローのレ
コードからレポートを⽣成することができます。

ネットフローの構成
1. ネットフローサーバー名を⼊⼒します。
2. ネットフローサーバー IP/ドメインを⼊⼒します。IPv4 または IPv6 のアドレスを⼊⼒しま

す。
3. ネットフローサーバーポート番号 (UDP ポート) を⼊⼒します。ここで指定したポート経由

で、レコードがネットフローサーバーに送信されます。
デフォルト: 2055

注
ファイアウォールルールで「ファイアウォールトラフィックのログ」を有効にしたトラフィック
のみが、ネットフローサーバーに送信されます。

注
最⼤ 5 つのネットフローサーバーを構成できます。

注
ソフォスは Netflow v5 をサポートしています。v5 のパラメータはすべてエクスポート可能で
す。

23.8 メッセージ
ユーザーへの通知メッセージや管理上のアラートメッセージを設定できます。
最⻑ 256⽂字以下のメッセージを、1⼈または複数のユーザーに同時に送信することができます。
メッセージの変更
( ) 、
変更の保存
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( )、
デフォルトのメッセージへのリセット
( )
を⾏えます。
通知できる内容は、以下のとおりです。
• 認証:ログインおよびログアウトの確認、ログインエラー、接続の切断
• SMTP: ブロックされたメール、正常に受信されたメール
• 管理: 管理者ログインの免責事項
• SMS のカスタマイズ: ゲストユーザーへのログイン情報

23.9 SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) により、Sophos XG Firewall を SNMP エー
ジェントとして構成することができます。デバイスは、あらかじめ設定したコミュニティ内で、
複数の SNMP マネージャに応答します。この仕組みにより、IP ネットワーク上の複数のファイア
ウォールデバイスの可⽤性、CPU / メモリ /ディスクの使⽤量、重要なサービスの可⽤性などを
監視することができます。デバイスの情報は MIB (Management Information Base) に格納さ
れ、SNMP Get コマンドに応じて、返信が送られます。Sophos MIB ファイルをダウンロードする
にはここをクリックします。また、デバイスは SNMP マネージャに SNMP トラップ (アラート) を
送ることもできます。
SNMP では、以下のいずれかの⽅法で情報が収集されます。
• SNMP マネージャが、エージェントにポーリングする。
• エージェントが、SNMP マネージャにトラップを送信する。
SNMP コミュニティはマネージャとエージェントグループで構成されています。エージェントは、
複数の SNMP コミュニティに属することができます。コミュニティには、情報の送信先が定義さ
れています。エージェントは、別のコミュニティのマネージャからの要求には応答しません。各コ
ミュニティのトラップバージョンを指定する必要があります。各コミュニティでは、SNMPv1 およ
び SNMPv2c を使⽤できます。Sophos XG Firewall は、IPv4 と Ipv6 のアドレスをサポートして
います。
「エージェント設定」で、エージェントの詳細を設定することができます。
「コミュニティ」に、全コミュニティのリストが表⽰されます。このリストで、コミュニティを並
べ替えたり、コミュニティを追加・更新・削除することができます。
SNMP MIB のサポート (RFC - 1210 を参照)

表 35 : OID (オブジェクト識別⼦)

OID 値 OID 名 説明

1.3.6.1.2.1.1.1 sysDescr エージェントの説明

1.3.6.1.2.1.1.2 sysObjectID ファイアウォールの Sophos エンター
プライズ OID

1.3.6.1.2.1.1.3 sysUpTime ネットワーク管理部分がライブになっ
てからの経過時間

1.3.6.1.2.1.1.4 sysContact 管理者の連絡先情報

1.3.6.1.2.1.1.5 sysName 管理者名
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OID 値 OID 名 説明

1.3.6.1.2.1.1.6 sysLocation ファイアウォールの場所

1.3.6.1.2.1.1.7 sysServices ファイアウォールによって提供される
サービス。デフォルトの値: 0

1.3.6.1.2.1.2.1 ifNumber ファイアウォールに存在するインター
フェースの数

1.3.6.1.2.1.2.2 ifTable インターフェースエントリのリスト

1.3.6.1.2.1.2.2.1 ifEntry インターフェースのサブネットレイ
ヤー以下のオブジェクト

1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 ifIndex インターフェースの固有値

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 ifDescr インターフェース名

1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 ifType インターフェースの種類

1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 ifMtu MTU サイズ

1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 ifSpeed インターフェース速度

1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 ifPhysAddress インターフェースアドレス

1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 ifAdminStatus インターフェースの望ましい状態

1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 ifOperStatus インターフェースの稼働状態

1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 ifLastChange インターフェースが現在の稼働状態に
なった sysUpTime

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 ifInOctets インターフェースで受信したオクテッ
ト数 (フレーミング⽂字を含む)

1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 ifInUcastPkts サブネットワークのユニキャストパ
ケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 ifInNUcastPkts サブネットワークの⾮ユニキャストパ
ケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 ifInDiscards 放棄された受信パケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 ifInErrors エラーのある受信パケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 ifInUnkownProtos 未知または⾮対応プロトコルが原因で
放棄されたパケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 ifOutOctets インターフェースから送信したオク
テット数 (フレーミング⽂字を含む)

1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 ifOutUcastPkts サブネットワークのユニキャストアド
レスに送信したパケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 ifOutNUcastPkts サブネットワークの⾮ユニキャストア
ドレスに送信したパケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 ifOutDiscards 放棄された送信パケット数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 ifOutErrors エラーにより転送できなかったパケッ
ト数

1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 ifOutQLen 送信パケットのキュー⻑さ

1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 ifSpecific イーサネットに固有のドキュメント定
義オブジェクト
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23.9.1 SNMP エージェントの設定
SNMP エージェントを設定して、デバイスを SNMP エージェントとして構成することができます。
1. 「管理」 > 「SNMP」に進んでください。
2. 選択して、SNMP エージェントを有効化します。
3. 名前を⼊⼒します。
4. 説明を⼊⼒します。
5. デバイスの物理的な位置情報を⼊⼒します。
6. デバイスのメンテナンス担当者の連絡先を⼊⼒します。
7. エージェントポートには、UDP ポート 161 を使⽤します。このポートで、SNMP マネージャか

らの GET リクエストを受信します。
8. SNMP マネージャが SNMP エージェントからのアラート/トラップを受信するマネージャポー

トを指定します。
デフォルト: 162

23.9.2 コミュニティの追加

1. 管理 > SNMPにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 名前を⼊⼒します。
3. 説明を⼊⼒します。
4. SNMP マネージャの IP アドレス (IPv4/IPv6) を⼊⼒します。
5. SNMP のプロトコルバージョンを選択します。SNMP v1/v2c 準拠の SNMP マネージャは、デバ

イスのシステム情報へ読み取り専⽤のアクセスを⾏い、デバイストラップを受信することができ
ます。

6. トラップサポートのバージョンを選択します。ここで指定したバージョンをサポートする SNMP
マネージャにのみ、トラップが送信されます。

7. 「保存」をクリックします。



章 24

24 バックアップ & ファームウェア

24.1 バックアップ & ファームウェア
バックアップはデータ保護の重要な部分です。システムを⼤切に扱いどれだけ頻繁にメンテナンス
しても、データの安全性を 1 か所で保証することはできません。
ディスクの損失、誤削除またはファイル破損などでデータを損失した場合に、バックアップが必要
になります。バックアップの取得⽅法や使⽤するメディア形式は多数あります。
バックアップは、すべてのポリシーとその他のユーザー関連情報で構成されます。デバイス設定の
バックアップは、定期的に作成するようにしましょう。特に、⼤規模な変更を⾏う前後や、ファー
ムウェアのアップデートを⾏う前は、バックアップを作成するようにしてください。デバイスの
バックアップには重要な機密情報が含まれますので、適切に取り扱ってください。
バックアップの対象はシステムデータのみです。バックアップは、スケジュールを設定して⾃動的
に⾏うか、または⼿動で⾏います。
バックアップの作成後、構成を復元するためには、バックアップファイルをアップロードする必要
があります。
次は、説明を含む画⾯の要素です。

バックアップ

バックアップモード バックアップファイルの送信⽅法と宛先を選択し
ます。
利⽤可能なオプション:
ローカル - XG Firewall 上にバックアップが作
成・格納されます。 FTP - FTP サーバーの IP
アドレス (IPv4/IPv6)、ログイン認証情報、FTP
パスを構成します。 メール - バックアップを送
信するメールアドレスを構成します。複数のメー
ルアドレスを構成できます。

バックアップのプレフィックス バックアップファイル名のプレフィックスを指定
します。バックアップファイル名の形式は次の通
りです。
• プレフィックスあり:

<Prefix>_Backup_<Device
Key>_<timestamp>
例:
Dallas_Backup_ABCDEY190_26Nov2014_12.09.24
NY_Backup_ABCDEY190_26Nov2014_12.09.24

• プレフィックスなし (デフォルト):
Backup_<Device Key>_<timestamp>
例:
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Backup_ABCDEY190_26Nov2014_12.09.24
プレフィックスがない場合は、バックアップ
ファイルにはデフォルト形式が使⽤されます。
バックアップのプレフィックスは、複数のデバ
イスからバックアップを取得する必要がある場
合に便利です。

頻度 システムデータのバックアップ頻度を選択しま
す。
⼀般的には、バックアップを定期的にスケ
ジュールすることが推奨されます。追加または
変更する情報量に基づいてスケジュールを決め
てください。
利⽤可能なオプション:
施⾏しない - バックアップを作成しません。 毎
⽇ - バックアップを毎⽇作成します。 毎週 -
バックアップを毎週作成します。 毎⽉ - バック
アップを毎⽉作成します。
スケジュール: 「毎⽇」、「毎週」、「毎⽉」
のバックアップの曜⽇/⽇時を指定します。

今すぐバックアップ クリックして、現在までのシステムデータのバッ
クアップを作成します。

ダウンロード (ローカルバックアップモード⽤の
み)

クリックして、アップロード可能な最新のバック
アップをダウンロードします。

バックアップ 復元

設定の復元 復元するバックアップファイルの完全なパスを選
択するには、ファイル選択ボタンをクリックしま
す。

アップロードと復元 クリックして、構成をアップロード/復元しま
す。

注
最新のデータよりも古いデータを復元する
と、最新のデータが損失します。

24.2 API
API (Application Programming Interface) は、サードパーティ製アプリケーションがデバイスと
通信を⾏うためのインターフェースです。このページでは、管理者はユーザーのログオンとログオ
フを⾏うことができます。
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API 設定

API 設定 有効にして、API を使⽤したログオン/ログオフ
処理を認証されたサードパーティのソリューショ
ンプロバイダ (ISP、システムインテグレータな
ど) のみに許可する。
デフォルト - 無効

許可されている IP アドレス XML ログオン/ログオフ要求の実⾏を許可された
IP アドレスを追加します。
API 設定が有効にされている場合にのみ IP ア
ドレスを追加できます。

API エクスプローラ

XML ⽂字列の要求 ユーザーのログオン/ログオフ設定を含む XML コ
ンテンツを指定します。

解析して適⽤ クリックして、XML コンテンツを解析し設定を
適⽤します。

サンプルの XML 要求コード
すべての要求において、XML の応答がポップアップ画⾯に表⽰されます。

<Request><LiveUserLogin><UserName>sophos</
UserName><Password>sophos</Password><IPAddress>10.21.18.15</
IPAddress><MacAddress>00:0C:29:2D:D3:AC</MacAddress> </LiveUserLogin></
Request>

<Request><LiveUserLogout><Admin><UserName>admin</
UserName><Password>admin</Password></Admin><UserName>sophos</
UserName><IPAddress>10.21.18.15</IPAddress></LiveUserLogout></Request>

次の以前のバージョン: 10.6.1 MR-1

<Request><LiveUserLogout><UserName>sophos</
UserName><IPAddress>10.21.18.15</IPAddress></LiveUserLogout></Request>

API を使うには以下のリンクを使⽤してください:

https://<Sophos IP>:<port>/webconsole/APIController?reqxml=<Add the XML
 request here>

注
上記の URL で記述したポートは、「管理Webコンソール HTTPS ポート」で構成したポートと
同じである必要があります (「管理」 > 「管理の設定」を参照)。
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例:

https://<Sophos IP>:4444/webconsole/APIController?
reqxml=<Request><LiveUserLogin><UserName>sophos</
UserName><Password>sophos</Password><IPAddress>10.21.18.15</
IPAddress><MacAddress>00:0C:29:2D:D3:AC</MacAddress></LiveUserLogin></
Request>

注
ユーザーが API を使⽤してログオンすると、ユーザーのクライアントの種類は「API クライ
アント」と「ライブユーザー」ページに表⽰されます。

24.3 インポート エクスポート
同じモデル、または互換性のあるモデル間で、デバイス構成の全部または⼀部をエクスポート / イ
ンポートすることができます。デバイス構成は、判読可能な XML 形式のテキストファイルにエク
スポートされます。必要に応じて、オフラインで更新してください。

インポート

ファイルのインポート インポートする tar ファイルの完全パスを選択
するには、ファイル選択ボタンをクリックしま
す。

インポート クリックして、デバイス上で構成をインポート
します。
デバイスの既存の構成を保持します。既存の構
成と同じ名前のエンティティは、インポートさ
れたエンティティ構成で更新され、新しいエン
ティティが追加されます。
例:
既存の構成とインポートする構成の両⽅
に「「Daily 10 MB」」という名前のネット
ワークトラフィッククォータポリシーがある
場合、既存のポリシーが上書きされます。イン
ポートされた構成の新しいポリシーも追加され
ます。

エクスポート

すべての設定のエクスポート 選択して、すべてのエンティティをテキスト
ファイルにエクスポートします。

適応型設定のエクスポート 選択して、選択されたエンティティ構成のみを
エクスポートします。「新規項⽬の追加」をク
リックし、エクスポートする項⽬を選択、適⽤
します。
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また、選択されたエンティティの依存エンティ
ティは、「依存エンティティを含める」が選択
されている場合にのみエクスポートされます。

エクスポート クリックして、デバイスから構成をエクスポート
します。

24.4 ファームウェア

注
この機能は Sophos Firewall Manager ではご利⽤いただけません。

「ファームウェア」ページで、使⽤しているデバイスのファームウェアバージョンを管理すること
ができます。また、ホットフィックスをインストールし、デバイスのデフォルト設定の⾔語を選択
できます。
「ファームウェア」セクションには、ダウンロードされたファームウェアバージョンのリストが表
⽰されます。同時に使⽤できるのは最⼤ 2 つのファームウェアバージョンで、⼀⽅のファームウェ
アがアクティブになります。

ファームウェアのアップロード 「 」
をクリックして、新しいファームウェアをアッ
プロードします。ポップアップウィンドウで「参
照」をクリックします。「ファームウェアのアッ
プロード」をクリックして、ファームウェアのイ
メージファイルをアップロードします。次回の起
動後に、アップロードされたファームウェアがア
クティブになります。
「アップロード ＆ 起動」をクリックしてファー
ムウェアのイメージファイルをアップロードし、
デバイスを起動します。この操作により、デバ
イスは新しいバージョンにアップグレードされま
す。すべてのセッションが閉じてデバイスが再起
動され、「ログイン」ページが表⽰されます。構
成全体を移⾏するため、このプロセスには数分か
かる場合があります。
新しいファームウェアをアップロードする際
に、次のいずれかの理由により、「「新しい
ファームウェアをアップロードできませんでし
た」」というエラーが表⽰されることがありま
す。
1. 正しくないアップグレードファイル - 正し

くないアップグレードファイル (旧バージョ
ンのファームウェアなど) をアップロードし
ようとしています。

2. 正しくないファームウェアイメージ - ご
利⽤のアプライアンスのモデルに適してい
ないファームウェアイメージをアップロー
ドしようとしています。すべてのファー
ムウェアはモデル固有であり、交換可能で
はありません。したがって、あるモデルの
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ファームウェアは別のモデルでは適⽤でき
ません。例えば、アプライアンスのモデル
XG125 をモデルl XG750 のファームウェア
でアップグレードするとエラーが表⽰され
ます。

3. 互換性のないファームウェア - 互換性のな
いファームウェアをアップロードしようと
しています。

4. アプライアンスハードウェアの変更 - ご利
⽤のアプライアンスハードウェアの構成は
標準のハードウェア構成ではありません。
弊社テクニカルサポートまで対処⽅法につ
いてお問い合わせください。

5. ファームウェアの破損 - ダウンロードした
ファームウェアが破損しています。

ファームウェアイメージの起動 「 」
をクリックして、アップロードしたファームウェ
アイメージにデバイスをアップグレードします。
この操作により、デバイスは新しいバージョンに
アップグレードされます。すべてのセッションが
閉じてデバイスが再起動され、「ログイン」ペー
ジが表⽰されます。

出荷時の設定で起動 「 」
をクリックしてデバイスを再起動し、デフォルト
の構成をアクティブ化します。

注
出荷時の設定で起動した場合、現在の構成は
失われます。このオプションをクリックする
前にバックアップを作成してください。

有効 ファームウェアバージョンのアクティブアイコン

は、デバイスが現在このファームウェアを使⽤し
ていることを⽰しています。

利⽤可能な最新ファームウェア (Sophos Firewall Manager ではご利⽤いただけません)

新しいファームウェアの確認 クリックして、新しいファームウェアを表⽰しま
す (利⽤可能な場合)。

ファームウェアバージョン ダウンロード可能なファームウェアバージョンの
リストを表⽰します。

種類 各ファームウェアの種類を表⽰します。
利⽤可能なオプション:ベータGA

処理 「ダウンロード」をクリックして、ファームウェ
アをダウンロードします。ダウンロードが完了し
たら、「インストール」をクリックします。

Sophos XG Firewall ホットフィックス
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重要なホットフィックスの⾃動インストールを許
可する

ホットフィックスは利⽤可能な場合に⾃動的にイ
ンストールされます。⾃動的にインストールした
くない場合は、チェックボックスの選択を解除し
ます。
「適⽤」をクリックして、選択を保存します。
デフォルト: 有効

デフォルト設定の⾔語で出荷時設定にリセット

デフォルトの設定⾔語 構成のデフォルト設定の⾔語を選択します。別の
⾔語を選択すると、デバイスは再起動して出荷時
設定に戻ります。すべてのカスタマイズが削除さ
れます。
Web 管理コンソールには、デフォルトの設定
⾔語と異なる⾔語を設定できます。Web 管理
コンソールの⾔語を選択すると、その⾔語でメ
ニューとラベルが表⽰されます。デフォルトの
設定⾔語を変更すると、その⾔語でメニュー、
ラベル、デフォルトのポリシー、説明が表⽰さ
れます。
デフォルト: 英語
利⽤可能なオプション:
• 英語
• ヒンディー語
• 中国語 - 繁体字
• 中国語 - 簡体字
• フランス語
• ⽇本語

注
⾔語を変更すると、構成全体が失われるた
め、変更前にバックアップを作成してくださ
い。デバイスは、バックアップ時点の⾔語で
バックアップを復元します。

24.5 パターンファイルのアップデート
このページには、デバイスの各種モジュールで使⽤されるパターンの状態が表⽰されます (例:
Sophos AV、IPS、アプリケーションシグネチャ、WAF)。このページではパターンの更新オプショ
ンが提供され、⾃動アップデートの時間制限を設定することもできます。デフォルトにより、パ
ターンは⾃動的に更新されます。
アップデートの状態

パターン パターンの名前
現在のバージョン 使⽤しているパターンのバージョン
利⽤可能なバージョン バージョンのアップグレード (利⽤可能な場合)
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正常な最終更新 最後に正常に更新された⽇時を表⽰します。
ステータス パターンの状態を表⽰します:

• インストール可能
• 成功
• ダウンロード中
• 失敗

今すぐパターンを更新 クリックして、パターンの定義を更新します。

パターンのダウンロード/インストール

⾃動アップデート パターンの定義を⾃動的に更新するには、「⾃動
アップデート」スイッチをクリックします。
RED とアクセスポイントのファームウェアアッ
プデートは⾃動的にダウンロードされ、通知が
表⽰されます。これらのアップデートを、⼿動
でインストールする必要があります。通常、イ
ンストール後、RED または AP が再起動しま
す。RED やアクセスポイントへの接続は、その
間、いったん中断されますが、後で再び接続が
確⽴されます。

間隔 (「⾃動アップデート」がオンになっている
場合のみ)

アップデートを受信する時間制限を設定します。
利⽤可能なオプション:
• 1時間ごと
• 2時間ごと
• 4時間ごと
• 12時間ごと
• 毎⽇
• 2⽇毎



章 25

25 証明書
証明書のセクションでは、証明書、認証局 (CA)、証明書失効リスト (CRL) を追加することができま
す。

25.1 証明書
デジタル証明書は、インターネット上でユーザーまたはコンピュータの所有権を検証したり (例:
VPN)、組織の所有権を検証するもので (例: Web サイト)、認証局 (CA) が発⾏します。証明書署
名要求 (CSR) を使って、認証局 (CA) の証明書発⾏に必要な情報を提供します。CA が発⾏する証
明書には、所有者の公開鍵、証明書の有効期間、所有者の情報、秘密鍵が含まれます。検証を完了
するには、所有者が保持する秘密鍵が必要です。
秘密鍵が紛失・盗難に遭ったり、更新された場合は、証明書が取り消されます。CA では、有効な
証明書と取り消された証明書のリストが管理されています。取り消された⾃⼰署名証明書は、証明
書失効リスト (CRL) に⾃動的に追加されます。
デバイスでは、以下を実⾏することができます。
• ⾃⼰署名した証明書を⽣成する、サードパーティの証明書をアップロードする、CSR を⽣成す

る
• デバイスを CA として使⽤する、または外部 CA を追加する
• ⾃⼰署名証明書を取り消す、または外部 CRL をアップロードする

25.1.1 証明書の追加
証明書の追加では、証明書のアップロードや、⾃⼰署名証明書の⽣成、証明書署名要求 (CSR) の⽣成
を⾏うことができます。

1. 証明書 > 証明書にアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 次のオプションから選択します。

• 証明書のアップロード
• ⾃⼰署名した証明書を⽣成する
• 証明書署名要求を⽣成する

 証明書のアップロード

1. 証明書名を⼊⼒します。
2. 証明書ファイルの形式を選択します。

PEM (.pem): Base64 でエンコードされた DER 証明書です。証明書、秘密鍵は別々のファイ
ルに格納されます。
DER (.der): Java プラットフォームで使⽤される、バイナリ形式の PEM 証明書です。証明
書、秘密鍵は別々のファイルに格納されます。
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PEM (.pem): Base64 でエンコードされた DER 証明書です。証明書、秘密鍵は別々のファイ
ルに格納されます。
DER (.der): Java プラットフォームで使⽤される、バイナリ形式の PEM 証明書です。証明
書、秘密鍵は別々のファイルに格納されます。
CER (.cer): バイナリ形式。証明書の所有者の情報と、公開鍵、秘密鍵が含まれます。
PKCS7 (.p7b): ASCII コード。証明書が含まれ、秘密鍵は含まれません。
PKCS12 (.pfx または .p12): Windows プラットフォームで使⽤されるバイナリ形式。公開
鍵と秘密鍵が格納されています。

3. 証明書と秘密鍵をアップロードします。
4. CA パスフレーズを⼊⼒し、確認のためにもう⼀度⼊⼒します。
5. 「保存」をクリックします。

 ⾃⼰署名した証明書を⽣成する

1. 証明書 > 証明書にアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 「処理」を「⾃⼰署名証明書の⽣成」に設定します。
3. 証明書の詳細

a) 証明書名を⼊⼒します。
b) 証明書の有効期間を指定します。

デフォルト: 1 ⽇
c) 鍵の⽣成に使⽤するビット数をリストから選択します。

注
鍵のサイズが⼤きいほうが安全ですが、暗号化と暗号解除に時間がかかります。

デフォルト: 2048
d) 鍵を暗号化します。パスフレーズまたは事前共有鍵を⼊⼒して、確認のためにもう⼀度⼊⼒し

ます。
e) 以下のいずれかの証明書 ID を指定します。

• DNS
• IP アドレス (IPv4/IPv6 アドレス)
• メール
• DER ASN1 DN (X.509)

4. ID の属性
a) デバイスを導⼊する国を選択します。
b) 都道府県を⼊⼒します。
c) 証明書を使⽤する市区町村を⼊⼒します。
d) 証明書の所有者を⼊⼒します (例: Sophos Group)。
e) 証明書の割り当て先の部⾨名を⼊⼒します (例: マーケティング)。
f) ⼀般名または FQDN を⼊⼒します (例: marketing.sophos.com)。
g) 担当者のメールアドレスを⼊⼒します。
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5.

 証明書署名要求の⽣成
CA に送信する証明書署名要求 (CSR) を⽣成することができます。

1. 「証明書」に移動して、「追加」をクリックします。
2. 「処理」を「証明書署名要求 (CSR) を⽣成する」に設定します。
3. 証明書の詳細

a) 証明書名を⼊⼒します。
b) 証明書の有効期間を指定します。

デフォルト: 1 ⽇
c) 鍵の⽣成に使⽤するビット数をリストから選択します。

注
鍵のサイズが⼤きいほうが安全ですが、暗号化と暗号解除に時間がかかります。

デフォルト: 2048
d) 鍵を暗号化します。パスフレーズまたは事前共有鍵を⼊⼒して、確認のためにもう⼀度⼊⼒し

ます。
e) 以下のいずれかの証明書 ID を指定します。

• DNS
• IP アドレス (IPv4/IPv6 アドレス)
• メール
• DER ASN1 DN (X.509)

4. ID の属性
a) デバイスを導⼊する国を選択します。
b) 都道府県を⼊⼒します。
c) 証明書を使⽤する市区町村を⼊⼒します。
d) 証明書の所有者を⼊⼒します (例: Sophos Group)。
e) 証明書の割り当て先の部⾨名を⼊⼒します (例: マーケティング)。
f) ⼀般名または FQDN を⼊⼒します (例: marketing.sophos.com)。
g) 担当者のメールアドレスを⼊⼒します。

5. 「保存」をクリックします。
証明書の作成後、この証明書をダウンロードして、接続を構築するリモートピアに送信する必要
があります。

25.1.2 証明書のダウンロード
⾃⼰署名した証明書や、証明書署名要求は、ダウンロードすることができます。

1. 「証明書」 > 「証明書」に進んでください。
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2. 「管理」列に移動して、証明書の

をクリックしてください。証明書は .tar.gz ファイルでダウンロード可能です。

25.1.3 証明書の取り消し

1. 「証明書」 > 「証明書」に移動します。
2. 「管理」列に移動して、証明書の

をクリックします。証明書が紛失・盗難に遭ったり、⾃⼰署名した証明書を更新した場合は、こ
れらの証明書を取り消すことができます。

取り消した証明書は、証明書失効リスト (CRL) に⾃動的に追加されます。

25.2 認証局 (CA)
認証局 (CA) は、ユーザー、ホスト、組織の所有者を検証するデジタル証明書を発⾏する、信頼で
きるエンティティです。所有権の検証には、公開鍵、所有者情報、秘密鍵が使⽤されます。
デバイス上でローカル CA を⽣成するか、または外部の CA をインポートすることができます。外
部の CA としては、Verisign、Entrust、Microsoft を使⽤できます。
デフォルトの CA を更新すると、CA は⾃動的に再⽣成されます。

25.2.1 証明機関の追加

1. 証明書 > 認証局にアクセスして、「追加」をクリックします。
2. CA の名前を⼊⼒します。
3. ルート証明書の形式を選択します。証明書、秘密鍵は別々のファイルに格納されます。
4. 証明書と秘密鍵をアップロードします。
5. CA パスフレーズを⼊⼒し、確認のためにもう⼀度⼊⼒します。
6. 「保存」をクリックします。

25.2.2 CA のダウンロード
ローカルの CA をダウンロードして、リモートピアに転送し、検証に使⽤することができます。

1. 「証明書」 > 「認証局」に進んでください。
2. 圧縮ファイルをダウンロードするには

をクリックします。
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25.2.3 デフォルト CA の更新
「デフォルトの CA パラメータの編集」では、デフォルトの証明機関の詳細を編集することができま
す。
1. 「証明書」 > 「認証局」に移動します。
2. 「管理」列に移動して、デフォルトの証明書の

をクリックします。
3. デフォルトの CA の名前は変更できません。
4. デバイスを導⼊する国を選択します。
5. 都道府県を⼊⼒します。
6. 証明書を使⽤する市区町村を⼊⼒します。
7. 証明書の所有者を⼊⼒します (例: Sophos Group)。
8. 証明書の割り当て先の部⾨名を⼊⼒します (例: マーケティング)。
9. ⼀般名または FQDN を⼊⼒します (例: marketing.sophos.com)。
10.担当者のメールアドレスを⼊⼒します。
11.CA パスフレーズを⼊⼒し、確認のためにもう⼀度⼊⼒します。
12.「保存」をクリックします。

25.2.4 証明機関を再⽣成

1. 「証明書」 > 「認証局」に移動します。
2. デフォルトの証明書を再⽣成するには「管理」列に移動し

て、
をクリックします。

注
デフォルトの CA を更新すると、CA は⾃動的に再⽣成されます。

25.3 Certificate Revocation List（証明書失効リ
スト）
鍵や CA が不正に変更されたり、証明書の効⼒がなくなった場合は、証明書を取り消すことができま
す。取り消された証明書のリストは、CA で管理されています。
外部 CA の証明書失効リスト (CRL) をアップロードすることができます。⾃⼰署名した証明書が取
り消された場合は、CRL に⾃動的に追加されます。

25.3.1 CRL の追加
外部証明機関の証明書失効リスト (CRL) をアップロードすることができます。
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1. 証明書 > 証明書失効リストにアクセスして、「追加」をクリックします。
2. 「CRL 名」に⼊⼒し、CRL ファイルをアップロードします。
3. 「保存」をクリックします。

25.3.2 CRL のダウンロード

CA を追加すると、デフォルトの CRL ファイル「default.tar.gz」が⽣成されます。
1. 「証明書」 > 「証明書失効リスト」に進んでください。
2. 「ダウンロード」をクリックして、CRL の .zip ファイルをダウンロードします。



補⾜ A

A ログ
ファイアウォールは、トラフィック、システムアクティビティ、およびネットワーク保護に関する広
範なログ機能を提供します。 ログには、ネットワークアクティビティの分析情報が含まれています。
この情報に基づいて、セキュリティ上の問題を特定したり、ネットワークの不正使⽤を防⽌すること
ができます。ログは Syslog サーバーに送信するか、ログビューアで⾒ることができます。

ログの例

6/12/2015 1:46 PM,Info,10.20.22.173,timezone=""IST"" device_name=""SG135""
 device_id=SFDemo1234567890 log_id=062009617501 log_type=""Event""
 log_component=""GUI"" log_subtype=""Admin"" status=""Successful""
 priority=Information user_name=""admin"" src_ip=10.20.20.15
 SSL_VPN_POLICY_NAME='RA' message=""SSL VPN Policy 'RA' was added by 'admin'
 from '10.20.20.15' using 'GUI'""

6/9/2015 1:29 PM,Info,10.20.22.172,timezone=""IST"" device_name=""SG135""
 device_id=SFDemo1234567890 log_id=010302602002 log_type=""Security Policy""
 log_component=""Appliance Access"" log_subtype=""Denied"" status=""Deny""
 priority=Information duration=0 fw_rule_id=0 policy_type=0 user_name=""""
 user_gp="""" iap=0 ips_policy_id=0 appfilter_policy_id=0 application=""""
 application_risk=0 application_technology="""" application_category=""""
 in_interface=""eth0"" out_interface="""" src_mac=00:90:fb:37:6e:0e
 src_ip=10.20.21.89 src_country_code= dst_ip=10.20.23.255 dst_country_code=
 protocol=""UDP"" src_port=137 dst_port=137 sent_pkts=0 recv_pkts=0 sent_bytes=0
 recv_bytes=0 tran_src_ip= tran_src_port=0 tran_dst_ip= tran_dst_port=0
 srczonetype="""" srczone="""" dstzonetype="""" dstzone="""" dir_disp="""" connid=""""
 vconnid="""" hb_health=""No Heartbeat""

関連概念
データの匿名化 (p. 465)
データの匿名化により、ログとレポート内の ID を暗号化することができます。ID には、ユーザー
名、IP アドレス、MAC アドレス、メールアドレスなどが含まれています。データの匿名化を有効に
するときは、データの匿名化の無効化を承認する管理者を指定してください。例外を使って、匿名化
を無効にすることができます。

A.1 ログ ID
ログはログ ID で識別されます。
ログ ID は次の形式の 12 ⽂字のコードです。

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11c12

次のコードは次の情報で置き換えられます。
c1c2: ログの種類の ID
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c3c4: ログのコンポーネント ID
c5c6: ログの下位の種類の ID
c7: 優先度
c8c9c10c11c12: メッセージ ID
例えば、ログ ID が以下の場合:

010101600001

c1c2: 01 (セキュリティポリシー)
c3c4: 01 (ファイアウォールルール)
c5c6: 01 (許可)
c7: 6 (情報)
c8c9c10c11c12: 00001 (許可されたファイアウォールトラフィック)

表 36 : ログの種類

ID 値

01 セキュリティポリシー

02 IPS

03 ウイルス対策

04 スパム対策

05 コンテンツ フィルタリング

06 イベント

07 WAF

08 ATP

09 EATP

10 ワイヤレスプロテクション

11 ハートビート

12 システム正常性

13 Sandbox

表 37 : ログのコンポーネント

ID 値

01 ファイアウォールのルール

02 無効なトラフィック

03 アプライアンスのアクセス

04 DoS 攻撃

05 ICMP リダイレクト

06 送信元をルートしました

07 変則

08 シグネチャ
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ID 値

09 HTTP

10 FTP

11 SMTP

12 POP3

13 IMAP4

14 断⽚化されたトラフィック

15 無効な断⽚化トラフィック

16 HA

17 外部のホスト

18 IPMAC フィルタ

19 IP スプーフィング

20 GUI

21 CLI

22 LCD

23 CCC

24 IM

25 IPsec

26 L2TP

27 PPTP

28 SSL VPN

29 ファイアウォール認証

30 VPN 認証

31 SSL VPN 認証

32 マイアカウント認証

33 アプライアンス

34 DHCP サーバ

35 インターフェース

36 ゲートウェイ

37 DDNS

38 WebCat

39 IPS

40 AV

41 ダイヤルイン認証

42 ダイヤルイン

43 隔離

44 アプリケーションフィルタ

45 ランディングページ

46 WLAN
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ID 値

47 ARP フラッド

48 HTTPS

49 ゲストユーザー

50 WAF

51 仮想ホスト

52 CTA

53 NTLM

54 無効化されたアプライアンス

55 PPPoE

56 外部認証

57 API

58 ICAP

59 SMTPS

60 ワイヤレスコントローラ

61 POPS

62 IMAPS

63 ファイアウォール

64 DNS

65 Web プロキシ

66 ハートビート

67 エンドポイント

68 RED

69 ATP

70 SSL VPN クライアント

71 IPsec クライアント

72 認証クライアント

73 RED ファームウェア

74 AP ファームウェア

75 up2date

76 CPU

77 メモリ

78 ディスク

79 ライブユーザー

80 ミッシングハートビート

81 Synchronized app control

82 ICMP 関連のパケット

83 メールプロキシ
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表 38 : ログの下位の種類

ID 値

01 許可

02 拒否

03 検出

04 破棄する

05 未感染

06 ウイルス

07 スパム

08 スパムの可能性あり

09 管理者

10 認証

11 システム

12 未感染の OB

13 スパムの OB

14 スパムの可能性がある OB

15 変更なし

16 変更済みのヘッダー

17 変更済みの本⽂

18 4xx エラー

19 5xx エラー

20 アラート

21 DLP

22 SPX

23 DOS

24 オーバーライド

25 情報

26 使⽤率

27 警告済み

28 保留

表 39 : 優先度

ID 値

0 緊急

1 アラート

2 重要

3 エラー

4 警告

5 通知
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ID 値

6 情報

7 デバッグ

A.2 ログフィールド
表 40 : 管理者

名前 種類 説明

additional_information ⽂字列 イベントについての追加情報

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message ⽂字列 表⽰されたメッセージ

message_id 整数 メッセージ ID

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user ⽂字列 ユーザ名

表 41 : ATP (Avanced Threat Protection)

名前 種類 説明

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

domain ⽂字列 送信者のドメイン名

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

dst_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の宛先ポート

endpoint_id 整数 エンドポイント ID

event_id 整数 イベント ID

execution_path ⽂字列 実⾏形式ファイルのパス

host_login_user ⽂字列 ログされているエンドポイントデバ
イス上のユーザー名

host_process_user ⽂字列 エンドポイントデバイス上で実⾏し
ているプロセス

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類
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名前 種類 説明

log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

src_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の送信元ポート

app_risk 整数 アプリケーションに割り当てられた
リスクレベル

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

threat ⽂字列 特定された脅威

type ⽂字列 イベントの種類

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user ⽂字列 ユーザ名

url ⽂字列 アクセスされた Web ページの URL

表 42 : アプリケーションフィルタ

名前 種類 説明

app_category ⽂字列 アプリケーションが分類されるカテ
ゴリ名

app_name ⽂字列 アプリケーション名

app_risk 整数 アプリケーションに割り当てられた
リスクレベル

app_technology ⽂字列 アプリケーションのテクノロジー

appfilter_policy_id 整数 トラフィックに適⽤されたアプリ
ケーションフィルタポリシー ID

appresolvedby ⽂字列 アプリケーションの解決元 (シ
グネチャまたは Synchronized
Application)

bytes_received 整数 受信したバイト数の合計

bytes_sent 整数 送信したバイト数の合計

category ⽂字列 Web サイトが分類されるカテゴリ
名

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

dst_country 整数 宛先 IP アドレスの国コード

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

dst_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の宛先ポート

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID
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名前 種類 説明

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message ⽂字列 表⽰されたメッセージ

message_id 整数 メッセージ ID

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

src_country ⽂字列 送信元 IP アドレスの国コード

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

src_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の送信元ポート

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user_group ⽂字列 ユーザーが属するグループ

user ⽂字列 ユーザ名

表 43 : 認証

名前 種類 説明

additional_information ⽂字列 イベントについての追加情報

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message ⽂字列 表⽰されたメッセージ

message_id 整数 メッセージ ID

表 44 : メール

名前 種類 説明

action ⽂字列 メッセージで実⾏した操作

bytes_received 整数 受信したバイト数の合計

bytes_sent 整数 送信したバイト数の合計

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

domain ⽂字列 送信者のドメイン名

dst_country 整数 宛先 IP アドレスの国コード

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

dst_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の宛先ポート

email_size 整数 メールのサイズ (バイト)
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名前 種類 説明

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID

host ⽂字列 トラフィックの発⽣元ホスト

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

policy_name ⽂字列 イベントに関連付けられているポリ
シー名

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

quarantine_reason ⽂字列 このレコードがスパム / 悪質と検出
された理由

recipient ⽂字列 受信者のメールアドレス

sender ⽂字列 送信者のメールアドレス

src_country ⽂字列 送信元 IP アドレスの国コード

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

src_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の送信元ポート

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

subject ⽂字列 メールの件名

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user ⽂字列 ユーザ名

表 45 : ファイアウォール

名前 種類 説明

app_category ⽂字列 アプリケーションが分類されるカテ
ゴリ名

app_name ⽂字列 アプリケーション名

app_risk 整数 アプリケーションに割り当てられた
リスクレベル

app_technology ⽂字列 アプリケーションのテクノロジー

appfilter_policy_id 整数 トラフィックに適⽤されたアプリ
ケーションフィルタポリシー ID

appresolvedby ⽂字列 アプリケーションの解決元 (シ
グネチャまたは Synchronized
Application)

bytes_received 整数 受信したバイト数の合計

bytes_sent 整数 送信したバイト数の合計

con_direction ⽂字列 パケットの⽅向

con_duration ⽂字列 トラフィックの持続性 (秒)
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名前 種類 説明

con_id 整数 接続の固有識別⼦

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

dst_country 整数 宛先 IP アドレスの国コード

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

dst_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の宛先ポート

dst_trans_ip ⽂字列 送信トラフィックの変換後の宛先
IP アドレス (ルートモードのみ)

dst_trans_port 整数 送信トラフィックの変換後の宛先
ポート (ルートモードのみ)

dst_zone ⽂字列 宛先ゾーン名

dst_zone_type ⽂字列 宛先ゾーンの種類

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID

hb_status ⽂字列 ハートビートの状態

in_interface ⽂字列 受信トラフィック⽤のインター
フェース

ips_policy_id 整数 トラフィック上に適⽤される IPS
ポリシー ID

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message ⽂字列 表⽰されたメッセージ

message_id 整数 メッセージ ID

out_interface ⽂字列 送信トラフィック⽤のインター
フェース

packets_received 整数 受信したパケット数の合計

packets_sent 整数 送信したパケット数の合計

policy_type ⽂字列 トラフィックに適⽤されるポリシー
の種類

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

src_country ⽂字列 送信元 IP アドレスの国コード

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

src_mac 整数 トラフィックの元の送信元 MAC ア
ドレス

src_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の送信元ポート

src_trans_ip ⽂字列 送信トラフィックの変換後の送信元
IP アドレス (ルートモードのみ)
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src_trans_port 整数 送信トラフィック⽤の変換後の送信
元ポート

src_zone ⽂字列 送信元ゾーン名

src_zone_type ⽂字列 送信元ゾーンの種類

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user_group ⽂字列 ユーザーが属するグループ

user ⽂字列 ユーザ名

virt_con_id 整数 マスター接続の接続 ID

web_policy_id ⽂字列 Web ポリシー ID

表 46 : IPS

名前 種類 説明

category ⽂字列 IPS シグネチャのカテゴリ

classification ⽂字列 シグネチャの分類

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

dst_country 整数 宛先 IP アドレスの国コード

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID

icmp_code 整数 ICMP トラフィックの ICMP コード

icmp_type 整数 ICMP トラフィックの ICMP の種類

ips_policy 整数 トラフィックに適⽤されている IPS
ポリシー名

ips_policy_id 整数 トラフィックに適⽤されている IPS
ポリシー ID

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message ⽂字列 シグネチャのメッセージ

message_id 整数 メッセージ ID

OS ⽂字列 トラフィックに関連付けられたオペ
レーティングシステム

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

rule_priority ⽂字列 IPS ポリシーの優先度

sig_id ⽂字列 シグネチャ ID

src_country ⽂字列 送信元 IP アドレスの国コード
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src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user ⽂字列 ユーザ名

victim ⽂字列 トラフィックのターゲット

表 47 : マルウェア

名前 種類 説明

bytes_sent 整数 送信したバイト数の合計

bytes_received 整数 受信したバイト数の合計

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

domain ⽂字列 送信者のドメイン名

dst_country 整数 宛先 IP アドレスの国コード

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

dst_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の宛先ポート

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

policy_name ⽂字列 イベントに関連付けられているポリ
シー名

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

src_country ⽂字列 送信元 IP アドレスの国コード

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

src_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の送信元ポート

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

status_code 整数 状態のコード

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

url ⽂字列 アクセスされた Web ページの URL

user ⽂字列 ユーザ名

user_agent ⽂字列 ユーザーエージェント

virus ⽂字列 スキャンエンジンで識別されたマル
ウェア名

524 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

名前 種類 説明

web_policy_id ⽂字列 Web ポリシー ID

表 48 : Sandstorm

名前 種類 説明

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

domain ⽂字列 イベントに関連付けられたドメイン

file_name ⽂字列 イベントに関連付けられたファイル
名

file_size 整数 イベントに関連付けられたファイル
のサイズ

file_type ⽂字列 イベントに関連付けられたファイル
の種類

host ⽂字列 トラフィックの発⽣元ホスト

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

reason ⽂字列 レコードがスパム/悪質と検出され
た理由

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

sha1sum 16 進数 分析対象の項⽬の SHA1 チェック
サム

subject ⽂字列 シグネチャのメッセージ

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

user ⽂字列 ユーザ名

表 49 : セキュリティハートビート

名前 種類 説明

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

endpoint_id 整数 エンドポイント ID

endpoint_ip ⽂字列 エンドポイント IP

event_time 時刻 イベントが起きた時刻

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

name ⽂字列 イベントに関連付けられた名前

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態
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time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

表 50 : システム

名前 種類 説明

additional_information ⽂字列 イベントについての追加情報

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類

message ⽂字列 表⽰されたメッセージ

message_id 整数 メッセージ ID

oldversion ⽂字列 イベントに関連付けられたシステム
コンポーネントの旧バージョン

newversion ⽂字列 イベントに関連付けられたシステム
コンポーネントの新バージョン

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

表 51 : Web コンテンツポリシー

名前 種類 説明

action ⽂字列 Web ポリシールールに基づくコン
テンツへの操作

category ⽂字列 Web サイトが分類されるカテゴリ
名

content_filter_key ⽂字列 コンテンツフィルタキー

context_match ⽂字列 フィルタに定義された単語と⼀致
したファイルの⽂字列 (コンテキス
ト)

context_prefix ⽂字列 ⼀致したコンテンツの直前にある
ファイルの⽂字列 (コンテキスト)

context_suffix ⽂字列 ⼀致したコンテンツの直後にある
ファイルの⽂字列 (コンテキスト)

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

direction ⽂字列 スキャンするコンテンツの⽅向

file_name ⽂字列 ダウンロードまたはアップロード中
のファイル名

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類

log_type ⽂字列 イベントの種類
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message_id 整数 メッセージ ID

site_category ⽂字列 アクセスした Web サイトの Web
カテゴリ

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

transaction_id ⽂字列 AV スキャンのトランザクション ID

user ⽂字列 ユーザ名

website ⽂字列 アクセスした Web サイト

表 52 : Web フィルタ

名前 種類 説明

activity_name ⽂字列 Web ポリシーに⼀致して結果を
適⽤する要因となったアクティビ
ティ。(トランザクションが複数の
アクティビティと⼀致した場合は、
最初の要因のみが記録されます。)

app_name ⽂字列 アプリケーション名

bytes_received 整数 受信したバイト数の合計

bytes_sent 整数 送信したバイト数の合計

category ⽂字列 Web サイトが分類されるカテゴリ
名

category_type ⽂字列 Web サイトが分類されるカテゴリ
の種類

con_duration ⽂字列 トラフィックの持続性 (秒)

con_id 整数 接続の固有識別⼦

content_type ⽂字列 コンテンツの種類

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

domain ⽂字列 送信者のドメイン名

download_file_name ⽂字列 ダウンロードしたファイル名

download_file_type ⽂字列 ダウンロードしたファイル形式

dst_ip ⽂字列 トラフィックの元の宛先 IP アドレ
ス

dst_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の宛先ポート

exception ⽂字列 Web 例外で除外されたチェックの
リスト

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_subtype ⽂字列 イベントの下位の種類
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log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

override_token ⽂字列 無効化トークン

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

reason ⽂字列 レコードがスパム/悪質と検出され
た理由

referer ⽂字列 リファラー

response_code 整数 応答コード

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

src_port 整数 TCP および UDP トラフィックの元
の送信元ポート

status ⽂字列 トラフィックの最終的な状態

status_code 整数 状態のコード

transaction_id ⽂字列 AV スキャンのトランザクション ID

upload_file_name ⽂字列 アップロードしたファイル名

upload_file_type ⽂字列 アップロードしたファイル形式

url ⽂字列 アクセスされた Web ページの URL

user ⽂字列 ユーザ名

user_group ⽂字列 ユーザーが属するグループ

web_policy ⽂字列 イベントに関連付けられた Web ポ
リシー

web_policy_id ⽂字列 Web ポリシー ID

表 53 : Web Server Protection

名前 種類 説明

bytes_received 整数 受信したバイト数の合計

bytes_sent 整数 送信したバイト数の合計

content_type ⽂字列 コンテンツの種類

cookie ⽂字列 クッキー名

date ⽇付 イベントの発⽣年⽉⽇ (yyyy-mm-
dd)

extra ⽂字列 ウイルスに関する追加情報

fw_rule_id 整数 トラフィック上で適⽤されている
ファイアウォールルール ID

host ⽂字列 トラフィックの発⽣元ホスト

log_component ⽂字列 ログを発⽣させたコンポーネント

log_type ⽂字列 イベントの種類

message_id 整数 メッセージ ID

method ⽂字列 HTTP 要求メソッドの名前
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policy_name ⽂字列 イベントに関連付けられているポリ
シー名

protocol 整数 トラフィックプロトコル番号

query_string ⽂字列 クエリの検索

reason ⽂字列 レコードがスパム/悪質と検出され
た理由

referer ⽂字列 リファラー

response_code 整数 応答コード

response_time 整数 リクエストの処理の所要時間

server ⽂字列 サーバー名

src_ip ⽂字列 トラフィックの元の送信元 IP アド
レス

time 時刻 イベントが起きた時刻
(hh:mm:ss)

url ⽂字列 アクセスされた Web ページの URL

user ⽂字列 ユーザ名

user_agent ⽂字列 ユーザーエージェント

A.3 メッセージ
表 54 : システム

ID メッセージ

60012 スタンドアロンになるアプライアンス

60013 フォールトになるアプライアンス

60014 補助になるアプライアンス

60015 プライマリになるアプライアンス

60016 アプライアンスの起動時にスタンドアロンになるアプ
ライアンス

60017 アプライアンスの起動時にフォールトになるアプライ
アンス

60018 アプライアンスの起動時に補助になるアプライアンス

60019 アプライアンスの起動時にプライマリになるアプライ
アンス

17838 HA は無効にされています

60020 DHCP リースの更新

60021 DHCP リースのリリ－ス

60022 DHCP リースの有効期限が切れました

17807 CPU 使⽤量はしきい値を超えています

17808 物理メモリの使⽤量はしきい値を超えています

17809 SWAP メモリの使⽤量はしきい値を超えています
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17810 構成ディスク使⽤量はしきい値を超えています

17811 シグネチャのディスク使⽤量はしきい値を超えていま
す

17812 レポートのディスク使⽤量はしきい値の上限に到達し
ました

17816 アプライアンスは正常に開始しました

17904 予約済み OPCODE エラー SNMP トラップ (ログは後
で追加されます)

17905 予約済みサービスエラー SNMP トラップ (ログは後で
追加されます)

17923 スケジュールされたバックアップが正常に完了しまし
た (情報)

17924 スケジュールされたバックアップを送信できませんで
した

17931 ファンの速度が適切なレベルを下回りました

17932 温度が適切なレベルを上回りました

17933 レポートのディスク使⽤量はしきい値の下限を下回り
ました

17934 レポートのディスク使⽤量はしきい値の下限を上回り
ました

17941 監査システムは正常にシャットダウンしました

17942 証明書のパスフレーズを送信できませんでした

17943 ConnectWise サーバーへの接続性を失いました

17944 テストメールを送信できません: <理由>

17813 インターフェースの起動/インターフェースの停⽌

17814 ライブ状態のゲートウェイ/デッド状態のゲートウェイ

18036 ゲートウェイの起動/停⽌の詳細を SFM に送信

17815 DDNS アップデートの完了/エラー

17817 WebCat データベースが <古いバージョン> から <新
しいバージョン> にアップグレードされました

17920 WebCat データベースをアップグレードできませんで
した

17819 AV の定義が <古いバージョン> から <新しいバー
ジョン> にアップグレードされました

17922 AV の定義をアップグレードできませんでした

17921 IPS シグネチャを更新できませんでした

17820 プライマリリンクの停⽌/開始、リンクのフェールオー
バー/フェールバックからバックアップ/プライマリリ
ンク

17821 ダイヤルインクライアントが接続されました

17822 ダイヤルインクライアントの接続が解除されました

17823 <理由>のため隔離メールをリリースできませんでした

17824 SSL VPN 接続 (トンネルアクセス) を構築しました
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17825 SSL VPN 接続 (トンネルアクセス) を終了しました

17826 SSL VPN 接続 (Web アクセス) を構築しました

17827 SSL VPN 接続 (Web アクセス) を終了しました

17828 SSL VPN 接続 (アプリケーションアクセス) を構築し
ました

17829 SSL VPN 接続 (アプリケーションアクセス) を終了し
ました

17830 SSL VPN リソースアクセスが許可されました

17831 SSL VPN リソースアクセスが拒否されました

17936 ユーザー証明書 <certificate_name> はユーザー
<username> のために作成されました

17937 すべてのユーザー証明書を削除しました

17803 L2TP 接続を構築しました

17804 L2TP 接続を終了しました

17805 PPTP 接続を構築しました

17806 PPTP 接続を終了しました

17801 IPSec 接続を構築しました

17802 IPSec 接続を終了しました

17832 フェールオーバーグループが有効化されました。特定
の接続が構築されました/接続は構築されませんでした

17833 フェールオーバーが正常に完了しました

17834 フェールオーバーできませんでした。接続は次の
フェールバックイベント上で構築されます。

17835 フェールバックが正常に完了しました

17836 フェールバックが失敗しました。現在実⾏中の接続に
正常に戻りました。

17837 フェールバックが失敗しました。また、現在実⾏中
の接続に戻すことができませんでした。接続は次の
フェールバックイベント上で構築されます。

17839 <接続名>、有効化: 接続の有効化を正常に完了しまし
た

17840 <接続名>、有効化: この接続を有効化できませんでし
た。理由: <理由>。

17841 <接続名>、有効化: 無効な接続を無効化/開始/終了し
ようとしています。DB 同期問題の可能性がある。

17842 <接続名>、EST-P1-MM: <peeris> ピア <ピア要求
者 IP> からの構築要求への応答は正常に完了しました

17843 <接続名>、EST-P1-MM: <理由>のため <ピア要求
者 IP> からの構築要求に応答できませんした

17844 <接続名>、EST-P1-AM: <ピア要求者 IP> からの構
築要求に応答しています。状態 # <状態>

17845 <接続名>、EST-P1-AM: <理由>のため <ピア要求者
IP> からの構築要求に応答できませんした
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17846 <接続名>、EST-P1-MM: 要求に応じて接続が開始さ
れます

17847 <接続名>、EST-P1-AM: <状態>状態の接続が要求に
応じて開始されます

17848 <接続名>、EST-P1-MM: ピア ID は <ピア ID> です

17849 <接続名>、EST-P1-AM: ピア ID は <ピア ID> です

17850 <接続名>、EST-P1: フェーズ-1 ID が⼀致していま
せん。構成されたピア ID は <リモート ID> で、受信
されたピアは ID は <ピア ID> です。システムはイニ
シエーターです。両側の認証 ID の構成を同期してい
ます。

17851 <接続名>、EST-P1: フェーズ-1 ID が⼀致していま
せん。ピア ID <ピア ID> に適した接続はありませ
ん。システムはレスポンダーです。両側の認証 ID の
構成を同期しています。

17852 <接続名2>、EST-P1: <接続名2> の構成が要求によ
り⼀致しているため、接続を <接続名> から <接続名
2> に切り替えました。

17853 <接続名>、EST-P1: ピアは送信された提案を承認し
ませんでした。両側で接続を再構築します。

17854 <接続名>、EST-P1: システムは送信された提案を承
認しませんでした。⼀⽅で接続を再構築する必要があ
ります。

17855 <接続名>、EST-P1: IKE の状態にあるマシンを<状
態>の状態から促進するためにパケットを送信してい
る際に、エラー (⼤部分がネットワークに関連) が⽣じ
ました。

17856 <接続名>、EST-P1: 最⼤再転送数 <count> は
STATE_MAIN_I1 に到達しました。最初の IKE メッ
セージに応答はありません (または許容可能な応答は
ありません)。

17857 <接続名>、EST-P1: 最⼤再転送数 <count> は
STATE_MAIN_I3 に到達しました。認証エラーの可能
性があります。または、NAT デバイスが間に配置され
ています。最初に暗号化されたメッセージには承認可
能な応答はありません。

17858 <接続名>、EST-P1: 無効な形式のペイロードがパ
ケットに含まれています。認証エラーの可能性があり
ます (事前共有されたシークレットの不⼀致)。事前共
有されたシークレットが両側で同じであることを確認
してください。

17859 <接続名>、EST-P1: 予期せぬメッセージを<state>
の状態で受信しました。ピアから受信したペイロード
はシステムを次に予期される IKE の状態にリードする
ことはできません。

17860 <接続名>、EST-P1: 以前に使⽤されているメッセー
ジ ID <メッセージ ID> を含むため、情報交換メッ
セージは無効です。

17861 <接続名>、EST-P1-MM: ピアにより開始された
フェーズ-1 SA が構築されました
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17865 <接続名>、EST-P2: 必要に応じてポリシー <ポリ
シーのバイト数> を使⽤して、フェーズ-2 を開始して
います (フェーズ-1 SA により<状態>の状態で保護さ
れています)

17866 <接続名>、EST-P2: <状態>の状態のフェーズ-1 SA
を使⽤して、フェーズ-2 SA の鍵の再⼊⼒を開始して
います

17867 <接続名>、EST-P2: フェーズ-2 の構築要求に ID
<ID> を使⽤して応答しています

17868 <接続名>、EST-P2: 最⼤再転送数 <count> は
STATE_QUICK_I1 に到達しました。最初のクイック
モードメッセージに承認可能な応答はありません: ピ
アはどの提案も承認していないようです。

17869 <接続名>、EST-P2: システムには PFS (System
require Perfect Forward Secrecy) が必要ですが、ピ
アは PFS を使⽤しないように提案しています

17870 <接続名>、EST-P2: ローカルサブネット – 接続のリ
モートサブネットの構成は、すでに構築されている接
続 <構築済みの接続名> と競合して開始されます。開
始する前に接続 <構築済みの接続名> を終了してくだ
さい。

17871 <接続名>、EST-P2: システムはローカルサブネット
のフェーズ-2 の接続要求を受信しました - リモートサ
ブネットの構成はすでに構築されている接続 <構築済
みの接続名> と競合しています。システムは受信要求
に応じて、接続 <構築済みの接続名> を終了していま
す。

17872 <接続名>、EST-P2: システムにより開始された
フェーズ-2 SA が構築されました

17873 <接続名>、EST-P2: ピアにより開始されたフェー
ズ-2 SA が構築されました

17874 <接続名>、NAT-T: ローカルサーバーおよびリモート
サーバー間で検出された NAT デバイスはありません

17875 <接続名>、NAT-T: ローカルサーバーは NAT デバイ
スの背後にあります

17876 <接続名>、NAT-T: リモートサーバーは NAT デバイ
スの背後にあります

17877 <接続名>、NAT-T: ローカルサーバーとリモートサー
バーの両⽅が NAT デバイスの背後にあります

17878 <接続名>、SA-MGT: ピアはフェーズ-1 SA を削除す
るように要求されました。ISAKMP の状態<状態>を
削除しています。

17879 <接続名>、SA-MGT: ピアはフェーズ-2 SA を削除す
るように要求されました。IPsec の状態<状態>を削除
しています。

17880 <接続名>、SA-MGT: ピアはフェーズ-2 SA を削除す
るように要求されました。既存の SA を削除し、新し
い SA を再度開始します。IPsec の状態 #<状態>を
置き換えています。
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17881 <接続名>、SA-MGT: ピア <リモートインターフェー
ス IP>、isakmp=#<isakmp>、ipsec=#<ipsec>
を含むリモートアクセス接続インスタンスを削除して
います。

17882 <接続名>、SA-MGT: 接続を削除しています

17883 <接続名>、SA-MGT: 接続を削除すると、関連する
SA <状態>が削除されます

17884 <接続名>、SA-MGT: フェーズ-1 (メインモード) SA
<状態>の接続の鍵の再⼊⼒を開始しています

17885 <接続名>、SA-MGT: フェーズ-1 (アグレッシブモー
ド) <古い状態>から<新しい状態>の接続の鍵の再⼊
⼒を開始しています

17886 <接続名>、SA-MGT: フェーズ 1 SA の鍵が再⼊⼒さ
れます

17887 <接続名>、SA-MGT: フェーズ 2 SA の鍵が再⼊⼒さ
れます

17888 <接続名>、SA-MGT: フェーズ 1 SA の有効期限が切
れました

17889 <接続名>、SA-MGT: フェーズ 1 SA の有効期限が切
れました。接続の鍵は再⼊⼒しないように構成されて
います。

17890 <接続名>、SA-MGT: フェーズ 2 SA の有効期限が切
れました

17891 <接続名>、SA-MGT: フェーズ 2 SA の有効期限が切
れました。接続の鍵は再⼊⼒しないように構成されて
います。

17892 <接続名>、DPD: デッドピア検知を有効にしました

17893 <接続名>、DPD: ピアが到達不可能なため、この接続
は「デッド」とマークされました

17894 <接続名>、DPD: ピアがデッド状態であるため、接続
は<actiononpeerdead>されました。

17895 <接続名>、DPD: 接続の鍵の再⼊⼒をスケジュールし
ましたが、ピアが到達不可能のため接続がもう⼀度開
始されました

17896 <接続名>、XAUTH: ユーザー名/パスワードの要求を
送信しています

17897 <接続名>、XAUTH: ユーザー <ユーザー> がログイ
ンしようとしています

17898 <接続名>、XAUTH: ユーザー <ユーザー> が正常に
認証されました

17899 <接続名>、XAUTH: <理由>のため、ユーザー <ユー
ザー> を認証できませんでした

17900 <接続名>、XAUTH: <状態名>の状態の時に
MODECFG メッセージを受信しました。アプライアン
スは XAUTH クライアントではありません。
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17901 <接続名>、XAUTH: ユーザー名/パスワードが要求さ
れましたが、XAUTH クライアントとして構成された
接続の鍵を再⼊⼒できませんでした。接続の鍵の再⼊
⼒をオフにします。

17902 <接続名>、XAUTH: XAUTH: ユーザー <ユーザー>
との XAUTH チャレンジに応答しています

17903 <接続名>、XAUTH: 認証が正常に完了しました。ア
プライアンスは XAUTH クライアントです。

17939 IPsec トンネルの開始/停⽌の通知メールを送信できま
せんでした

17938 IPsec トンネルの開始/停⽌の通知メールを正常に送信
しました

17906 ランディングページを承認しました

17907 ランディングページを拒否しました

17908 不正 AP スキャンが正常に完了しました

17909 不正 AP スキャンが失敗しました

17911 システムは不正 AP スキャンの開始をトリガしました

17910 ハートビートをアプライアンスから CCC (CCC の使⽤
を予約済み、ログは未⽣成) に送信できませんでした

17912 ハートビートをアプライアンスから CCC (CCC の使⽤
を予約済み、ログは未⽣成) に送信しました

17918 キープアライブをアプライアンスから CCC (CCC の使
⽤を予約済み、ログは未⽣成) に送信できませんでし
た

17919 キープアライブをアプライアンスから CCC (CCC の使
⽤を予約済み、ログは未⽣成) に送信しました

17913 正しくないログインの上限を超えたため、システムが
管理者アカウントのログインをブロックしました

17914 システムが管理者アカウントのブロックを解除しまし
た

17915 システムが管理者のセッションをロックしました

17916 不明のプロトコルトラフィックが拒否されました

17917 無効な証明書がブロックされました

17925 ゲストユーザーがシステム内に追加されました

17926 ゲストユーザーに配信するために、SMS のアクセス詳
細を SMS ゲートウェイに送信しました

17927 1 ⼈またはそれ以上のゲストユーザーの有効期限が切
れ、正常に⾃動消去されました

17928 1 ⼈またはそれ以上のゲストユーザーの有効期限が切
れ、⾃動消去できませんでした

17929 1 ⼈またはそれ以上のゲストユーザーの有効期限が切
れ、⼀部を⾃動消去できませんでした

17930 アクセスの詳細に関する SMS を送信できませんでし
た
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17935 マップ済みサーバー <server_ipaddress> は開始/
マップ済みサーバー <server_ipaddress> は停⽌

17940 有効なコレクターを含む CTA が開始されました

17953 <インターフェース名>: サーバーから応答がないた
め、PADO パケットがタイムアウトしました

17954 <インターフェース名>: セッションを終了し、<秒>
秒後に再試⾏します

17955 <インターフェース名>: 検出プロセスが完了しました

17956 <インターフェース名>: LCP リンクが構成されました

17957 <インターフェース名>: ISP は LCP をサポートして
いません

17958 <インターフェース名>: 認証が正常に完了しました

17959 <インターフェース名>: 認証に失敗しました。ユー
ザー名とパスワードを確認してください。

17960 <インターフェース名>: インターフェース IP <ロー
カル IP> を設定します

17961 <インターフェース名>: ゲートウェイ IP <リモート
IP> を設定します

17962 <インターフェース名>: プライマリ DNS <有効にし
ている場合は DNS IP> を設定

17963 <インターフェース名>: 補助 DNS <DNS IP> を設定

17964 <インターフェース名>: PPPoE リンクの開始

17965 <インターフェース名>: PPPoE リンクの停⽌

17966 <インターフェース名>: LCP タイムアウトのため
PPPoE の接続を解除

17967 <インターフェース名>: アイドルタイムアウトのため
PPPoE の接続を解除

17969 <インターフェース名>: スケジュールされたイベント
に再接続しました

17972 LCP : <クライアント IP> のネゴシエーションを開い
ています

17973 LCP : <クライアント IP> のリンクが構築されました

17974 <PAP/CHAP/MS-CHAPv2>: 認証の開始

17975 <PAP/CHAP/MS-CHAPv2>: ユーザー <ユーザー名>
を正常に認証しました

17976 <PAP/CHAP/MS-CHAPv2>: ユーザー <ユーザー名>
を認証できませんでした

17977 IPCP: 割り当てられた IP: <割り当てられた
IP>、IPCP: DNS の設定: <プライマリ/セカンダリ
DNS サーバー>、IPCP: WINS の設定: <プライマリ/
セカンダリ WINS サーバー>

17978 LCP : LCP タイムアウトのため接続を解除

17979 STATS: 接続時間: <接続時間>、STATS: <バイト数
> バイトを送信済み、<バイト数> バイトを受信済み
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17980 IPCP: <クライアント IP> の IPCP をテイクダウンし
ています: <理由>、LCP: <クライアント IP> のネゴ
シエーションを閉じています: <理由>、LCP: <クラ
イアント IP> のネゴシエーションを閉じました

17981 IPCP: <クライアント IP> の IPCP をテイクダウンし
ています: <理由>、LCP: <クライアント IP> のネゴ
シエーションを閉じています: <理由>、LCP: <クラ
イアント IP> のネゴシエーションを閉じました

17982 LCP : <クライアント IP> のネゴシエーションを開い
ています

17983 LCP : <クライアント IP> のリンクが構築されました

17984 <PAP/CHAP/MS-CHAP>: 認証の開始

17985 <PAP/CHAP/MS-CHAP>: ユーザー <ユーザー名>
を正常に認証しました

17986 <PAP/CHAP/MS-CHAP>: ユーザー <ユーザー名>
を認証できませんでした

17987 IPCP: 割り当てられた IP: <割り当てられた
IP>、IPCP: DNS の設定: <プライマリ/セカンダリ
DNS サーバー>、IPCP: WINS の設定: <プライマリ/
セカンダリ WINS サーバー>

17988 LCP : LCP タイムアウトのため接続を解除

17989 STATS: 接続時間: <接続時間>、STATS: <バイト数
> バイトを送信済み、<バイト数> バイトを受信済み

17990 IPCP: <クライアント IP> の IPCP をテイクダウンし
ています: <理由>、LCP: <クライアント IP> のネゴ
シエーションを閉じています: <理由>、LCP: <クラ
イアント IP> のネゴシエーションを閉じました

17991 IPCP: <クライアント IP> の IPCP をテイクダウンし
ています: <理由>、LCP: <クライアント IP> のネゴ
シエーションを閉じています: <理由>、LCP: <クラ
イアント IP> のネゴシエーションを閉じました

18000 イベント

17998 <種類> の新しいファームウェアが検出されました: <
バージョン>

17999 [ <AP-ID>] 不明の AP モデルにエラーが⽣じました:
<種類>、ドロップしています

18001 [<AP-ID>] 「AP の種類「<種類>」、ドロップして
います」に利⽤できるファームウェアはありません

18002 [ <AP-ID> ] デバイスはまだ認証されていません。ド
ロップしています

18003 [ <AP-ID> ] ペイロードが破損しました。XG
Firewall の鍵が正しくない可能性があります。デバイ
スを削除して、再登録してください。

18004 [ <AP-ID>] ファームウェア <ファームウェア> をデ
バイスに送信しました。接続をリリースしています

18005 [ <AP-ID> ] <ファームウェア> をデバイスに送信で
きませんでした。ドロップしています
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18006 [MASTER] オフライン AP <AP> についての通知を送
信しています

18007 AP [ <AP-ID> ] に構成を正常に送信しました

18008 AP [ <AP-ID> ] に構成を送信できませんでした

18014 RED が接続されています

18015 RED の接続が解除されました

18016 RED の中間イベント

18032 RED デバイス: 無効: 5 有効: 15 接続済み: 12 接続解
除済み: 3

18017 ATP の定義が <古いバージョン> から <新しいバー
ジョン> にアップグレードされました

18018 ATP の定義をアップグレードできませんでした

18019 SSLVPN クライアントが <古いバージョン> から <新
しいバージョン> にアップグレードされました

18020 SSLVPN クライアントをアップグレードできませんで
した

18021 IPSEC クライアントが <古いバージョン> から <新
しいバージョン> にアップグレードされました

18022 IPSEC クライアントをアップグレードできませんでし
た

18023 認証クライアントが <古いバージョン> から <新しい
バージョン> にアップグレードされました

18024 認証クライアントをアップグレードできませんでした

18025 RED ファームウェアが <古いバージョン> から <新
しいバージョン> にアップグレードされました

18026 RED ファームウェアをアップグレードできませんでし
た

18027 AP ファームウェアが <古いバージョン> から <新し
いバージョン> にアップグレードされました

18028 AP ファームウェアをアップグレードできませんでした

18029 アップデートを確認できませんでした

18030 ファイル <モジュール> をダウンロードできませんで
した

18033 WAF ルールが <古いバージョン> から <新しいバー
ジョン> にアップグレードされました

18034 WAF ルールをアップグレードできませんでした

18096 ZeroTouch のプロビジョニングが完了しました

18097 ZeroTouch のプロビジョニング中にエラーが発⽣しま
した

18098 ファイアウォールのプロビジョニングが完了しました

18099 ファイアウォールのプロビジョニング中にエラーが発
⽣しました
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16001 トランザクションが Web ポリシールールに基づいて
許可されました

16002 トランザクションが Web ポリシールールに基づいて
拒否/ブロックされました

16003 HTTP ファイルのアップロードが許可されます

16004 トークンのオーバーライド

16005 トランザクションが Web ポリシールールに基づいて
警告されました

16006 ユーザーが警告を受けて進んだ後にトランザクション
が許可されました

16007 HTTP ファイルのアップロードが警告され、許可され
ました

16008 サンドボックスファイルが許可されました

16009 サンドボックスファイルが拒否されました

表 56 : アプリケーションフィルタ

ID メッセージ

17051 アプリケーションフィルタポリシーに基づき、アプリ
ケーションアクセスは拒否されました。

表 57 : マルウェア

ID メッセージ

08001 ウイルスが含まれているため、URL はブロックされま
した

08002 ウイルスが含まれていないため、URL へのアクセスは
許可されます

09001 ウイルスが含まれているため、FTP データ転送はブ
ロックされました

09002 ウイルスが含まれていなかったため、FTP データ転送
は正常に完了しました

10001 メールのウイルス感染が検出されました

10002 メールにウイルスは含まれません

11001 メールのウイルス感染が検出されました

11002 メールにウイルスは含まれません

12001 メールのウイルス感染が検出されました

12002 メールにウイルスは含まれません

表 58 : メール

ID メッセージ

13001 メールはスパムとみなされます

13002 メールはスパムの可能性があるとみなされます
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13003 メールはスパムまたはスパムの可能性があるとみなさ
れませんでした

13004 送信者の IP アドレスがブラックリストに追加されま
した

13005 メールは送信⽤スパムとみなされます

13006 メールは送信⽤スパムの可能性があるとみなされます

13007 IBS/OBS の両⽅により、クリーンであるとフラグされ
ました

13008 送信⽤により、メッセージはクリーンとマークされま
した

13009 メール内で DLP が検出されました

13010 SPX が適⽤されました

13011 SPX にエラーが⽣じました

13012 SMTP DOS

13013 メールが Sandstorm によって未感染とマークされま
した

13014 メールが Sandstorm によって悪質とマークされまし
た

14001 メールはスパムとみなされます

14002 メールはスパムの可能性があるとみなされます

14003 メールはスパムまたはスパムの可能性があるとみなさ
れませんでした

15001 メールはスパムとみなされます

15002 メールはスパムの可能性があるとみなされます

15003 メールはスパムまたはスパムの可能性があるとみなさ
れませんでした

表 59 : ファイアウォール

ID メッセージ

00001 許可されたファイアウォールトラフィック

00002 拒否されたファイアウォールトラフィック

00003 セキュリティハートビートによりドロップされたファ
イアウォールトラフィック

00004 ICMP 関連のパケットが拒否されました

00005 ICMP 関連のパケットが許可されました

00007 トラフィックのミッシングハートビートを許可 (制約
がない場合)

01001 ドロップされた無効なトラフィック

01301 拒否された断⽚化トラフィック

01601 拒否された無効な断⽚化トラフィック

02001 許可されたローカル ACL トラフィック

02002 拒否されたローカル ACL トラフィック
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ID メッセージ

03001 ドロップされた DoS 攻撃

04001 ドロップされた ICMP リダイレクトパケット

05001 ドロップされた送信元ルートパケット

05051 拒否された外部ホスト

05101 拒否された IPMAC ペア

05151 拒否された IP スプーフィング

05201 SSL VPN リソースアクセスが拒否されました

05301 拒否された ARP フラッドトラフィック

05401 仮想ホスト <virtualhostname> のトラフィックが拒
否されました。トラフィックの処理に使⽤できる内部
サーバーはありません。

010202100 パケットが無効です

010202101 IP パケットに無効なヘッダーがあります

010202102 IP パケットに無効なヘッダーバージョンがあります

010202103 IP パケットに無効なヘッダー time-to-live がありま
す

010202104 IP パケットに無効なヘッダープロトコルがあります

010202105 IP パケットが切り捨てられているか、不正です

010202106 IP チェックサムが不正です

010202107 IP パケットに無効なアドレスがあります

010202108 IP フラグメントが無効です

010202109 短い ICMP パケット

010202110 ICMP チェックサムが不正です

010202111 ICMP パケットに無効な ICMP タイプ/コードがありま
す

010202112 パケットが無効で、ICMP レコードが⾒つかりません
でした

010202113 ICMP パケットにエラーが発⽣しました

010202114 短い UDP パケット

010202115 UDP パケットが切り捨てられているか、不正です

010202116 UDP チェックサムが不正です

010202117 UDP の宛先が無効です

010202118 短い TCP パケット

010202119 TCP パケットが切り捨てられているか、不正です

010202120 TCP チェックサムが不正です

010202121 TCP パケットに無効なフラグの組み合わせがあります

010202122 TCP 状態が無効です

010202123 TCP RSTが無効です

010202124 TCP の送信元ポートが無効です

010202125 TCP の宛先ポートが無効です
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ID メッセージ

010202126 TCP Land 攻撃

010202127 TCP の予約済みビットが無効です

010202128 TCP WinNuke 攻撃

010202129 パケットがどの接続にも関連付けられませんでした

010202130 FTP バウンス攻撃

010202131 短い UDP-Lite パケット

010202132 UDP-Lite チェックサムが不正です

010202133 UDP-Lite チェックサムがありません

010202134 DCCP パケットが無効です

010202135 DCCP 状態が無効です

010202136 短い DCCP パケット

010202137 DCCP パケットが切り捨てられているか、不正です

010202138 DCCP チェックサムが不正です

010202139 DCCP 予約済みパケットが無効です

010202140 接続ヘルパーが無効です

010202141 パケットを破棄しました

表 60 : IPS

ID メッセージ

06001 IPS の異常を検出しました

06002 IPS の異常をドロップしました

07001 IPS シグネチャを検出しました

07002 シグネチャがドロップされた IPS

表 61 : 認証

ID メッセージ

17701 ユーザーはファイアウォールに正常にログインしまし
た

17702 ユーザーはファイアウォールにログインできませんで
した

17703 ユーザーはファイアウォールからログアウトしました

17945 <クライアントの種類> 経由で <認証メカニズム>
サーバーからチャレンジを受信しました

17704 ユーザーはマイアカウントに正常にログインしました

17705 ユーザーはマイアカウントにログインできませんでし
た

17706 ユーザーはアカウントからログアウトしました

17947 <クライアントの種類> 経由で <認証メカニズム>
サーバーからチャレンジを受信しました

17707 ユーザーは VPN に正常にログインしました
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ID メッセージ

17708 ユーザーは VPN にログインできませんでした

17709 ユーザーは VPN からログアウトしました

17710 ユーザーは SSL VPN に正常にログインしました

17711 ユーザーは SSL VPN にログインできませんでした

17712 ユーザーは SSL VPN からログアウトしました

17946 <クライアントの種類> 経由で <認証メカニズム>
サーバーからチャレンジを受信しました

17713 ユーザーはダイヤルインを使⽤してログインしました

17714 ユーザーはダイヤルを使⽤してログインできませんで
した

17715 ユーザーはダイヤルインを使⽤してログアウトしまし
た

17948 NTLM を有効にしましたが AD サーバーは構成されて
いません

17949 NTLM 認証チャネルを <サーバー名> と構成できませ
ん

17950 NTLM 認証チャネルを <サーバー名> と正常に構成し
ました

17951 NTLM 認証チャネルを <サーバー名> と構成できませ
ん

17952 NTLM 認証はアプライアンスアクセスから無効にされ
ました

17968 <理由>のため、ADS/LDAPS <サーバー ip/fqdn> へ
の接続は失敗しました

表 62 : 管理者

ID メッセージ

17501 操作の追加

17502 更新

17503 削除

17504 他の管理操作

17505 システム - メンテナンスの操作

17506 ウィザード

17507 管理者のログイン ログアウト

17504 <インターフェース名>: 管理イベントのため PPPoE
を切断

17970 HA 有効化イベント

17971 HA 無効化イベント

17504 PPTP/L2TP サービスを有効/無効にしました
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表 63 : Sandstorm

ID メッセージ

13013 サンドボックスで許可されました

13014 サンドボックスで拒否されました

18041 サンドボックスファイルが許可されました

18042 サンドボックスファイルが拒否されました

18043 サンドボックスファイルが保留になっています

16005 インターネットアクセスポリシーに基づいて、Web サ
イト / ファイル / アプリケーションへのアクセスが警
告され、許可されました

16006 インターネットアクセスポリシーに基づいて、Web サ
イト / ファイル / アプリケーションへのアクセスが警
告され、ブロックされました

16007 HTTP ファイルのアップロードが警告され、許可され
ました

16008 サンドボックスファイルが許可されました

16009 サンドボックスファイルが拒否されました

18009 ATP によるアラート

18010 ATP によるドロップ

18012 ハートビートの状態

18013 エンドポイントの状態

表 64 : Web Server Protection

ID メッセージ

17071 Web 要求が WAF により許可されます。

17072 Web 要求が WAF によりブロックされます。

表 65 : ATP (Avanced Threat Protection)

ID メッセージ

18009 ATP によるアラート

18010 ATP によるドロップ

表 66 : セキュリティハートビート

ID メッセージ

18012 ハートビートの状態

18013 エンドポイントの状態

表 67 : Web コンテンツポリシー

ID メッセージ

16010 コンテンツフィルタが⼀致しました
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A.4 ログビューア
ログビューアを使って、システム、Web プロテクション、Sandstorm アクティビティなどのモ
ジュールのイベント情報を確認することができます。
• イベントを表⽰するには、モジュールを選択します。

• ライブビューを⼀時停⽌するに
は、
をクリックします。

• ログを更新するに
は、
をクリックします。

• ログをエクスポートするに
は、
をクリックします。

• ログの詳細を表⽰するに
は、
をクリックします。

• ログのフィールドにフィルタを適⽤するには、「フィルタを追加」をクリックします。続けて、
フィールド、条件、値を選択して、「フィルタを追加」をクリックします。

• レコードを時間で絞り込んで表⽰するに
は、
(クイックフィルタ) をクリックします。

• フィルタをクリアするには、「リセット」をクリックします。
• データの匿名化が有効になっているときに ID を表⽰するに

は、
をクリックして、認証情報を⼊⼒します。

• パケットキャプチャが有効になっているときにパケット情報を表⽰するには、「PCAP を開
く」をクリックします。

関連概念
DoS/スプーフ防御 (p. 129)
スプーフィング攻撃を防⽌するには、トラフィックに制限を適⽤して、識別できる IP アドレス、信頼
できる MAC アドレス、および IP–MAC ペアと⼀致したトラフィックだけを許可します。また、トラ
フィック制限とフラグを設定することによって、DoS 攻撃を防⽌したり、DoS 検査を迂回するための
ルールを作成したりすることができます。破棄されたトラフィックの情報は、ファイアウォールに記
録されます。
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B ポリシーテスト
ポリシーテストツールを使うと、ファイアウォールポリシーと Web ポリシーを適⽤してトラブル
シューティングを実⾏し、その処理や結果を確認することができます。たとえば、特定のユーザーに
対してすべてのソーシャルメディアサイトをブロックする Web ポリシーを作成し、ポリシーをテス
トして、指定したユーザーのみがブロックされるかどうかを確認します。結果には、適⽤されたアク
ションの詳細 (該当ルールやコンテンツフィルタなど) が表⽰されます。

注
ポリシールーティングに基づき、宛先への接続が別のゾーンを経由することになった場合、ポリ
シーテストに変更後のゾーンは反映されません。

注
ポリシーテストでは、すべての Web トラフィックが透過モードでインターセプトされることを
前提としています。

URL テスト対象の URL。たとえば、Web ポリシー
ルールに指定したカテゴリとコンテンツフィルタ
によってブロックされるはずのソーシャルネット
ワーキングサイトをテストします。

認証済みユーザー テスト対象のユーザー。たとえば、Web ポリ
シールールに指定したグループに属するユーザー
をテストします。

⽇時 テスト対象の⽇時。たとえば、Web ポリシー
ルールのスケジュールに合わせた時間を指定する
ことができます。

テストの⽅式 テストするファイアウォールポリシーまたは
Web ポリシー。

関連概念
ポリシー (p. 135)
Web ポリシーには、エンドユーザーの Web 閲覧アクティビティを制御するルールを指定することが
できます。このポリシーはファイアウォールルールに追加すると有効になります。デフォルトのポリ
シーセットには、⼀般的な制限が指定されています。独⾃の要件を満たすようにするには、デフォル
トのポリシーの 1つを変更するか、または新しいポリシーを作成します。



補⾜ C

C IPS カスタムパターンの構⽂
キーワード 値 使⽤率

srcaddr/dstaddr <ipaddress>; 送信元/宛先 IP アドレス

srcport/dstport <Number>; 送信元/宛先ポート

content 「<content string>;」

ニ重引⽤符内の⽂字列。

1 つのルールで複数のコンテンツ
を指定できます。値にはテキスト
とバイナリデータの組み合わせを
含めることができます。通常、バ
イナリデータはパイプ⽂字 (|) 内
に配置されます。

nocase
content キーワードにのみ使
⽤できます

NULL コンテンツ値の⼤⽂字と⼩⽂字の
区別を無視します

rawbytes
content キーワードとのみ使⽤で
きます

NULL デコードを無視します。⽣パケッ
トデータを確認します。

depth
content キーワードとのみ使
⽤できます

<number>;

例: depth:5;

指定されたペイロードバイト数
内にあるコンテンツを検索しま
す。depth キーワード値がコンテ
ンツキーワード値の⻑さよりも⼩
さい場合、このシグネチャは決し
て⼀致しません。

offset
content キーワードとのみ使
⽤できます

<number>;

例: content:cgi-bin/
phf;offset:4;depth:20;

指定されたペイロードバイト数の
後にあるコンテンツの検索を開始
します。このタグはペイロード内
の絶対値です。depth タグによる
指定値以降のマッチ検索を停⽌す
るには、offset タグの後に depth
タグを使⽤します。depth が指
定されていない場合は、ペイロー
ド末尾までマッチ検索を継続しま
す。

distance
content キーワードとのみ使
⽤できます

<number>;

例: content:「ABC」;
content:「DEF」;
distance:1;

指定されたバイト数が前回⼀
致したコンテンツの末尾に関連
しているコンテンツを検索しま
す。distance タグの後に within
タグを使⽤できます。within タグ
の値が指定されていない場合は、
ペイロード末尾までマッチ検索を
継続します。
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キーワード 値 使⽤率

within
content キーワードとのみ使⽤で
きます

<number>;

例: content: 「ABC」;
content: 「DEF」;
within:10;

指定されたペイロードバイト数
内にあるコンテンツを検索しま
す。distance タグとともに使⽤し
ます。

uricontent uricontent:<content string>;

content:
uricontent:「%3F」;

正規化された要求の URI フィー
ルドを検索します。バイナリデー
タは URI 値として定義できま
す。

isdataat <value> [,relative];

例: content: 「PASS」;
isdataat: 50, relative;

ペイロードのデータが指定された
場所にあることを確認します。前
回のコンテンツマッチに関連して
いるデータを任意で検索します。
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キーワード 値 使⽤率

pcre pcre:[!]「(/<regex>/|m/
<regex>/)[ismxAEGRUB]」;

例: pcre:「/BLAH/i」;

pcre キーワードは、perl と互換
性のある正規表現を使⽤してルー
ルを書き込むことができます。

i - ⼤⽂字と⼩⽂字の区別が
ありません
s - ドットメタ⽂字に改⾏を
含めます
m - デフォルトによりこの
⽂字列は⽂字が含まれる単⼀
の⻑い⾏として扱われ、^ と
$ はこの⽂字列の冒頭と末尾
で⼀致します。m が設定さ
れると、バッファ内にある改
⾏の直後または直前、および
バッファの冒頭と末尾で ^
と $ は⼀致します。
x - エスケープされた場合や
⽂字クラス内にある場合を除
き、パターン内の空⽩データ
⽂字は無視されます。
A - バッファ冒頭でのみパ
ターンマッチする必要があり
ます (^ と同様)。
E - 件名⽂字列の末尾でのみ
⼀致するように $ を設定し
ます。E を含めない場合、件
名⽂字列が改⾏だと $ は最
終⽂字の直前で⼀致します
(他の改⾏の前ではなく)。
G - 量指定⼦の「「貪欲
さ」」を反転します。これに
より、デフォルトでは貪欲で
はなく、「「?」」の後から
貪欲になるように設定できま
す。
R - relative を最後のパター
ンマッチ末尾と⼀致させま
す (distance:0; と類似)。U
- デコードされた URI バッ
ファと⼀致します (uri キー
ワードと類似)。
B - デコードされたバッファ
の使⽤禁⽌ (raw キーワード
と類似)。
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キーワード 値 使⽤率

byte_test <bytes to convert>,
[!]<operator>, <value>,
<offset> [,relative]
[,<endian>] [,<number type>,
string]; oct,dec,hex は string と
のみ使⽤されます

例: msg: 「AMD procedure
7 plog overflow」;
content:「|00 04 93
F3|」; content:「|
00 00 00 07|」;
distance: 4.within:4;
byte_test:4,>,1000,20,relative;

byte フィールドを (演算⼦を
含む) 指定値でテストします。
バイナリ値をテストしたり、
代表の byte ⽂字列をバイナ
リ相当に変換してテストでき
ます。bytes_to_convert - パ
ケットから取得するバイト数
operator - 値 (<、>、=、!、&)
のテストを実⾏するための操作

value - 変換された値をテス
トするための値
offset - 処理を開始するペ
イロード内のバイト数
relative - 最後のパターン
マッチに関連する offset を
使⽤する
big - データを big として処
理する
endian (default) little -
データを little endian とし
て処理する
string - パケット内の⽂字
列形式に格納されたデータ
hex - 16 進数で表⽰される
変換された⽂字列データ
dec - 10 進数で表⽰される
変換された⽂字列データ
oct - 8 進数で表⽰される変
換された⽂字列データ
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キーワード 値 使⽤率

byte_jump <bytes_to_convert>,
<offset> [,relative] [,multiplier
<multiplier value>] [,big]
[,little][,string] [,hex]
[,dec] [,oct] [,align]
[,from_beginning]; oct,dec,hex
は string とのみ使⽤されます

例: content:「|00 00
00 01|」; distance: 4;
within: 4; byte_jump:
4,12,relative,align

bytes_to_convert - パケット
から取得するバイト数 multiplier
value - 算出されたバイト数を値
で乗算しそのバイトの数だけ前に
スキップする

operator - 値
(<、>、=、!、&) のテスト
を実⾏するための操作
value - 変換された値をテス
トするための値
offset - 処理を開始するペ
イロード内のバイト数
relative - 最後のパターン
マッチに関連する offset を
使⽤する
big - データを big として処
理する
endian (default) little -
データを little endian とし
て処理する
string - パケット内の⽂字
列形式に格納されたデータ
hex - 16 進数で表⽰される
変換された⽂字列データ
dec - 10 進数で表⽰される
変換された⽂字列データ
oct - 8 進数で表⽰される変
換された⽂字列データ
align – 変換されたバイト数
を次の 32 ビット境界まで四
捨五⼊する
from_beginning – パケッ
トの現在の場所からではな
く、パケットペイロードの冒
頭から前へスキップする

ttl <number>;><number>;<<number>;IP time-to-live の値を指定値と
確認します

tos <number>; 指定した Value の「IP TOS」
フィールドを確認します

id <number>; 指定した Value の「IP ID」
フィールドを確認します
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キーワード 値 使⽤率

ipopts {rr | eol | nop | ts | sec | lsrr |
ssrr | satid | any}

rr - IP RR (record route)
オプションが存在するか確認
します
eol - IP EOL (end of list)
オプションが存在するか確認
します
nop - IP NOP (no op) オプ
ションが存在するか確認しま
す
ts - IP TS (time stamp) オ
プションが存在するか確認し
ます
sec - IP SEC (IP security)
オプションが存在するか確認
します
lsrr - IP LSRR (loose
source routing) オプション
が存在するか確認します
ssrr - IP SSRR (strict
source routing) オプション
が存在するか確認します
satid - IP SATID (stream
identifier) オプションが存在
するか確認します
any - IP に何かしらのオプ
ションがあるか確認します

fragoffset <number>; 許可して、IP フラグメントのオ
フセットフィールドと 10 進数を
⽐較します

fragbits [+*!]<[MDR]>; IP ヘッダー内で IP 断⽚化と予約
済みのビット数が設定されている
か確認します。

M - ビットをより断⽚化させ
る
D - ビットの断⽚化禁⽌
R - 予約済みのビット
+ - 指定ビットとその他の
ビットと⼀致
* - 指定ビットが設定されて
いる場合に⼀致
- 指定ビットが設定されてい
ない場合に⼀致
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dsize [<|>] <number>[ <>
number];

例: dsize:300<>400;

パケットのペイロードサイズ
をテストします。data_size が
指定されている場合パケットの
再構築は⾃動的にオフになるた
め、data_size と only_stream
値を含むシグネチャは正しく設
定されません。dsize はペイロー
ドのサイズに関係なく、パケット
再構築の稼働中にエラーが⽣じま
す。

flags [!|*|
+]<FSRPAU120>[,<FSRPAU120>];

例: Flags:SF,12

パケット内で⼀致するよう
に、TCP フラグを指定します。

S - SYN フラグと⼀致
A - ACK フラグと⼀致
F - FIN フラグと⼀致
R - RST フラグと⼀致
U - URG フラグと⼀致
P - PSH フラグと⼀致
1 - 予約済みビットと⼀致
1 2 - 予約済みビットと⼀致
2 0 - TCP フラグのセットな
しと⼀致
+ - 指定ビットとその他の
ビットと⼀致
* - 指定ビットが設定されて
いる場合に⼀致
- 指定ビットが設定されてい
ない場合に⼀致

flow to_client|to_server|
from_client|
from_server ];established;bi_direction;
[no_stream|only_stream];

TCP のみ。to_server の
値は from_client の値と同
じです。to_client の値は
from_server の値と同じで
す。bi_direction タグは、シグ
ネチャを双⽅向のトラフィック
と⼀致させます。たとえば、「--
dst_port 80」 と bi_direction
セットを含むシグネチャがある場
合、そのシグネチャはポート 80
への/からのトラフィックを確認
します。

seq <number>; 指定された TCP シーケンス番号
を確認します

ack <number>; 指定された TCP Ack 番号を確認
します
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window <number>; 指定された TCP window サイズ
を確認します

itype [<|>]<number>[<>number]; ⼀致する ICMP の種類を指定しま
す

icode [<|>]<number>[<>number]; ⼀致する ICMP コードを指定しま
す

icmp_id <number>; 指定した ICMP ID 値を確認しま
す

icmp_seq <number>; 指定した ICMP シーケンス値を確
認します

rpc <application number>,
[<version number>|*],
[<procedure number>|*>;

SUNRPCCALL 要求内で RPC ア
プリケーション、バージョン、プ
ロシージャ番号を確認します。*
ワイルドカードは version numer
および procedure number に使
⽤できます

ip_proto <number>;
[!]<number>;><number>;<<number>;

IP プロトコルヘッダーを確認し
ます

samip NULL 送信元と宛先は同じ IP アドレス
を所有しています

関連概念
カスタム IPS シグネチャ (p. 128)
カスタムシグネチャを使えば、サーバー、プロトコル、アプリケーションなどのネットワークオブ
ジェクトに関連する脆弱性からネットワークを保護することができます。カスタムシグネチャを作成
したら、その後でそのシグネチャを IPS ポリシールールに追加することができます。



補⾜ D

D デフォルトのファイル形式カテゴリ
ファイル形式カテゴリ名 ファイル拡張⼦ MIME ヘッダー

⾳声ファイル gsm, sd2, qcp, kar, smf, midi,
mid, ulw, snd, aifc, aif, aiff,
m3url, m3u, wav, rm, au, ram,
mp3, wmv

audio/x-gsm, audio/vnd.qcelp,
audio/x-midi, application/x-
midi, audio/midi, audio/x-
mid, x-music/x-midi, audio/
basic, audio/x-adpcm, audio/
aiff, audio/x-aiff, audio/x-
mpequrl, audio/wav, audio/
x-wav, application/vnd.rn-
realmedia, audio/x-au, audio/
x-pn-realaudio, audio/mpeg3,
audio/x-mpeg-3, audio/x-ms-
wmv

バックアップファイル (「バック
アップファイル」カテゴリには、
個別のファイルバックアップと
バックアップソフトウェアに関連
するファイルが含まれています。
個別のバックアップファイルは、
通常、ソフトウェアによって⾃動
⽣成されます。バックアップソフ
トウェアファイルには、増分バッ
クアップと完全なシステムバック
アップが含まれます）。

asd, bak, bkp, bup, dba, dbk,
fbw, gho, nba, old, ori, sqb,
tlg, tmp

application/octet-stream

圧縮ファイル (圧縮ファイルは、
ディスク容量を節約するために
ファイル圧縮を使⽤します。複数
のファイルを単⼀のアーカイブに
圧縮するために、圧縮アーカイブ
形式も使⽤します）。

7z, alz, deb, gz, pkg, pup, rar,
rpm, sea, sfx, sit, sitx, tar.gz,
tgz, war, zip, zipx

application/x-7z-compressed,
application/x-alz, application/
x-deb, application/x-gzip,
application/x-newton-
compatible-pkg, application/x-
rar-compressed, application/
sea, application/x-sea,
application/x-sit, application/
x-stuffit, application/gnutar,
application/x-compressed,
application/x-zip-compressed,
application/zip, multipart/x-zip

構成ファイル (設定ファイルは、
オペレーティングシステムとア
プリケーションの設定を格納し
ます。これらのファイルはユー
ザーが開くように設計されていま
せん。プログラムの環境設定の変
更時には関連アプリケーションに
より変更されます。設定ファイル
は、環境設定ファイルまたは構成
ファイルとも呼ばれます)。

cfg, clg, dbb, ini, keychain, prf,
prx, psf, rdf, reg, thmx, vmx,
wfc

application/pics-rules,
application/octet-stream,
application/vnd.ms-
officetheme
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ファイル形式カテゴリ名 ファイル拡張⼦ MIME ヘッダー

データベースファイル (データ
ベースファイルは構造化された形
式でデータを格納し、表とフィー
ルドに整理されます。データベー
ス内の各エントリは「レコード」
と呼ばれます。⼀般的に、データ
ベースは動的 Web サイトによる
参照データを格納するために使⽤
されます)。

accdb, db, dsn, mdb, mdf, pdb,
sql, sqlite

application/msaccess,
application/x-msaccess,
application/vnd.msaccess,
application/vnd.ms-access,
application/mdb, application/x-
mdb, chemical/x-pdb

デベロッパーファイル (「デベ
ロッパーファイル」カテゴリに
は、ソフトウェア開発に関連す
るファイルが含まれています。例
えば、プログラミングプロジェク
トファイル、ソースコードファイ
ル、コードライブラリ、ヘッダー
ファイル、クラスファイルなどが
含まれます。コンパイルされたオ
ブジェクトとコンポーネントもこ
のカテゴリに含まれます)。

as, asc, c, cbl, cc, class, cp,
cpp, cs, csproj, dev, dtd, f, fs,
fsproj, fsx, ftl, gem, h, hpp,
ise, ism, java, m, ocx, pas,
pod, pro, py, r, rb, sh, src, tcl,
trx, v, vbproj, vcproj, vtm,
xcodeproj

text/plain, text/x-c,
application/java, application/
java-byte-code, application/
x-java-class, text/xml, text/
x-fortran, text/x-h, text/
x-java-source, text/x-m,
application/octet-stream, text/
pascal, text/x-script.phyton,
application/x-bsh, application/
x-sh, application/x-shar, text/
x-script.sh, application/x-wais-
source, application/x-tcl, text/
x-script.tcl

ディスクイメージファイル (ディ
スクイメージファイルには、ハー
ドディスクの完全なコピーまたは
その他のメディア形式が含まれま
す。このイメージファイルには、
全ファイルに加え、ファイルシス
テム情報が含まれます。ディスク
や CD、DVD を複製したり、バッ
クアップ⽬的にも頻繁に使⽤され
ます)。

dmg, iso, mdf, nrg, nri, pvm,
toast, vcd, vmdk

application/x-cdlink

556 Copyright © 2018 Sophos Limited



XG Firewall

ファイル形式カテゴリ名 ファイル拡張⼦ MIME ヘッダー

ドキュメントファイル (ドキュメ
ントファイル形式はテキストまた
はバイナリデータファイル形式と
して説明でき、書式設定されたド
キュメント (テキスト、写真、ク
リップアート、表、チャート、複
数のページ、複数のドキュメント
など) の格納に使⽤されます)。

doc, docx, wbk, xls, xlsx,
ppt, pptx, oft, pub, msg, one,
xsf, xsn, grv, mpp, mpt, acl,
pip, thmx, aw, bld, blg, bvp,
cdd, cdf, contact, csv, dat, dif,
dmsp, efx, epub, epw, exif,
exp, fdb, fxp, gbr, gpi, hdf, id2,
lib, mat, mcd, menc, mw, ndx,
not, notebook, out, ovf, pdx,
pfc, pps, ppsx, pptm, prj, qbw,
sdf, svf, tar, tsv, vcf, vdb, vxml,
windowslivecontact, wlmp, xfd,
xml, xsl, xslt, lit, log, lst, odt,
opml, pages, rtf, sig, tex, txt,
wpd, wps, pdf

application/
msword, application/
vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document,
application/excel, application/
vnd.ms-excel, application/
x-excel, application/x-
msexcel, application/
vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet,
application/mspowerpoint,
application/powerpoint,
application/vnd.ms-
powerpoint, application/x-
mspowerpoint, application/
vnd.openxmlformats-
officedocument.presentationml.presentation,
application/x-mspublisher,
application/onenote,
application/octet-stream,
application/vnd.ms-
project, application/x-
project, application/vnd.ms-
officetheme, application/cdf,
application/x-cdf, application/
x-netcdf, text/comma-
separated-values, text/
csv, application/csv, video/
x-dv, application/x-hdf,
application/mcad, application/
x-mathcad, application/
vnd.openxmlformats-
officedocument.presentationml.slideshow,
application/vnd.ms-
powerpoint.presentation.macroEnabled.12,
image/vnd.dwg, image/x-
dwg, application/x-tar, text/
tab-separated-values, text/x-
vcard, application/xml, text/
xml, application/x-ms-reader,
text/plain, application/rtf,
application/x-rtf, text/richtext,
application/x-tex, application/
wordperfect, application/x-
wpwin, application/vnd.ms-
works, application/pdf

動的ファイル pl, jsp, asp, php, cgi, shtml text/x-script.perl, text/asp,
text/x-server-parsed-html,
text/html
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エンコードファイル (エンコード
ファイルは、暗号化された形式で
データを格納するファイルです。
暗号化ファイルや、⾮圧縮アーカ
イブファイル、バイナリエンコー
ド形式のテキストファイルなどが
あります。ファイルは、セキュリ
ティ⽬的およびデータ転送時に破
損しないように頻繁に暗号化され
ます)。

bin, enc, hex, hqx, mim,
mime, uue

application/mac-binary,
application/macbinary,
application/octet-stream,
application/x-binary,
application/x-macbinary,
application/binhex, application/
binhex4, application/mac-
binhex, application/mac-
binhex40, application/x-
binhex40, application/x-mac-
binhex40, message/rfc822,
www/mime, text/x-uuencode

実⾏形式ファイル exe, cmd, bat, com application/bat, application/
x-bat, application/x-msdos-
program, application/textedit,
application/octet-stream, text/
plain

画像ファイル bmp, gif, jpeg, jpg, pcx, png image/bmp, image/x-
windows-bmp, image/gif,
image/pjpeg, image/jpeg,
image/x-pcx, image/png

ページレイアウトファイル (ペー
ジレイアウトファイルは、テキス
トとイメージデータの両⽅が含ま
れている可能性のあるドキュメ
ントです。このファイルには、
フォーマット情報 (ページのサイ
ズ、マージン、コンテンツの配
置⽅法など) も含まれます。ペー
ジレイアウトドキュメントは、新
聞、雑誌、カタログのような印刷
⽂書を作成するために頻繁に使⽤
されます)。

idml, indd, inx, isd, mdi, pct,
pdf, pmd, ptx, pub, qxb, qxd,
qxp, rels, xps

image/x-pict, application/pdf,
application/x-mspublisher,
application/octet-stream,
application/vnd.ms-
xpsdocument

プラグインファイル (プラグイン
ファイルは、既存のプログラムに
追加機能と特性を提供します。通
常、画像/動画/⾳声を編集するア
プリケーションや、Web ブラウ
ザで使⽤されます。プラグインは
アドオンと拡張機能としても参照
されます)。

8bi, arx, crx, plugin, vst, xll application/x-visio, application/
excel,application/vnd.ms-excel,
application/x-excel

システムファイル (「シス
テムファイル」カテゴリに
は、Mac、Windows、Linux オペ
レーティングシステムに関連する
ファイルが含まれています。例え
ば、システムライブラリや、アイ
コン、テーマ、デバイスドライバ
などがあります。システムにより
出⼒されたファイルはこのカテゴ
リにも含まれています)。

bashrc, cab, cpl, cur, dll, dmp,
drv, hlp, ico, key, lnk, msp, prf,
profile, scf, scr, sys

application/vnd.ms-cab-
compressed, application/
octet-stream, application/
x-msdownload, application/
hlp, application/x-helpfile,
application/x-winhelp, image/
x-icon
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動画ファイル dat, mov, avi, qt, smi, sml,
smil, flc, fli, vfw, mpeg, mpg,
m15, m1u, m1a, m75, mls,
mp2, mpm, mp, rm, wmv, flv,
swf

application/octet-stream,
application/x-troff-msvideo,
video/avi, video/msvideo,
video/x-msvideo, video/
quicktime, application/smil,
application/x-simile, video/
flc, video/fli, video/x-fli,
video/mpeg, video/x-mpeg,
video/x-mpeq2a, application/
vnd.rn-realmedia, video/flv,
application/x-shockwave-flash

Web ファイル (「Web ファイ
ル」カテゴリには、Web サイト
と Web サーバーに関連するファ
イルが含まれています。これに
は、スタティックとダイナミッ
ク Web ページ、Web アプリケー
ション、Web ページにより参照
されるファイルが含まれます)。

alx, asax, asmx, aspx, atom,
att, axd, chm, dwt

application/atom+xml
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補⾜ E

E USB の互換性リスト
Manufacturer Model Vendor 3G standard Default ID Modem ID Compatibility

Alcatel AL300 Dodo AU HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

1bbb:f000 1bbb:0000 中

Alcatel AL720 Dodo AU HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
L100V

LTE CAT3 1bbb:f000 1bbb:011e 低

Alcatel OneTouch
L100V

LTE CAT3 1bbb:f017 1bbb:011e 中

Alcatel OneTouch
L800

LTE CAT3 1bbb:f000 1bbb:0195 低

Alcatel OneTouch
L800MA

Smart PH LTE CAT3 1bbb:f017 1bbb:0203 低

Alcatel OneTouch
L850

LTE CAT3 1bbb:f000 1bbb:0195 低

Alcatel OneTouch
X060S

HSDPA
3.6/0.38

1bbb:f000 1bbb:0000 中

Alcatel OneTouch
X070S

HSDPA
3.6/0.38

1bbb:f000 1bbb:0000 中

Alcatel OneTouch
X080C

CDMA EV-
DO Rev.A

1bbb:00ca 1bbb:00ca 中

Alcatel OneTouch
X080S

HSDPA
3.6/0.38

1bbb:f000 1bbb:0000 中

Alcatel OneTouch
X085C

CDMA EV-
DO Rev.A

1bbb:0012 1bbb:0012 低

Alcatel OneTouch
X090S

HSDPA
3.6/0.38

1bbb:f000 1bbb:0000 中

Alcatel OneTouch
X200

HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

1bbb:f000 1bbb:0000 中

Alcatel OneTouch
X210D

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f017 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X220D

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f017 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X220L

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X220L

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f052 1bbb:0052 中
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Alcatel OneTouch
X221L

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X225S

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X228L

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X230E

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X230L

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1bbb:f017 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X300D

HSPA+
14.4/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X310D

HSPA+
14.4/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X310E

HSPA+
14.4/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X500D

HSPA+
21.6/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X500E

HSPA+
21.6/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X500M

HSPA+
21.6/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X500U

HSPA+
21.6/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X515

DC-HSPA+
28.8/5.76

1bbb:f000 1bbb:0017 中

Alcatel OneTouch
X520

HSPA+
21.6/5.76

1bbb: 1bbb:0000 不明

Alcatel OneTouch
X600

HSPA+
21.6/5.76

1bbb:f000 1bbb:00b7 中

Alcatel OneTouch
X602D

HSPA+
21.6/5.76

1bbb:022c 1bbb:022c 低

Alcatel OneTouch
X715

DC-HSPA+
28.8/5.76

1bbb:f000 1bbb:0191 不明

Alcatel OneTouch
W800

Telekom DE LTE CAT3 1bbb:f000 1bbb:0195 低

Alcatel Speedstick
LTE II

Telekom DE LTE CAT3 1bbb:f017 1bbb:011e 中

Alcatel Speedstick
LTE IV

Telekom DE LTE CAT3 1bbb:f000 1bbb:0195 低

Alcatel XSStick
W100

4G Systems LTE CAT3 1bbb:f000 1bbb:011e 低
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Anydata ADU-300A CDMA EV-
DO

16d5:6501 16d5:6501 ほとんどなし

Anydata ADU-310A CDMA EV-
DO

16d5:6501 16d5:6501 ほとんどなし

Anydata ADU-500A CDMA EV-
DO

05c6:1000 16d5:6502 中

Anydata ADU-510A CDMA EV-
DO

05c6:1000 16d5:6502 中

Anydata ADU-510L CDMA EV-
DO

05c6:1000 16d5:6502 中

Anydata ADU-520A CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

05c6:1000 16d5:6502 中

Anydata ADU-520C CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

05c6:6503 16d5:6502 中

Anydata ADU-555C MTS CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d5:6502 16d5:6502 ほとんどなし

Anydata ADU-620UW HSDPA 7.2 16d5:6202 16d5:6202 ほとんどなし

Anydata ADU-635WA CDMA
EV-DO &
HSDPA

16d5:6202 16d5:6202 ほとんどなし

Anydata ADU-890WH CDMA
EV-DO &
HSDPA

16d5:f000 16d5:6603 ほとんどなし

Axesstel MU130 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1726:f00e 1726:a000 中

Axesstel MV110H CDMA2000
1xEV-DO

1726:1000 1726:1000 ほとんどなし

Bandrich C-100 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d:1001 低

Bandrich C-100 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d:1002 中

Bandrich C-100 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d:1003 低

Bandrich C-120 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d:1001 低

Bandrich C-120 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d:1002 中

Bandrich C-170 HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1009 中

Bandrich C-177 Movistar
PER

HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1009 中
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Bandrich C-178 Telsec BR HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1009 中

Bandrich C-179 Singtel HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1009 中

Bandrich C-180 HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1009 中

Bandrich C-209 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d:1002 中

Bandrich C-270 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1a8d:1000 1a8d:1007 低

Bandrich C-278 Cellcom HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1009 中

Bandrich C-320 HSPA+
21.6/5.76

1a8d:1000 1a8d:100c 低

Bandrich C-321 HSPA+
21.6/5.76

1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich C-330 HSPA+
21.6/5.76

1a8d:2000 1a8d:2006 低

Bandrich C-331 HSPA+
21.6/5.76

1a8d:2000 1a8d:2006 低

Bandrich C-339 HSPA+
21.6/5.76

1a8d:2000 1a8d:2006 低

Bandrich C-360 DC-HSPA+
28.8/5.76

1a8d: 1a8d: 不明

Bandrich C-370 DC-HSPA+
28.8/5.76

1a8d: 1a8d: 不明

Bandrich C-500 LTE CAT3 1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich C-501 LTE CAT3 1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich C-502 LTE CAT3 1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich C-505 LTE CAT3 1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich C-506 LTE CAT3 1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich C-508 LTE CAT3 1a8d:1000 1a8d:100d 中

Bandrich M150 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d: 低

Bandrich M152 HSDPA
7.2/0.38

1a8d:1000 1a8d: 低

Bandrich M250 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

1a8d:1008 1a8d:1008 ほとんどなし

Bandrich M280 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1a8d:1000 1a8d: 低

Bandrich M290 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1a8d:1000 1a8d: 低
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Bandrich PHS101 Prolink HSDPA
3.6/0.38

1a8d:1000 1a8d:1007 低

ChangHong AC327U Netgear HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2077:f000 2077:a003 低

ChangHong CH690 CDMA EV-
DO

2077:1000 2077:7001 中

ChangHong DG-BA3370 Digisol HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2077:f000 2077:a000 低

ChangHong DWM-155 D-Link HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2077:f000 2077:9062 低

ChangHong DWM-163 D-Link CDMA EV-
DO

05c6:1000 2077:7010 低

ChangHong DWM-163 D-Link CDMA EV-
DO

2077:1000 2077:7010 低

ChangHong DWM-168 D-Link CDMA EV-
DO

05c6:1000 2077:7011 低

ChangHong DWM-168 D-Link CDMA EV-
DO

2077:1000 2077:7011 低

ChangHong MV242 AxessTel HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2077:1000 2077:8000 低

ChangHong W-160 Nucom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2077:f000 2077:9000 中

ChangHong W-260 Nucom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2077:f000 2077:a000 低

Cmotech BP3-USB Maxon HSDPA
7.2/0.38

16d8:6280 16d8:6280 ほとんどなし

Cmotech BP3-EXT Maxon HSDPA
7.2/0.38

16d8:6280 16d8:6280 ほとんどなし

Cmotech CBU-450D SK Korea HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:700b 16d8:700b 中

Cmotech CCM-650 CDMA 1x
EV-DO

16d8: 16d8: 互換性なし

Cmotech CCU-550 CDMA 1x
EV-DO

16d8:5533 16d8:5533 互換性なし

Cmotech CCU-650 CDMA 1x
EV-DO

16d8:6532 16d8:6532 互換性なし

Cmotech CCU-650U CDMA 1x
EV-DO

16d8:6523 16d8:6523 互換性なし

Cmotech CCU-670 Viettel CDMA 1x
EV-DO

16d8: 16d8: 不明

Cmotech CCU-680 CAT TH CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6803 16d8:6803 中
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Cmotech CCU-700 16d8:4000 16d8:4000 不明

Cmotech CDM-650 CDMA 1x
EV-DO

16d8: 16d8: 互換性なし

Cmotech CDU-550 CDMA 1x
EV-DO

16d8:5553 16d8:5553 互換性なし

Cmotech CDU-650 CDMA 1x
EV-DO

16d8:6522 16d8:6522 互換性なし

Cmotech CDU-680 CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6803 16d8:6803 中

Cmotech CDU-685A CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6804 16d8:6804 中

Cmotech CGU-628 HSDPA
7.2/0.38

16d8:6281 16d8:6281 中

Cmotech CGU-628A Franklin HSDPA
7.2/0.38

16d8:f000 16d8:6006 中

Cmotech CGU-629 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:7006 16d8:7006 ほとんどなし

Cmotech CGU-629C HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:7006 16d8:7006 ほとんどなし

Cmotech CGU-629S SK Korea HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8: 16d8: 不明

Cmotech CHE-628 HSDPA
7.2/0.38

16d8: 16d8: 不明

Cmotech CHE-628S HSDPA
7.2/0.38

16d8:6007 16d8:6007 ほとんどなし

Cmotech CHM-628 HSDPA
7.2/0.38

16d8:6280 16d8:6280 ほとんどなし

Cmotech CHS-628 HSDPA
7.2/0.38

16d8:6280 16d8:6280 ほとんどなし

Cmotech CHU-628 HSDPA
7.2/0.38

16d8:6280 16d8:6280 ほとんどなし

Cmotech CHU-628S SK Korea HSDPA
7.2/0.38

16d8:6281 16d8:6281 中

Cmotech CHU-629K KT Korea HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:7003 16d8:7003 ほとんどなし

Cmotech CHU-629S SK Korea HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:700a 16d8:700a 中

Cmotech CHU-720S SK Korea HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:7001 16d8:7001 ほとんどなし

Cmotech CHU-720I HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

16d8:7211 16d8:7211 ほとんどなし

Copyright © 2018 Sophos Limited 565



XG Firewall

Manufacturer Model Vendor 3G standard Default ID Modem ID Compatibility

Cmotech CMU-300 Franklin CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6002 16d8:6002 ほとんどなし

Cmotech CMU-301 Franklin CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6008 16d8:6008 ほとんどなし

Cmotech CNM-650 CDMA 1x
EV-DO

16d8:6533 16d8:6533 互換性なし

Cmotech CNM-680 CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6803 16d8:6803 中

Cmotech CNU-510 CDMA 1x
EV-DO

16d8:5141 16d8:5141 互換性なし

Cmotech CNU-550 CDMA 1x
EV-DO

16d8:5543 16d8:5543 互換性なし

Cmotech CNU-650 CDMA 1x
EV-DO

16d8:6543 16d8:6543 互換性なし

Cmotech CNU-680 CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6803 16d8:680a 互換性なし

Cmotech CNU-680E CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

16d8:6002 16d8:6002 ほとんどなし

Cmotech XSStick
W12

4G Systems HSDPA
7.2/0.38

16d8:f000 16d8:6006 中

Curitel
(Pantech)

P4200 Beemo LTE CAT 3 106c:3b14 106c:3721 低

Curitel
(Pantech)

UM-150 Verizon EV-DO
Rev.A

106c:3711 106c:3711 低

Curitel
(Pantech)

UM-175VW Verizon EV-DO
Rev.A

106c:3714 106c:3714 低

Curitel
(Pantech)

UM-175AL AllTel EV-DO
Rev.A

106c:3b03 106c:3715 低

Curitel
(Pantech)

UM-185C Cricket CDMA
1xEV–DO

106c:3b06 106c:3717 低

Curitel
(Pantech)

UM-185E AllTel CDMA
1xEV–DO

106c:3b06 106c:3717 低

Curitel
(Pantech)

UM-190VW Verizon CDMA
1xEV–DO

106c:3b05 106c:3716 低

Curitel
(Pantech)

UML-290VW Verizon CDMA
1xEV–DO

106c:3b11 106c:3718 低

Curitel
(Pantech)

UMW-190 Verizon CDMA
1xEV–DO

106c:3b06 106c:3717 低

Datang Aircard 901 HSDPA 1ab7:5700 1ab7:2000 中
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Datang DTM5730 HSDPA 1ab7:5700 1ab7:5730 低

Datang DTM5731 Hummer HSDPA 1ab7:5700 1ab7:5731 中

Dell 5500 HSDPA 1.8 413c:8115 ほとんどなし

Dell 5505 HSDPA 1.8 413c:8116 ほとんどなし

Dell 5510 HSDPA 7.2 413c:8118 ほとんどなし

Dell 5520 Cingular HSDPA 7.2 413c:8136 ほとんどなし

Dell 5520 Vodafone HSDPA 7.2 413c:8137 ほとんどなし

Dell 5520 Vodafone HSDPA 7.2 413c:8138 ほとんどなし

Dell 5530 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

413c:8147 ほとんどなし

Dell 5620 HSDPA 413c:8186 ほとんどなし

Dell 5630 CDMA EV-
DO & HSPA

413c:8194 ほとんどなし

Dell 5700 CDMA EV-
DO

413c:8114 ほとんどなし

Dell 5700 CDMA EV-
DO

413c:8117 ほとんどなし

Dell 5700 Sprint CDMA EV-
DO

413c:8128 ほとんどなし

Dell 5700 Telus CDMA EV-
DO

413c:8129 ほとんどなし

Dell 5720 Verizon EV-DO
Rev.A

413c:8133 ほとんどなし

Dell 5720 Sprint EV-DO
Rev.A

413c:8134 ほとんどなし

Dell 5720 Telus EV-DO
Rev.A

413c:8135 ほとんどなし

Dell 5730 Sprint HSDPA 413c:8180 ほとんどなし

Dell 5730 Telus HSDPA 413c:8181 ほとんどなし

Dell 5730 Verizon HSDPA 413c:8182 ほとんどなし

Dell 5800 Verizon LTE CAT3 413c:8195 ほとんどなし

Dell 5800v2 Verizon LTE CAT3 413c:8196 ほとんどなし

Dell 5804 Verizon LTE CAT3 413c:819b ほとんどなし

D-Link DWM-151
A1

HSDPA
3.6/0.38

07d1:f000 07d1:7e07 ほとんどなし

D-Link DWM-152
A1

HSDPA
3.6/0.38

07d1:a800 07d1:3e01 低

D-Link DWM-152
A3

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

07d1:a804 07d1:7e11 中
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D-Link DWM-152
C1

HSDPA
3.6/0.38

07d1:a800 07d1:3e01 低

D-Link DWM-156
A1

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

07d1:a800 07d1:3e02 中

D-Link DWM-156
A2

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

07d1:a800 07d1:7e0c 低

D-Link DWM-156
A3

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

07d1:a804 07d1:7e11 中

D-Link DWM-156
A5

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2001:a80b 2001:7d00 中

D-Link DWM-156
A6

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2001:a80b 2001:7d00 中

D-Link DWM-156
A7

HSPA+
14.4/5.76

2001:a706 2001:7d01 低

D-Link DWM-156
A8

HSPA+
14.4/5.76

2001:a403 2001:7d0b 互換性なし

D-Link DWM-156
C1

HSPA+
14.4/5.76

不明

D-Link DWM-157
A1

HSPA+
21.6/5.76

2001:a809 2001:7901 ほとんどなし

D-Link DWM-157
B1

HSPA+
21.6/5.76

2001:00a6 2001:7d02 互換性なし

D-Link DWM-157
B1

HSPA+
21.6/5.76

2001:a707 2001:7d02 低

D-Link DWM-157
C1

HSPA+
21.6/5.76

2001:a407 2001:7d0e 互換性なし

D-Link DWM-158
B1

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

07d1:a804 07d1:7e11 中

D-Link DWM-158
D1

DC-HSPA+
42.2/11.5

2001:a708 2001:7d03 低

D-Link DWM-167
A1

CDMA EV-
DO

2001:a405 2001:7d0d 互換性なし

D-Link DWM-221
A1

LTE CAT3 2001:98ff 2001:7e16 ほとんどなし

D-Link DWM-221
B1

LTE CAT3 2001:a401 2001:7e19 ほとんどなし

D-Link DWM-221
B1

Vivo BR LTE CAT3 2001:a406 2001:7e19 ほとんどなし

D-Link DWP-156
B1

HSPA+
14.4/5.76

2001:a403 2001:7d0b 互換性なし

D-Link DWP-157
B1

HSPA+
21.6/5.76

2001:a403 2001:7d0c 互換性なし
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D-Link DWR-510 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2001:a805 2001:7e12 中

D-Link DWR-710 HSPA+
21.6/5.76

2001:7d09 2001:7d09 ほとんどなし

D-Link DWR-730 HSPA+
21.6/5.76

2001:7d05 2001:7d05 ほとんどなし

D-Link DWR-830 DC-HSPA+
42/11.5

2001:7d06 2001:7d06 ほとんどなし

D-Link DWR-910
B1

LTE CAT3 2001:7e18 ほとんどなし

D-Link DWR-910 LTE CAT3 2001:a40d 2001:7e38 ほとんどなし

D-Link DWR-932
D1

LTE CAT3 2001: 2001:7e36 ほとんどなし

Ericson F3307 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1909 0bdb:1909 互換性なし

Ericson F3307 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:190a 0bdb:190a 互換性なし

Ericson F3307 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:190e 0bdb:190e 互換性なし

Ericson F3307 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:190f 0bdb:190f 互換性なし

Ericson F3507g Lenovo HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1900 0bdb:1900 互換性なし

Ericson F3507g HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1902 0bdb:1902 互換性なし

Ericson F3607gw HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1904 0bdb:1904 互換性なし

Ericson F3607gw Lenovo HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1905 0bdb:1905 互換性なし

Ericson F3607gw HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1906 0bdb:1906 互換性なし

Ericson F3607gw Lenovo HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

0bdb:1907 0bdb:1907 互換性なし

Ericson F5221gw HSPA+
21.6/5.76

0bdb:190d 0bdb:190d 互換性なし

Ericson F5221gw HSPA+
21.6/5.76

0bdb:1910 0bdb:1910 互換性なし

Franklin
Wireless

U210 Sprint CDMA EV-
DO Rev.A

1fac:0032 1fac:0032 低

Franklin
Wireless

U600 Sprint CDMA EV-
DO Rev.A

1fac:0150 1fac:0151 低

Haier CE81B Smartfren CDMA EV-
DO Rev.A

05c6:f000 201e:10f8 低
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Haier CE100 CDMA EV-
DO Rev.A

201e:2009 201e:2009 中

Haier CE210 CDMA EV-
DO Rev.A

201e:2009 201e:2009 中

Haier CE682 Smartfren CDMA EV-
DO Rev.A

201e:1023 201e:1022 中

Haier CE782 Smartfren CDMA EV-
DO Rev.A

201e:1023 201e:1022 中

Haier V-ME101 Olive
Telecom

CDMA EV-
DO Rev.A

201e:2009 201e:2009 中

Haier V-ME110 Olive
Telecom

CDMA EV-
DO Rev.A

201e:2009 201e:2009 中

Huawei B81 M-Budget
SW

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei D01HW E-Mobile JP HSDPA
3.6/0.38

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D02HW E-Mobile JP HSDPA
7.2/0.38

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D03HW E-Mobile JP HSDPA
7.2/0.38

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D12HW E-Mobile JP HSDPA
7.2/0.38

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D21HW E-Mobile JP HSDPA 7.2
HSUPA 1.4

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D22HW E-Mobile JP HSDPA 7.2
HSUPA 1.4

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D23HW E-Mobile JP HSDPA 7.2
HSUPA 1.4

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D24HW E-Mobile JP HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1408 低

Huawei D25HW E-Mobile JP HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1408 低

Huawei D26HW E-Mobile JP HSDPA 7.2
HSUPA 1.4

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei D31HW E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1429 低

Huawei D32HW E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1: 12d1: 不明

Huawei D33HW E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei D41HW E-Mobile JP DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:1505 12d1:1506 中
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Huawei E122 HSDPA
7.2/2.0

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E150 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E153 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E156B HSDPA
3.6/0.38

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E156G HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E160 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E160E HSDPA
3.6/0.38

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E160G HSDPA
3.6/0.38

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E161 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E166 HSDPA
7.2/0.38

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E169 HSDPA
7.2/0.38

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E169G O2 DE HSDPA
7.2/0.38

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E169U HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1436 中

Huawei E169V Vodafone HSDPA
7.2/0.38

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E170 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E171 MTS HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E171 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:155b 12d1:1506 中

Huawei E172 HSDPA 7.2
HSUPA 1.44

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E173 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E173 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1557 12d1:14a5 中

Huawei E173 Movistar HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1c24 12d1:1c23 低
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Huawei E173 Viettel 3G HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:14b5 12d1:14a8 中

Huawei E173 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:14ba 12d1:14d2 中

Huawei E173s HSPA 12d1:1c0b 12d1:1c05 中

Huawei E173s-6 HSPA 12d1:1c0b 12d1:1c07 中

Huawei E173s HSPA 12d1:1c0b 12d1:1c08 中

Huawei E173s HSPA 12d1:1c0b 12d1:1c10 中

Huawei E173u-1 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1436 中

Huawei E173u-2 Play PL HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E176 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E176G HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E177 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:14ba 12d1:14d2 中

Huawei E180 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1414 12d1:1003 低

Huawei E180V Swisscom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E181 HSDPA 7.2 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E182E HSPA+
21.6/5.76

12d1:14d1 12d1:14c9 中

Huawei E200 HSDPA 3.6 12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E216 HSDPA 3.6 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E219 HSDPA 3.6 12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E220 Vodafone HSDPA 3.6 12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E220BIS HSDPA 12d1:1004 12d1:1004 中

Huawei E226 HSDPA 7.2 12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E230 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E261 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E270 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E270+ HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E272 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1003 12d1:1003 中
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Huawei E303 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14dc 低

Huawei E303s HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E303F TrueMove
TH

HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E352-R1 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1449 12d1:1444 中

Huawei E352 T-Mobile NL HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E353W-u1 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei E353Ws-2 3.se HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E353s-2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E353s-H2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:151a 12d1:151a 互換性なし

Huawei E353s-H2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:151a 12d1:151d 中

Huawei E355 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1c1e 低

Huawei E355s-1 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E367 DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E367 DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei E367 DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei E367 O2 DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1446 12d1:150c 中

Huawei E367 DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1505 12d1:150f 中

Huawei E372 DC-HSPA+
42.2/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei E372 DC-HSPA+
42.2/5.76

12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei E389 LTE CAT3 12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei E392 LTE CAT3 12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei E392u-12 LTE CAT3 12d1:151a 12d1:151b 中

Huawei E398 LTE CAT3 12d1:1446 12d1:1506 中
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Huawei E398u-15 LTE CAT3 12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei E510 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1411 12d1:1411 中

Huawei E583C HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:142d 低

Huawei E585 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1432 中

Huawei E586 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1c1e 低

Huawei E586 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1c1f 低

Huawei E587 HSPA
42.2/5.76

12d1:1c1b 12d1:1506 中

Huawei E589u-12 LTE CAT3 12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E600 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E620 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E630 HSDPA 7.2 1033:0035 12d1:1003 中

Huawei E630 HSDPA 7.2 12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E800 HSDPA 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei E870 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei E1550 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E1552 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:1406 中

Huawei E1552 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E1553 HSDPA
3.6/0.38

12d1:1553 12d1:1001 中

Huawei E1612 HSDPA 7.2 12d1:1446 12d1:1406 中

Huawei E1630 HSDPA 7.2 12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E1690 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E1691 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E1691 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1436 中

Huawei E1692 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中
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Huawei E1705 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E1731Bu-1 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei E1750 Telia SE HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E1750 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1406 中

Huawei E1750 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1436 中

Huawei E1750 Viettel 3G HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:14b5 12d1:14aa 中

Huawei E1752 Telmore DK HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1003 中

Huawei E1752 Orange HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:141b 中

Huawei E1752C HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1417 低

Huawei E1756 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1406 中

Huawei E1756 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1417 低

Huawei E1756C HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1433 中

Huawei E1762 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei E1762 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E1762V Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1520 12d1:1465 中

Huawei E1780 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E1782 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei E1800 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1436 中

Huawei E1800 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E1815 AT&T HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E1820 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中
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Huawei E1823 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:14ac 中

Huawei E1831 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1404 低

Huawei E3131h-2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:15ca 12d1:1506 低

Huawei E3131s-2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3131s-2 Orange Ro HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:151d 中

Huawei E3131s-2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E3131s-H2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:151a 12d1:151a 互換性なし

Huawei E3131s-H2 HSPA+
21.6/5.76

12d1:151a 12d1:151d 中

Huawei E3231 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E3236 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14dc 低

Huawei E3251 DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:156a 12d1:156b 低

Huawei E3251 DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E3256 3 UK DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E3272s-153 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3272s-503 LTE CAT4 12d1:157c 12d1:157c 互換性なし

Huawei E3272s-503 LTE CAT4 12d1:157c 12d1:1506 ほとんどなし

Huawei E3276 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3276s-150 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3276s-150 LTE CAT4 12d1:157c 12d1:1506 ほとんどなし

Huawei E3276s-150 Swisscom LTE CAT4 12d1:1597 12d1:1598 ほとんどなし

Huawei E3276s-151 Orange LTE CAT4 12d1:156a 12d1:156c 中

Huawei E3276s-210 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3331 HSPA+
21.6/5.76

12d1:157d 12d1:157d 互換性なし

Huawei E3331 HSPA+
21.6/5.76

12d1:157d 12d1:14db ほとんどなし

Huawei E3372 LTE CAT4 12d1:1f01 12d1:14dc 低

Huawei E3372h-153 LTE CAT4 12d1:157d 12d1:157d 互換性なし
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Huawei E3372h-153 LTE CAT4 12d1:157d 12d1:14dc ほとんどなし

Huawei E3372s-153 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3372s-153 LTE CAT4 12d1:15cd 12d1:15cd 互換性なし

Huawei E3372s-153 LTE CAT4 12d1:15cd 12d1:1506 ほとんどなし

Huawei E3531s-1 HSPA+
21.6/5.76

12d1:15ca 12d1:1506 低

Huawei E3531s-2 tre IT HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E3531s-2 Meditel MA HSPA+
21.6/5.76

12d1:15ce 12d1:15b1 ほとんどなし

Huawei E3531s-6 HSPA+
21.6/5.76

12d1:15cd 12d1:15cd 互換性なし

Huawei E3531s-6 HSPA+
21.6/5.76

12d1:15cd 12d1:1506 ほとんどなし

Huawei E3531 HSPA+
21.6/5.76

12d1:15e7 12d1:1506 ほとんどなし

Huawei E3772 LTE CAT4 12d1:157d 12d1:157d 互換性なし

Huawei E3772 LTE CAT4 12d1:157d 12d1:14db ほとんどなし

Huawei E5220s-2 AIS TH HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5251 tre IT DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5330 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5331 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1c1f 低

Huawei E5332 HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5372 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5375 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5377s-32 LTE CAT4 12d1:1f02 12d1:14dc ほとんどなし

Huawei E5756 DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5776s-22 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5776s-32 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5786 LTE CAT6 12d1: 12d1:1506 低

Huawei E5786s-32a LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E5830 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1401 中
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Huawei E5830s HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:142d 低

Huawei E5832 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:1401 低

Huawei E5832s HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1446 12d1:142d 低

Huawei E8131 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14dc 低

Huawei E8231 HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei E8278 LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中

Huawei E8278s-602 LTE CAT4 12d1:1583 12d1:1589 ほとんどなし

Huawei E8372 LTE CAT4 12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei EC27 HSDPA/
HSUPA

不明

Huawei EC121 Reliance CDMA2000 12d1:1411 12d1:1411 中

Huawei EC122 CDMA2000 12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei EC150 Reliance CDMA 2000 12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC152 CDMA
1XHSIA

12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC156 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC156 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1505 12d1:140b 中

Huawei EC159 Reliance CDMA 2000 12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC167 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei EC168 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1446 12d1:1412 中

Huawei EC168 AllTel CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1413 12d1:1413 中

Huawei EC168C Reliance CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1446 12d1:1412 中

Huawei EC169 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC176-2 Smartfren CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1505 12d1:140c 低

Huawei EC178 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1505 12d1:140c 低

Huawei EC189 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1505 12d1:140c 低
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Huawei EC226 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC228 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC306 CDMA EV-
DO Rev.B

12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei EC321 CDMA2000 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC325 Reliance CDMA2000 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC328 CDMA2000 不明

Huawei EC360 CDMA EV-
DO Rev.0

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC500 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC821 CDMA2000 12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei EC1260 Reliance HSD Rev.A 12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC1260 HSD Rev.A 12d1:1505 12d1:140b 中

Huawei EC1261 HSD Rev.A 12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC1261 HSD Rev.A 12d1:1505 12d1:140b 中

Huawei EC1262 12d1:1446 12d1:140b 中

Huawei EC1270 CDMA EV-
DO Rev.A

12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei EC1561 MTS 12d1:1505 12d1:140b 中

Huawei GD01 E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei GL01P E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f01 12d1:14db 中

Huawei GP01 E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1:14fe 12d1:1c1e 低

Huawei GP02 E-Mobile JP HSPA+
21.6/5.76

12d1:1c1b 12d1:1506 中

Huawei HWD12 KDDI Jpn LTE CAT4 12d1:1f03 12d1:14db 中

Huawei K3520 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1520 12d1:1465 中

Huawei K3565 Vodafone HSDPA 3.6
HSUPA 2.0

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei K3565-2 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei K3715 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:1001 12d1:1001 中

Huawei K3765 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1520 12d1:1465 中
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Huawei K3770 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:14d1 12d1:14c9 中

Huawei K3771 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

12d1:14c4 12d1:14ca 中

Huawei K3772 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1526 12d1: 14cf 中

Huawei K3773 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1f11 12d1:14bc 中

Huawei K3806 Vodafone HSPA+
14.4/5.76

12d1:14ad 12d1:14ae 中

Huawei K4201 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f17 12d1:1f17 互換性なし

Huawei K4201 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f17 12d1:1576 中

Huawei K4202 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f18 12d1:1f18 互換性なし

Huawei K4202 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f18 12d1:1577 ほとんどなし

Huawei K4203 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f1c 12d1:1f1c 互換性なし

Huawei K4203 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f1c 12d1:157a 低

Huawei K4203 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f1c 12d1:1590 低

Huawei K4305 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1f15 12d1:1400 ほとんどなし

Huawei K4305 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1f15 12d1:1f15 互換性なし

Huawei K4305 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1f15 12d1:14f7 ほとんどなし

Huawei K4505 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:1521 12d1:1464 中

Huawei K4510 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:14c5 12d1:14cb 中

Huawei K4511 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1:14b7 12d1:14cc 中

Huawei K4605 Vodafone DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:14c1 12d1:14c6 中

Huawei K4606 Vodafone DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:1f19 12d1:1f19 互換性なし

Huawei K4606 Vodafone DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:1f19 12d1:14fa ほとんどなし
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Huawei K4606 Vodafone DC-HSPA+
42.2/11.5

12d1:1f19 12d1:1578 ほとんどなし

Huawei K5005 Vodafone LTE CAT3 12d1:14c3 12d1:14c8 中

Huawei K5007 Vodafone LTE CAT4 12d1:156a 12d1:156c 中

Huawei K5150 Vodafone LTE CAT4 12d1:1f16 12d1:14f8 ほとんどなし

Huawei K5150 Vodafone LTE CAT4 12d1:1f16 12d1:1f16 互換性なし

Huawei K5150 Vodafone LTE CAT4 12d1:1f16 12d1:1575 ほとんどなし

Huawei K5160 Vodafone LTE 4G 12d1:1f1e 12d1:1f1e 互換性なし

Huawei K5160 Vodafone LTE 4G 12d1:1f1e 12d1:157f ほとんどなし

Huawei K5160 Vodafone LTE 4G 12d1:1f1e 12d1:1592 ほとんどなし

Huawei K5188 Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

12d1: 12d1: 不明

Huawei Kxxxx Vodafone LTE 4G 12d1:1f1b 12d1:1579 互換性なし

Huawei Kxxxx Vodafone LTE 4G 12d1:1f1d 12d1:157b 互換性なし

Huawei ME906E LTE CAT3 - 12d1:1570 互換性なし

Huawei R201 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

12d1:1523 12d1:1491 中

Huawei R205 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:155a 12d1:14cd 中

Huawei R206 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1527 12d1:1594 不明

Huawei R206_MR Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f04 12d1:15bc ほとんどなし

Huawei R207 Vodafone HSPA+
21.6/5.76

12d1:1f05 12d1:15bd ほとんどなし

Huawei R208 Vodafone DC-HSPA+
42.2/5.76

12d1:1581 12d1:1587 不明

Huawei R210 Vodafone LTE CAT3 12d1:1580 12d1:1585 不明

Huawei R215 Vodafone LTE CAT4 12d1:1582 12d1:1588 ほとんどなし

Huawei R215_MR Vodafone LTE CAT4 12d1:1f06 12d1:15c7 不明

Huawei R216 Vodafone LTE CAT4 12d1:1f09 12d1:1c50 ほとんどなし

Huawei R226 Vodafone LTE CAT6 12d1:1f07 12d1:15bf ほとんどなし

Huawei R226 Vodafone LTE CAT6 12d1:1f07 12d1:15c8 ほとんどなし

Huawei S4011 MedionMobile HSDPA 3.6 12d1:1003 12d1:1003 中

Huawei Speedstick
LTE

Telekom DE LTE CAT3 12d1:1505 12d1:1506 中

Huawei Speedstick
LTE III

Telekom DE LTE CAT4 12d1:14fe 12d1:1506 中
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Huawei Speedstick
LTE V

Telekom DE LTE CAT4 12d1:15cd 12d1:15cd 互換性なし

Huawei SU-6200 SpeedUp CDMA 12d1:1446 12d1:1001 中

Huawei U725 Vodafone 12d1:1009 12d1:1009 中

Huawei U2800A 12d1:1805 12d1:1805 中

Huawei U6150 12d1:1805 12d1:1805 中

Huawei U8110 T-Mobile 12d1:1031 12d1:1035 中

Huawei U8220 T-Mobile 12d1:1030 12d1:1034 中

Huawei UMG366 T-Mobile US HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1506 中

Huawei UMG1691 T-Mobile US HSDPA 12d1:1446 12d1:140c 中

Huawei UMG1831 T-Mobile US HSPA+
21.6/5.76

12d1:1446 12d1:1404 中

Huawei UML397 Celluar US LTE 不明

Huawei W5101 Vodafone LTE CAT4 12d1:1583 12d1:1589 ほとんどなし

Infomark IMW-
C910W

Clear Spot
Voyager

19f2:1700 19f2:1700 ほとんどなし

Kyocera KPC650 CDMA
1xEV-DO

0c88:17da 0c88:17da ほとんどなし

Kyocera KPC680 CDMA EV-
DO Rev.A

0c88:180a 0c88:180a ほとんどなし

Kyocera W06K CDMA EV-
DO Rev.A

0482:024d 0482:024d 低

LG L-02C Docomo HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1004:61dd 1004:618f 中

LG L-03D Docomo HSPA+
14.4/5.76

1004:6327 1004:6326 中

LG L-05A Docomo HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1004:613a 1004:6124 低

LG L-07A Docomo HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1004:614e 1004:6135 低

LG L-08C Docomo HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1004:61eb 1004:61ea 低

LG LUU-2100TI AT&T HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1004:613f 1004:6141 低

LG LUU-2110TI AT&T HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1004:6156 1004:6157 低

Linktop LW272 BSNL 230d:0001 230d:0001 低

Linktop LW272 Teracom 230d:0003 230d:0003 低

Linktop LW272 Visiontek 230d:0007 230d:0007 低
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Linktop LW273 BSNL 230d:0001 230d:0001 低

Linktop LW273 Visiontek 230d:0007 230d:0007 低

Linktop IT-ST3G Intex 230d:000d 230d:000d ほとんどなし

Linktop Zoom 3G 230d:0001 230d:0001 低

Linktop Zoom 3G 230d:000b 230d:000b ほとんどなし

Longcheer 3.5G Nuton HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer 4595 Zoom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer 4596 Zoom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer 4597 Zoom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9607 中

Longcheer CBM-300 ChangBao HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer CBM-400 ChangBao HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer CE200 Capitel CDMA EV-
DO

1c9e:9e00 1c9e:9e00 中

Longcheer C01LC Softbank HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer C02LC Softbank HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9900 低

Longcheer C5300 Longsung CDMA EV-
DO

1c9e:9e00 1c9e:9e00 中

Longcheer C5300V Longsung CDMA EV-
DO

1c9e:9e00 1c9e:9e00 中

Longcheer D01LC Emobile HSDPA 3.6 1c9e: 1c9e: 低

Longcheer D02LC Emobile HSDPA 3.6 1c9e: 1c9e: 低

Longcheer D11LC Emobile HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer D12LC Emobile HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:9101 1c9e:9104 ほとんどなし

Longcheer D21LC Emobile HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:9401 1c9e:9404 ほとんどなし

Longcheer EU930 Yitong CDMA EV-
DO Rev.A

1c9e:6000 1c9e:6000 ほとんどなし

Longcheer HSPA-820 iFox HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer IV-2010u Ivio CDMA EV-
DO Rev.A

1c9e:6000 1c9e:6000 ほとんどなし

Longcheer MBD-100HU Mobidata HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer MBD-200HU Mobidata HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9000 中

Longcheer MBD-220HU Mobidata HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中
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Longcheer MBD-230HU Mobidata HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer MBD-300HU Mobidata HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e: 不明

Longcheer MBD-400HU Mobidata HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer MBD-500HU Mobidata HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer MBD-600HU Mobidata HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer MBD-700HU Mobidata HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e: 不明

Longcheer MBD-800HU Mobidata HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e: 不明

Longcheer MMX 300G Micromax HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer MMX 310C Micromax CDMA EV-
DO

1c9e:9e00 1c9e:9e00 中

Longcheer MMX 310G Micromax HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer MMX 351G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9607 中

Longcheer MMX 352G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer MMX 353G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer MMX 372G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 低

Longcheer NT36HD Nuton HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer OneTouch
X020

Alcatel HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer OneTouch
X030

Alcatel HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer PCM100 Prolink CDMA 1x
EV-DO
Rev.A

1c9e:9d00 1c9e:9d00 ほとんどなし

Longcheer PHS301 Prolink HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer S3gm-646 Solomon HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer S3gm-690 Solomon HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer SEV759 Chong King CDMA 2000 1c9e:3197 1c9e:3197 ほとんどなし

Longcheer SU-7300U SpeedUP CDMA EV-
DO

1c9e:9e00 1c9e:9e00 中

Longcheer SU-8200U SpeedUP HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中
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Longcheer SU-8300U SpeedUP HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer SU-8600U SpeedUP HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer SU-8650U SpeedUP HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer SU-8900U SpeedUP HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer SU-9000U SpeedUP HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1c9e:f000 1c9e:9000 中

Longcheer SU-9500U SpeedUP HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9607 中

Longcheer SU-9800U SpeedUP HSPA+
14.4/5.76

1c9e:9800 1c9e:9800 中

Longcheer TFDG888 Taifeng HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer TU930 CDMA EV-
DO Rev.A

1c9e:6000 1c9e:6000 ほとんどなし

Longcheer TW-3G Telewell HSPA+
21.6/5.76

1c9e:98ff 1c9e:9801 中

Longcheer USB303 VKOM HSPA+
21.6/5.76

1c9e:98ff 1c9e:9801 中

Longcheer U12 Flyer HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer U1-TF CSL HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer U3501 I Mobile,TH HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer U6300V Longsung HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer WL72B Omega HSDPA 3.6 1c9e:6061 1c9e:6061 中

Longcheer WM66a SmartBro HSDPA 3.6 1c9e:1001 1c9e:6061 中

Longcheer WM66e SmartBro HSPA+
21.6/5.76

1c9e:98ff 1c9e:9803 低

Longcheer WM669 D-Link HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer WM71 Smartbro HSDPA 3.6 1c9e:f000 1c9e:9603 中

Longcheer WM72 Smartbro HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer WM81 Mecer HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer X270 Nexon HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9607 中

Longcheer XSStick P14 4G Systems HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9605 中

Longcheer XSStick TV 4G Systems HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9a00 低

Longcheer XSStick
W14

4G Systems HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1c9e:f000 1c9e:9603 中
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Longcheer XSStick
W21

4G Systems HSPA+
21.6/5.76

1c9e:98ff 1c9e:9801 中

Longcheer ZX-200 Alltronix CDMA EV-
DO Rev.A

1c9e:6000 1c9e:6000 ほとんどなし

Mediatek DC_1COM 0e8d:0002 0e8d:00a0 低

Mediatek HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0e8d:0002 0e8d:00a1 中

Mediatek HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0e8d:0002 0e8d:00a2 中

Mediatek DC_5COM 0e8d:0002 0e8d:00a4 低

Mediatek DC_4COM 0e8d:0002 0e8d:00a5 互換性なし

Mediatek DC_4COM2 0e8d:0002 0e8d:00a7 低

Mediatek S4222 0e8d:0002 0e8d:00a5 互換性なし

Modmen LM-700r JOA
Telecom

CDMA EV-
DO Rev.A

198a:0003 198a:0002 中

Netgear AC778S Virgin US LTE CAT3/
CDMA EV-
DO

0846:0fff 0846:68d3 ほとんどなし

Netgear AC781S Netgear LTE CAT4 0846:68e1 0846:68e1 ほとんどなし

Netgear AC782S Netgear LTE CAT4 0846:68e1 0846:68e1 ほとんどなし

Netgear AC785S-100 Netgear LTE CAT4 0846:68e1 0846:68e1 ほとんどなし

Netgear AC785S-200 Netgear LTE CAT4 0846:68e1 0846:68e1 ほとんどなし

Nokia CS-10 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

0421:060c 0421:060d ほとんどなし

Nokia CS-10 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

0421:060c 0421:060e 低

Nokia CS-11 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0421:061d 0421:061e 低

Nokia CS-11 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0421:061d 0421:061f ほとんどなし

Nokia CS-12 HSPA+
14.4/5.76

0421:0618 0421:0619 低

Nokia CS-15 HSDPA 10.2
HSUPA 5.76

0421:0610 0421:0611 ほとんどなし

Nokia CS-15 HSDPA 10.2
HSUPA 5.76

0421:0610 0421:0612 低

Nokia CS-17 HSPA+
14.4/5.76

0421:0622 0421:0623 低

Nokia CS-17 HSPA+
14.4/5.76

0421:0622 0421:0624 ほとんどなし
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Nokia CS-18 HSPA+
21.6/5.76

0421:0627 0421:0629 低

Nokia CS-19 HSPA+
21.6/5.76

0421:062c 0421:062d 低

Nokia 7M-01 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0421:0632 0421:0632 低

Nokia 7M-02 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0421:0637 0421:0638 低

Nokia 21M-02 HSPA+
21.6/5.76

0421:0637 0421:0638 低

Nokia 21M-02 HSPA+
21.6/5.76

0421:0639 0421:0639 ほとんどなし

Novatel
Wireless

C777 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:6000 1410:6000 ほとんどなし

Novatel
Wireless

E362 LTE CAT3 1410: 1410:9010 ほとんどなし

Novatel
Wireless

E371 LTE CAT3 1410: 1410:9011 ほとんどなし

Novatel
Wireless

E396 HSPA+
14.4/5.76

1410: 1410:a021 ほとんどなし

Novatel
Wireless

E396U HSPA+
14.4/5.76

1410: 1410:a023 ほとんどなし

Novatel
Wireless

EU740 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:2410 1410:2410 ほとんどなし

Novatel
Wireless

EU850D HSDPA
7.2/2.1

1410:2420 1410:2420 ほとんどなし

Novatel
Wireless

EU860D HSDPA
7.2/2.1

1410:2420 1410:2420 ほとんどなし

Novatel
Wireless

EU870D HSDPA
7.2/2.1

1410:2420 1410:2420 ほとんどなし

Novatel
Wireless

MC545 DC-HSPA+
42.2/5.76

1410:5059 1410:7042 中

Novatel
Wireless

MC547 DC-HSPA+
42.2/5.76

1410:5059 1410:7042 中

Novatel
Wireless

MC551 LTE CAT3 1410:b001 1410:b001 ほとんどなし

Novatel
Wireless

MC679 LTE CAT3 1410:5059 1410:7031 中

Novatel
Wireless

MC727 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:5010 1410:4100 中

Novatel
Wireless

MC760 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:5031 1410:6002 中

Copyright © 2018 Sophos Limited 587



XG Firewall

Manufacturer Model Vendor 3G standard Default ID Modem ID Compatibility

Novatel
Wireless

MC930D HSDPA
7.2/2.1

1410:5010 1410:4400 中

Novatel
Wireless

MC935B HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1410:5020 1410:7001 中

Novatel
Wireless

MC935D HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1410:5020 1410:7001 中

Novatel
Wireless

MC950D HSDPA
7.2/2.1

1410:5010 1410:4400 中

Novatel
Wireless

MC990D HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1410:5020 1410:7001 中

Novatel
Wireless

MC996D HSPA+
21.6/5.76

1410:5023 1410:7030 中

Novatel
Wireless

MC998D Bell DC-HSPA+
28.8/5.76

1410:5010 1410:7030 中

Novatel
Wireless

MiFi 2200 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:5030 1410:6000 中

Novatel
Wireless

MiFi 2352 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1410:5041 1410:7001 中

Novatel
Wireless

MiFi 2352 Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1410:5041 1410:7003 中

Novatel
Wireless

MiFi 2372 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1410:5041 1410:7001 中

Novatel
Wireless

MiFi 4082 Sprint CDMA EV-
DO Rev.A

1410:5055 1410:6032 ほとんどなし

Novatel
Wireless

MiFi 4620L Verizon LTE CAT3 1410:b005 1410:b005 ほとんどなし

Novatel
Wireless

MiFi 5510L Verizon LTE CAT3 1410:b00b 1410:b00b ほとんどなし

Novatel
Wireless

MiFi 5792 AT&T LTE CAT3 1410:b009 1410:b009 ほとんどなし

Novatel
Wireless

U547 DC-HSPA+
42.2/5.76

1410:5059 1410:7042 中

Novatel
Wireless

U620L LTE CAT4 1410:9020 1410:9020 ほとんどなし

Novatel
Wireless

U679 LTE CAT3 1410:5059 1410:7031 中

Novatel
Wireless

U720 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:2110 1410:2110 ほとんどなし

Novatel
Wireless

U727 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:5010 1410:4100 中

Novatel
Wireless

U730 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:1400 1410:1400 ほとんどなし
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Novatel
Wireless

U740 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:1410 1410:1410 ほとんどなし

Novatel
Wireless

U760 CDMA EV-
DO Rev.A

1410:5030 1410:6000 中

Novatel
Wireless

U950D HSDPA
7.2/2.1

1410:5010 1410:4400 中

Novatel
Wireless

U998 DC-HSPA+
28.8/5.76

1410:5010 1410:7030 中

Novatel
Wireless

USB551L Verizon LTE CAT3 1410:b001 1410:b001 ほとんどなし

Novatel
Wireless

USB1000 Verizon HSPA+
14.4/5.76

1410:a001 1410:a001 ほとんどなし

Olivetti Olicard 100 HSDPA
7.2/0.38

0b3c:c700 0b3c:c000 中

Olivetti Olicard 120 HSDPA
7.2/0.38

0b3c:c700 0b3c:c001 中

Olivetti Olicard 140 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0b3c:c700 0b3c:c002 中

Olivetti Olicard 145 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0b3c:f000 0b3c:c003 中

Olivetti Olicard 155 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0b3c:f000 0b3c:c004 中

Olivetti Olicard 160 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0b3c:f00c 0b3c:c00a ほとんどなし

Olivetti Olicard 200 HSPA+
14.4/5.76

0b3c:f000 0b3c:c005 低

Olivetti Olicard 310 HSPA+
21.6/5.76

0b3c: 0b3c: 不明

Olivetti Olicard 315 HSPA+
21.6/5.76

0b3c: 0b3c: 不明

Olivetti Olicard 400 DC-HSPA+
42.2/11.5

0b3c: 0b3c: 互換性なし

Olivetti Olicard 500 LTE CAT3 0b3c:f017 0b3c:c00b ほとんどなし

Olivetti Olicard 600 LTE CAT3 0b3c: 0b3c: 互換性なし

Olivetti Olicard 700 LTE CAT3 0b3c: 0b3c: 不明

Onda CM201 Coop HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0063 1ee8:0065 ほとんどなし

Onda FM301 FastWeb HSPA+
21.6/5.76

1ee8:0068 1ee8:0069 低

Onda MDC655 Ducati HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0045 1ee8:0044 ほとんどなし
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Onda MDC655 Ducati HSPA+
14.4/5.76

1ee8:004a 1ee8:0049 低

Onda MDC655 Ducati HSPA+
14.4/5.76

1ee8:004f 1ee8:004e ほとんどなし

Onda MDC835UP Ducati HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0013 1ee8:0011 ほとんどなし

Onda MO835UP Coop HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0018 1ee8:0017 ほとんどなし

Onda MSA 14.4 TIM BZ HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0060 1ee8:005f 低

Onda MT655 TIM HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0048 1ee8:0049 ほとんどなし

Onda MT825UP TIM HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0009 1ee8:000b 低

Onda MT833UP TIM HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0013 1ee8:0014 低

Onda MT835UP TIM HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0013 1ee8:0014 低

Onda MV815UP Vodafone HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0003 1ee8:0004 ほとんどなし

Onda MW823UP Wind HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0009 1ee8:000b 低

Onda MW825UP Wind HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0009 1ee8:000b 低

Onda MW833UP Wind HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0013 1ee8:0012 低

Onda MW835UP Wind HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0013 1ee8:0014 低

Onda MW836UP Wind HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0040 1ee8:003e 低

Onda MW875UP Wind HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0054 1ee8:0053 低

Onda PM1051 HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0007 1ee8:000b ほとんどなし

Onda TM201 TIM HSPA+
14.4/5.76

1ee8:0063 1ee8:0064 低

Onda WM301 Wind HSPA+
21.6/5.76

1ee8:0068 1ee8:0069 低

Option
Wireless

Globesurfer
Icon 7.2

HSDPA
7.2/0.38

05c6:1000 0af0:6901 中

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 31

HSDPA 0af0:c031 0af0:c031 低
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Option
Wireless

Globetrotter
Icon 225

HSDPA
7.2/0.38

0af0:6911 0af0:6911 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 225

HSDPA
7.2/0.38

0af0:6951 0af0:6951 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 225

HSDPA
7.2/0.38

0af0:6971 0af0:6971 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 321

HSPA
3.6/1.46

0af0:d031 0af0:d031 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 322

HSPA
3.6/1.46

0af0:d033 0af0:d033 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 401

HSDPA
7.2/2.0

0af0:7401 0af0:7401 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 411

Vodafone HSDPA
7.2/2.0

0af0:7501 0af0:7501 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 431

Vodafone HSDPA
7.2/2.0

0af0:7501 0af0:7501 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 451

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0af0:7701 0af0:7701 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 451

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0af0:7706 0af0:7706 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 452

HSDPA
7.2/2.0

0af0:7901 0af0:7901 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 461

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0af0:7a01 0af0:7a01 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 461

AT&T HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0af0:7a05 0af0:7a05 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 505

HSPA+
14.4/5.76

0af0:d055 0af0:d055 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 505

HSPA+
14.4/5.76

0af0:d057 0af0:d057 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 515m

Orange UK HSPA+
14.4/5.76

0af0:d157 0af0:d157 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 643

HSPA+
14.4/5.76

0af0:8700 0af0:8701 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 701

0af0:c100 0af0:c100 低

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 711

HSPA+
21.6/5.76

0af0:4007 0af0:4005 中

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 1215

HSPA+
14.4/5.76

0af0:d001 0af0:d255 ほとんどなし

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 1215

HSPA+
14.4/5.76

0af0:d001 0af0:d257 ほとんどなし

Copyright © 2018 Sophos Limited 591



XG Firewall

Manufacturer Model Vendor 3G standard Default ID Modem ID Compatibility

Option
Wireless

Globetrotter
Icon 1515

HSPA+
14.4/5.76

0af0:d001 0af0:d157 中

Option
Wireless

Globetrotter
Icon XY

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0af0:8300 0af0:8300 低

Option
Wireless

GTM378 HSDPA
7.2/0.38

0af0:6901 0af0:6901 ほとんどなし

Option
Wireless

GTM378E HSDPA
7.2/0.38

0af0:6911 0af0:6911 低

Option
Wireless

GTM380 HSDPA
7.2/2.0

0af0:7201 0af0:7201 ほとんどなし

Option
Wireless

GTM380 HSDPA
7.2/2.0

0af0:7211 0af0:7211 低

Option
Wireless

GTM380 HSDPA
7.2/2.0

0af0:7251 0af0:7251 低

Option
Wireless

GTM380 HSDPA
7.2/2.0

0af0:7271 0af0:7271 低

Option
Wireless

GTM382 HSDPA
7.2/2.0

0af0:7501 0af0:7501 低

Option
Wireless

GTM382 HSDPA
7.2/2.0

0af0:7601 0af0:7601 低

Option
Wireless

GTM382W HSDPA
7.2/2.0

0af0:7601 0af0:7601 低

Option
Wireless

GTM501 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0af0:d035 0af0:d035 低

Option
Wireless

GTM601 HSPA+
14.4/5.76

0af0:8800 0af0:8800 低

Option
Wireless

GTM609 HSPA+
14.4/5.76

0af0:8800 0af0:8800 低

Option
Wireless

GTM661 HSPA+
14.4/5.76

0af0:9000 0af0:9000 低

Option
Wireless

GTM669 HSPA+
14.4/5.76

0af0: 0af0: 不明

Option
Wireless

GTM671 HSPA+
14.4/5.76

0af0:9200 0af0:9200 低

Option
Wireless

GTM679 HSPA+
14.4/5.76

0af0:8900 0af0:8900 低

Pirelli 8E4455 Digicom HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1266:1000 1266:1009 中

Puchuang SEW838 Inovia HSDPA 7.2 20a6:f00e 20a6:1105 ほとんどなし

Puchuang SEW858 Inovia HSDPA 7.2 20a6:f00e 20a6:1105 ほとんどなし

Puchuang SEW868 Inovia HSDPA 7.2 20a6:f00e 20a6:1105 ほとんどなし

Puchuang SEW898 Inovia HSDPA 7.2 20a6:f00e 20a6:1105 ほとんどなし
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Puchuang Speed 3.5G Intex HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

20a6:f00e 20a6:1105 ほとんどなし

Puchuang TE W120 Haier HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

20a6:f00e 20a6:1105 ほとんどなし

Puchuang TE W130 Haier HSPA+
21.6/5.76

20a6:f00e 20a6:1106 ほとんどなし

Qualcomm 3GU A-Link HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9000 中

Qualcomm 3GU A-Link HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9100 低

Qualcomm 3GU A-Link HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9200 中

Qualcomm CM405 BSNL CDMA 2000 05c6:1000 05c6:3197 ほとんどなし

Qualcomm DWM-151 D-Link HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

05c6:f000 05c6:9000 中

Qualcomm DWM-151 D-Link HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9000 中

Qualcomm DWM-162
C1

D-Link CDMA EV-
DO

2077:1000 1e0e:ce17 ほとんどなし

Qualcomm DWM-162R D-Link CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:ce16 中

Qualcomm DWM-162U5 D-Link CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:ce16 中

Qualcomm DWM-162U5
A1

D-Link CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:ce1e 中

Qualcomm E-G03 Promate CDMA 2000 05c6:3100 05c6:3100 ほとんどなし

Qualcomm E-G05 Promate HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9000 中

Qualcomm EM600 Simcom CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:cefe 中

Qualcomm Icon 210 Option HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9000 中

Qualcomm Icon 210 Option HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9200 中

Qualcomm LM-75 Siptune HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

05c6:f000 05c6:9000 中

Qualcomm MM-5100 Maxon CDMA 2000 05c6:3100 05c6:3100 ほとんどなし

Qualcomm MM-5500 Maxon CDMA 2000 05c6:3196 05c6:3196 ほとんどなし

Qualcomm MMX 300C Micromax CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:ce16 中

Qualcomm MMX 300C Micromax CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:cefe 中
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Qualcomm MMX 372G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

05c6:f000 05c6:9000 中

Qualcomm MUB417Q Bointec HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9200 中

Qualcomm MV241 AxessTel CDMA EV-
DO

05c6:0010 05c6:00a0 中

Qualcomm P2000 Prolink CDMA2000
1x

05c6:1000 05c6:6000 中

Qualcomm PEM330 Prolink HSDPA
7.2/5.76

1e0e:f000 1e0e:9a00 低

Qualcomm PHS100 Prolink HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9000 中

Qualcomm PHS300 Prolink HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9100 低

Qualcomm SEV-759 StrongRising CDMA 05c6:1000 05c6:6000 中

Qualcomm SEV-859 StrongRising CDMA 05c6:1000 05c6:6000 中

Qualcomm SG-75 Siemens CDMA 05c6:1000 05c6:6000 中

Qualcomm SU-6500U SpeedUP CDMA 2000 05c6:1000 05c6:3197 ほとんどなし

Qualcomm SU-6600U SpeedUP CDMA 2000 05c6:1000 05c6:3197 ほとんどなし

Qualcomm SU-7000U SpeedUP CDMA EV-
DO

05c6:2001 1e0e:ce28 ほとんどなし

Qualcomm SU-8100U SpeedUP HSDPA
3.6/0.38

1e0e:f000 1e0e:9000 中

Qualcomm TR8881 Smartfren CDMA 05c6:1000 05c6:6000 中

Qualcomm UC20 Quectel HSPA+
14.4/5.76

05c6:9003 05c6:9003 ほとんどなし

Qualcomm UC128 Honest CDMA 05c6:1000 05c6:6000 中

Qualcomm VT-80n Venus CDMA EV-
DO

05c6:1000 05c6:6500 ほとんどなし

Quanta 1K3M TD-LTE
68.0/17.0

0408:ea25 0408:ea26 中

Quanta 1K6E LTE CAT3 0408:ea43 0408:ea45 ほとんどなし

Quanta 1KR LTE CAT3 0408:ea17 0408:ea16 ほとんどなし

Quanta GKE HSDPA 3.6 0408:f001 0408:ea05 ほとんどなし

Quanta GLE HSDPA 3.6 0408:f001 0408:ea06 ほとんどなし

Quanta GLX HSDPA 3.6 0408:f001 0408:ea04 ほとんどなし

Quanta M100-1 Megafone LTE CAT3 0408:ea42 0408:ea42 ほとんどなし

Quanta MobileGenie LTE CAT3 0408:ea43 0408:ea47 ほとんどなし

Quanta MU-Q101 HSDPA 3.6 0408:f000 0408:ea02 低
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Quanta MU-Q110 HSDPA 3.6 0408:f000 0408:ea03 低

Quanta SU-8500U SpeedUp HSDPA 3.6 0408:f000 0408:ea03 低

Quanta SU-8500U SpeedUp HSDPA 3.6 0408:f001 0408:ea04 ほとんどなし

Quanta TS-1K6 Telsec LTE CAT3 0408:ea43 0408:ea49 不明

Sierra
Wireless

AC250U Sprint US CDMA 1X,
EV-DO

1199:0fff 1199:0301 中

Sierra
Wireless

AC305U AT&T US HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC306U Telus CA HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC307U HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC308U HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC309U DNA HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC310U Optus AU HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC312U Telstra AU DC-HSPA+
42.2/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC313U AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 0f3d:68aa 低

Sierra
Wireless

AC318U O2 HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199: 互換性なし

Sierra
Wireless

AC319U DC-HSPA+
42.2/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC320U AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 0f3d:68aa 低

Sierra
Wireless

AC326U TNZ NZ HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199: 低

Sierra
Wireless

AC330U AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 0f3d:68aa 低

Sierra
Wireless

AC340U AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 1199:9051 互換性なし

Sierra
Wireless

AC341U LTE CAT3 1199:0fff 1199:9055 ほとんどなし

Sierra
Wireless

AC341U LTE CAT3 1199:0fff 1199:9057 ほとんどなし

Sierra
Wireless

AC402 Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0027 中

Sierra
Wireless

AC501 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6880 低
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Sierra
Wireless

AC502 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6880 低

Sierra
Wireless

AC503 Telstra AU HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC504 AT&T US HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC580 Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0112 中

Sierra
Wireless

AC595 Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0019 中

Sierra
Wireless

AC595U Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0120 中

Sierra
Wireless

AC597E Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0021 中

Sierra
Wireless

AC598U Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0025 低

Sierra
Wireless

AC753S Bigpond AU DC-HSPA+
42.2/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC753S Telstra AU DC-HSPA+
42.2/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC754S AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 1199:68aa 低

Sierra
Wireless

AC754S Rogers US LTE CAT3 1199:0fff 1199:68aa 低

Sierra
Wireless

AC760S Bigpond AU LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC760S Telstra AU LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC762S AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC763S Bell US LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

AC770S AT&T US LTE CAT3 1199:9053 1199:9053 互換性なし

Sierra
Wireless

AC771S Sprint US LTE CAT3 1199:9053 1199:9053 互換性なし

Sierra
Wireless

AC875 Sprint US HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6820 中

Sierra
Wireless

AC875E Sprint US HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6822 中

Sierra
Wireless

AC875U Sprint US HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6812 中
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Sierra
Wireless

AC875U Sprint US HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6821 中

Sierra
Wireless

AC880 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6850 中

Sierra
Wireless

AC880E HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6852 中

Sierra
Wireless

AC880U HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6855 中

Sierra
Wireless

AC881 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6851 中

Sierra
Wireless

AC881E HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6853 中

Sierra
Wireless

AC881U HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:6856 中

Sierra
Wireless

AC885E HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:6859 中

Sierra
Wireless

AC885E HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:685a 中

Sierra
Wireless

AC890 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

C01SW Softbank JP HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:6890 低

Sierra
Wireless

C02SW Softbank JP HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

Compass
597

Sprint US CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0023 中

Sierra
Wireless

Compass
885

HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6880 低

Sierra
Wireless

Compass
888

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:6890 低

Sierra
Wireless

Compass
889

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

EM5625 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0017 中

Sierra
Wireless

EM5725 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0022 中

Sierra
Wireless

EM7305 LTE CAT4 1199:9041 1199:9041 互換性なし

Sierra
Wireless

EM7305 LTE CAT4 1199:9063 1199:9063 互換性なし

Sierra
Wireless

EM7330 JP LTE CAT4 1199: 1199: 互換性なし
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Sierra
Wireless

EM7340 LTE CAT3 1199:a000 1199:a000 互換性なし

Sierra
Wireless

EM7345 LTE CAT3 1199:a001 1199:a001 互換性なし

Sierra
Wireless

EM7355 LTE CAT4/
EV-DO
Rev.A

1199:901f 1199:901f 互換性なし

Sierra
Wireless

EM7700 AT&T US LTE CAT3 1199:0fff 1199:901c 互換性なし

Sierra
Wireless

EM8805 DC-HSPA+
42.2/5.76

1199:9041 1199:9041 互換性なし

Sierra
Wireless

MC5720 HSDPA
2.4/0.38

1199:0fff 1199:0018 中

Sierra
Wireless

MC5720 HSDPA
2.4/0.38

1199:0fff 1199:0218 中

Sierra
Wireless

MC5725 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0020 中

Sierra
Wireless

MC5725 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0220 中

Sierra
Wireless

MC5727 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0024 中

Sierra
Wireless

MC5727 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0224 中

Sierra
Wireless

MC5728 CDMA EV-
DO Rev.A

1199:0fff 1199:0028 中

Sierra
Wireless

MC7304 LTE CAT4 1199:68c0 1199:68c0 低

Sierra
Wireless

MC7305 LTE CAT4 1199:9041 1199:9041 互換性なし

Sierra
Wireless

MC7330 JP LTE CAT4 1199: 1199: 互換性なし

Sierra
Wireless

MC7350 LTE CAT4/
EV-DO
Rev.A

1199: 1199: 互換性なし

Sierra
Wireless

MC7354 LTE CAT4/
EV-DO
Rev.A

1199:68c0 1199:68c0 低

Sierra
Wireless

MC7355 LTE CAT4 1199:9041 1199:9041 互換性なし

Sierra
Wireless

MC7700 LTE CAT3 1199:0fff 0f3d:68a2 互換性なし

Sierra
Wireless

MC7710 LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a2 互換性なし
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Sierra
Wireless

MC7750 LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a2 ほとんどなし

Sierra
Wireless

MC7750 LTE CAT3 1199:0fff 1199:68a9 互換性なし

Sierra
Wireless

MC7750 LTE CAT3 1199:0fff 114f:68a2 ほとんどなし

Sierra
Wireless

MC7770 LTE CAT3 1199:901b 1199:901b 互換性なし

Sierra
Wireless

MC8305 HSPA+
14.4/5.76

1199:0fff 1199:9011 互換性なし

Sierra
Wireless

MC8355 HSPA+
14.4/5.76

1199:0fff 1199:9013 互換性なし

Sierra
Wireless

MC8700 HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

MC8704 HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

MC8705 HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

Sierra
Wireless

MC8705 HSPA+
21.6/5.76

1199:0fff 1199:68a5 中

Sierra
Wireless

MC8755 HSDPA
1.8/0.38

1199:0fff 1199:6802 中

Sierra
Wireless

MC8755 HSDPA
1.8/0.38

1199:0fff 1199:6804 中

Sierra
Wireless

MC8755 HSDPA
1.8/0.38

1199:0fff 1199:6808 中

Sierra
Wireless

MC8765 HSDPA
1.8/0.38

1199:0fff 1199:6803 中

Sierra
Wireless

MC8765 HSDPA
1.8/0.38

1199:0fff 1199:6805 中

Sierra
Wireless

MC8765 HSDPA
1.8/0.38

1199:0fff 1199:6809 中

Sierra
Wireless

MC8775 HSDPA
3.6/0.38

1199:0fff 1199:6813 中

Sierra
Wireless

MC8775 HSDPA
3.6/0.38

1199:0fff 1199:6815 中

Sierra
Wireless

MC8775 HSDPA
3.6/0.38

1199:0fff 1199:6816 中

Sierra
Wireless

MC8775V HSDPA
3.6/0.38

1199:0fff 1199:6812 中

Sierra
Wireless

MC8780 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6832 中
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Sierra
Wireless

MC8780 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6834 中

Sierra
Wireless

MC8780 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6838 中

Sierra
Wireless

MC8781 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6833 中

Sierra
Wireless

MC8781 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6835 中

Sierra
Wireless

MC8781 HSDPA 7.2
HSUPA 2.1

1199:0fff 1199:6839 中

Sierra
Wireless

MC8785 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683a 中

Sierra
Wireless

MC8785V HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683b 中

Sierra
Wireless

MC8790 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683c 中

Sierra
Wireless

MC8790V HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683c 中

Sierra
Wireless

MC8791 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683d 中

Sierra
Wireless

MC8792V HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683c 中

Sierra
Wireless

MC8795V HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1199:0fff 1199:683c 中

Sierra
Wireless

MC8801 DC-HSPA+
42.2/5.76

1199:0fff 1199:68a3 中

SK Teletech UML-295 Pantech LTE 10a9:606f 10a9:6064 ほとんどなし

SK Teletech UML-295 Pantech LTE 10a9:606f 10a9:6074 ほとんどなし

SK Teletech MHS291LVW Pantech LTE 10a9:6080 10a9:6085 ほとんどなし

Sony
Ericsson

EC400 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0fce:d0df 0fce:d0df ほとんどなし

Sony
Ericsson

MD300 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0fce:d0cf 0fce:d0cf ほとんどなし

Sony
Ericsson

MD400 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0fce:d0e1 0fce:d0e1 ほとんどなし

Sony
Ericsson

MD400G HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0fce:d103 0fce:d103 ほとんどなし

ST-Ericsson ABS-T920 04cc:2251 04cc:2259 ほとんどなし

ST-Ericsson ABS-T930 04cc:225c 04cc:225c 低

Techfaith Aiko 81D WCDMA 1d09:1021 1d09:1010 ほとんどなし

Techfaith Flying Angel HSDPA 7.2
HSUPA2.0

1d09:1025 1d09:1026 ほとんどなし
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Techfaith Flying
Angel46

HSDPA 7.2 1d09:1025 1d09:1026 ほとんどなし

Techfaith Flying Lark HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

1d09:1025 1d09:1026 ほとんどなし

Techfaith Flying
Lark46

HSDPA 3.6 1d09:1025 1d09:1026 ほとんどなし

Techfaith LN-72 Leoxsys HSDPA
7.2/0.38

1d09:1000 1d09:1010 ほとんどなし

Techfaith SSW03A DongHeXing HSDPA 7.2 1d09:1025 1d09:1026 ほとんどなし

Techfaith Venus
VT-18

CDMA EV-
DO

05c6:1000 1d09:4306 ほとんどなし

Telit DE910 CDMA EV-
DO

1bc7:1010 1bc7:1010 ほとんどなし

Telit HE910 HSPA+
21.6/5.76

1bc7:0021 1bc7:0021 ほとんどなし

Telit LE910 LTE CAT3 1bc7:1201 1bc7:1201 ほとんどなし

Telit UE910v2 HSDPA 3.6 1bc7:1012 1bc7:1012 ほとんどなし

Toshiba G450 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

0930:0d46 0930:0d45 中

TP-Link MA180 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2357:0200 2357:0201 中

TP-Link MA180 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2357:0200 2357:0202 低

TP-Link MA180 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2357:0200 2357:0203 低

TP-Link MA260 HSPA+
21.6/5.76

2357:f000 2357:9000 中

Vertex
Wireless

VWM100 CDMA EV-
DO

05c6:1000 1fe7:0100 低

Vertex
Wireless

VWM110 CDMA EV-
DO

05c6:1000 1fe7:0100 低

Vertex
Wireless

VWM150 CDMA EV-
DO

05c6:1000 1fe7:0100 低

VIA
Telecom

3G189C Tenda CDMA EV-
DO

15eb:7153 15eb:7152 中

VIA
Telecom

CE610 Haier CDMA EV-
DO

15eb:7153 15eb:7152 中

Visiontek 3.75G-72 iBall HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2020:0002 2020:2000 中

Visiontek 82GH VisionTek HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2020:f00e 2020:1008 中

Visiontek ASB W720 HSDPA 3.6 2020:f00e 2020:1005 中
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Visiontek BG64 Beetel HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2020:0002 2020:2000 中

Visiontek MMX 377G Micromax HSPA+
14.4/5.76

2020:0002 2020:4010 互換性なし

Visiontek Olicard 300 Olivetti HSPA+
21.6/5.76

2020:0002 2020:4000 互換性なし

Visiontek RE270 Multilaser HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2020:0002 2020:2000 中

Visiontek Sense R41 Rostelecom HSPA+
21.6/5.76

2020:0002 2020:4000 互換性なし

Visiontek SU-8000U SpeedUP HSDPA 3.6 2020:f00f 2020:1005 ほとんどなし

Visiontek SU-9300U SpeedUP HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2020:f00e 2020:1008 中

Visiontek TSU240 Gainwise HSDPA 3.6 2020:f00f 2020:1005 ほとんどなし

Visiontek U1-TF CSL HSDPA 3.6 2020:f00e 2020:1005 中

Visiontek U2-TF CSL HSDPA 3.6 2020:f00f 2020:1005 互換性なし

Visiontek V-MW100 Olive
Telecom

HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

2020:f00e 2020:1008 中

Wisue EDGE 733 Hojy CDMA EV-
DO

1dbc:8005 1dbc:8005 ほとんどなし

Wisue MD950 Vodafone CDMA EV-
DO

1dbc:0005 1dbc:0005 ほとんどなし

Wisue MMX 354G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1dbc:0669 1dbc:0669 ほとんどなし

Wisue MMX 355G Micromax HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

1dbc:0669 1dbc:0669 ほとんどなし

ZTE 3G-910 iFox HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE 76E Aiko CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fffe 中

ZTE 82D Aiko HSDPA
7.2/0.38

19d2:2000 19d2:0001 中

ZTE 83D Aiko HSDPA
7.2/0.38

19d2:2000 19d2:0057 低

ZTE A353 WCDMA 19d2:0120 19d2:0079 中

ZTE A355 WCDMA 19d2:0120 19d2:0079 中

ZTE A356 WCDMA 19d2:0120 19d2:0079 中

ZTE A365 WCDMA 19d2:0120 19d2:0079 中

ZTE A371 WCDMA 19d2:0169 19d2:0170 中

ZTE AC560 CDMA EV-
DO

19d2:0026 19d2:0094 中
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ZTE AC580 CDMA EV-
DO

19d2:0026 19d2:0094 中

ZTE AC581 CDMA EV-
DO

19d2:0026 19d2:0094 中

ZTE AC582 CDMA EV-
DO

19d2:0026 19d2:0152 中

ZTE AC583 CDMA EV-
DO

19d2:0026 19d2:0152 中

ZTE AC682 CDMA EV-
DO

19d2:ffde 19d2:ffdd 中

ZTE AC2710 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:ffff 中

ZTE AC2726 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fff1 中

ZTE AC2736 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fff1 中

ZTE AC2737 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fff1 中

ZTE AC2738 Reliance CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:ffe9 低

ZTE AC2746 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fff1 中

ZTE AC2766 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fff1 中

ZTE AC2787 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fff1 中

ZTE AC2791 Reliance CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fffe 中

ZTE AC3781 Cricket CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:ffe4 低

ZTE AC8700 Reliance CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:fffe 中

ZTE AC8710 Reliance CDMA EV-
DO

19d2:fff6 19d2:fff1 低

ZTE AC8710 CDMA EV-
DO

19d2:fff5 19d2:ffff 中

ZTE AC8710T CDMA EV-
DO

19d2:ffff 19d2:ffff ほとんどなし

ZTE AD3812 HSDPA
7.2/2.0

19d2:ffeb 19d2:ffeb ほとんどなし

ZTE K2525-Z Vodafone EDGE 19d2:0040 19d2:0022 中

ZTE K3520-Z Onda HSDPA,
WCDMA

19d2:2000 19d2:0055 中
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ZTE K3563-Z Vodafone 19d2:2000 19d2:0052 中

ZTE K3565-Z HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0052 中

ZTE K3565-Z Vodafone HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0063 中

ZTE K3570-Z Vodafone HSDPA
3.6/0.38

19d2:1007 19d2:1008 中

ZTE K3571-Z Vodafone HSDPA
7.2/0.38

19d2:1009 19d2:1010 中

ZTE K3765-Z Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:2002 中

ZTE K3770-Z Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:1175 19d2:1176 低

ZTE K3772-Z Vodafone HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:1179 19d2:1181 中

ZTE K3805-Z Vodafone HSPA+
14.4/5.76

19d2:1001 19d2:1003 中

ZTE K3806-Z Vodafone HSPA+
14.4/5.76

19d2:1013 19d2:1015 中

ZTE K4201-Z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:1022 19d2:1023 互換性なし

ZTE K4201-Z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:1022 19d2:1024 互換性なし

ZTE K4201 I HSPA+
21.6/5.76

19d2:1237 19d2:0017 低

ZTE K4203-Z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:1046 19d2:1048 互換性なし

ZTE K4505-Z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:0101 19d2:0104 中

ZTE K4510-Z Vodafone DC-HSPA+
28.8/5.76

19d2:1171 19d2:1173 中

ZTE K4607-Z Vodafone DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:1038 19d2:1039 ほとんどなし

ZTE K4607-Z Vodafone DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:1038 19d2:1040 ほとんどなし

ZTE K5006-Z Vodafone LTE CAT3 19d2:1017 19d2:1018 中

ZTE K5008-Z Vodafone LTE CAT3 19d2:1030 19d2:1032 互換性なし

ZTE MC503HSA Onda HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MC2716 CDMA EV-
DO

19d2:ffed 19d2:ffed ほとんどなし
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ZTE MC2718 CDMA EV-
DO

19d2:ffe8 19d2:ffe8 ほとんどなし

ZTE MDC502HS Onda HSDPA 7.2
HSUPA 3.6

19d2:2000 19d2:0002 中

ZTE MDC525UPA Onda HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MF30 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF60 HSPA+
21.6/5.76

19d2:2000 19d2:1402 中

ZTE MF60 HSPA+
21.6/5.76

19d2:2004 19d2:1402 ほとんどなし

ZTE MF66 True TH HSPA+
21.6/5.76

19d2:1225 19d2:1403 中

ZTE MF70 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1225 19d2:1405 中

ZTE MF80 DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:2000 19d2:1402 中

ZTE MF90 LTE CAT3 19d2:0388 19d2:0447 ほとんどなし

ZTE MF91D LTE CAT3 19d2:0166 19d2:1426 低

ZTE MF93E LTE CAT3 19d2:1225 19d2:1403 中

ZTE MF93E LTE CAT3 19d2:1225 19d2:1405 中

ZTE MF100 HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF100 HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0039 低

ZTE MF110 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:0053 19d2:0031 中

ZTE MF110 Movistar HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:0083 19d2:0124 中

ZTE MF110 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0016 中

ZTE MF112 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:0103 19d2:0031 中

ZTE MF112 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:0103 19d2:0117 低

ZTE MF160J WCDMA 19d2:1542 19d2:1544 低

ZTE MF170 Beeline RU HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF180 HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0117 中
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ZTE MF180 MTC HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:2003 中

ZTE MF182 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1225 19d2:1405 中

ZTE MF190 O2 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:0083 19d2:0117 低

ZTE MF190 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:0149 19d2:0124 中

ZTE MF190 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:0149 19d2:0124 中

ZTE MF190 Tata
Docomo

HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:0154 19d2:1254 低

ZTE MF190 Cell C, SA HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:1224 19d2:0082 中

ZTE MF190 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0017 中

ZTE MF190 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0042 低

ZTE MF190J HSPA+
21.6/5.76

19d2:1536 19d2:1538 ほとんどなし

ZTE MF190J HSPA+
21.6/5.76

19d2:1542 19d2:1544 中

ZTE MF190S Korea HSPA
WCDMA

19d2:0154 19d2:0108 低

ZTE MF192 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1216 19d2:1217 低

ZTE MF192 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1216 19d2:1218 低

ZTE MF192 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1514 19d2:1515 低

ZTE MF192 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1517 19d2:1519 低

ZTE MF195 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1210 19d2:1211 ほとんどなし

ZTE MF195 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1210 19d2:1212 ほとんどなし

ZTE MF195E HSPA+
21.6/5.76

19d2:1514 19d2:1515 低

ZTE MF195E HSPA+
21.6/5.76

19d2:1580 19d2:1582 ほとんどなし

ZTE MF196 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1528 19d2:1527 低
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ZTE MF197 HSPA+
14.4/5.76

19d2:1225 19d2:1405 中

ZTE MF200 HSDPA
3.6/0.38

19d2: 19d2: 不明

ZTE MF205 HSDPA
3.6/0.38

19d2: 19d2: 不明

ZTE MF210 HSDPA
7.2/5.76

19d2:2003 19d2:2003 ほとんどなし

ZTE MF210v1 HSDPA
7.2/5.76

19d2:0117 19d2:0117 ほとんどなし

ZTE MF210v2 HSDPA
7.2/5.76

19d2:2003 19d2:2003 ほとんどなし

ZTE MF212 HSDPA
7.2/5.76

19d2:2003 19d2:2003 ほとんどなし

ZTE MF220 HSPA+
14.4/5.76

19d2:1300 19d2:1300 ほとんどなし

ZTE MF260 HSDPA
21.6/5.76

19d2: 19d2: 不明

ZTE MF591 T-Mobile HSPA+
21.6/5.76

19d2:1523 19d2:1525 低

ZTE MF620 HSDPA
7.2/0.38

19d2:2000 19d2:0001 中

ZTE MF622 HSDPA
7.2/0.38

19d2:2000 19d2:0001 中

ZTE MF626 HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF626 Onda HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0066 中

ZTE MF626 BSNL India HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0108 中

ZTE MF627 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF627 AU HSDPA
3.6/0.38

19d2:2000 19d2:0064 中

ZTE MF628 HSDPA
7.2/0.38

19d2:2000 19d2:0015 中

ZTE MF631 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:2003 中

ZTE MF632 HSDPA 7.2
HSUPA 3.6

19d2:2000 19d2:0002 中

ZTE MF633 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0031 中
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ZTE MF636 Telstra AU HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF636DB Orange UK HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0033 低

ZTE MF637 Orange FR HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:0110 19d2:0121 中

ZTE MF637U HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0002 中

ZTE MF638 HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MF645 HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0086 低

ZTE MF651 HSPA+
14.4/5.76

19d2:0115 19d2:0116 低

ZTE MF652 HSPA+
14.4/5.76

19d2:1520 19d2:0142 中

ZTE MF652 3AT HSPA+
14.4/5.76

19d2:1520 19d2:1522 低

ZTE MF656 HSPA+
14.4/5.76

19d2:0150 19d2: 不明

ZTE MF662 HSPA+
21.6/5.76

19d2:2000 19d2:0017 中

ZTE MF667 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1225 19d2:1405 中

ZTE MF667 3 IT HSPA+
21.6/5.76

19d2:1232 19d2:1268 低

ZTE MF667C AIS TH HSPA+
21.6/5.76

19d2:2000 19d2:0117 中

ZTE MF668 CellC SA HSPA+
21.6/5.76

19d2:1224 19d2:0082 中

ZTE MF668 HSPA+
21.6/5.76

19d2:2000 19d2:0017 中

ZTE MF668 HSPA+
21.6/5.76

19d2:2000 19d2:0082 低

ZTE MF668A HSPA+
21.6/5.76

19d2:0150 19d2:0124 中

ZTE MF668A Telstra HSPA+
21.6/5.76

19d2:2000 19d2:0031 中

ZTE MF669 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1227 19d2:1252 中

ZTE MF680 DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:0150 19d2:0124 中
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ZTE MF680 DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:2000 19d2:0017 中

ZTE MF683 DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:2000 19d2:0157 中

ZTE MF691 T-Mobile HSPA+
21.6/5.76

19d2:1201 19d2:1203 低

ZTE MF710 HSPA+
21.6/5.76

19d2:1588 19d2:1589 ほとんどなし

ZTE MF710 Viettel VN HSPA+
21.6/5.76

19d2:1595 19d2:1592 ほとんどなし

ZTE MF710 Viettel VN HSPA+
21.6/5.76

19d2:1595 19d2:1600 互換性なし

ZTE MF710M HSPA+
21.6/5.76

19d2:1420 19d2:1403 ほとんどなし

ZTE MF710M HSPA+
21.6/5.76

19d2:1420 19d2:1405 ほとんどなし

ZTE MF730M DC-HSPA+
42.2/11.5

19d2:1420 19d2:1403 ほとんどなし

ZTE MF730M DC-HSPA+
42.2/11.5

19d2:1420 19d2:1405 ほとんどなし

ZTE MF820D LTE CAT3 19d2:0166 19d2:0167 中

ZTE MF820S LTE CAT3 19d2:0198 19d2:0199 ほとんどなし

ZTE MF821 Telstra LTE CAT3 19d2:0166 19d2:0257 低

ZTE MF821D LTE CAT3 19d2:0166 19d2:0167 中

ZTE MF821D O2 LTE CAT3 19d2:0325 19d2:0326 中

ZTE MF821D Telenor No LTE CAT3 19d2:0304 19d2:0349 ほとんどなし

ZTE MF822 LTE CAT3 19d2: 19d2: 不明

ZTE MF823 LTE CAT3 19d2:1225 19d2:1403 中

ZTE MF823 LTE CAT3 19d2:1225 19d2:1405 中

ZTE MF823 LTE CAT3 19d2:1257 19d2:1257 互換性なし

ZTE MF823 LTE CAT3 19d2:1257 19d2:1405 ほとんどなし

ZTE MF825A Airtel LTE CAT3 19d2:1225 19d2:1403 中

ZTE MF825A Airtel LTE CAT3 19d2:1225 19d2:1408 中

ZTE MF825A AirTel LTE CAT3 19d2:1238 19d2:0017 中

ZTE MF826 LTE CAT3 19d2:0318 19d2:0317 ほとんどなし

ZTE MF826 LTE CAT3 19d2:0318 19d2:0330 ほとんどなし

ZTE MF827 LTE CAT3 19d2:0388 19d2:0387 ほとんどなし

ZTE MF831 LTE CAT4 19d2:1225 19d2:1403 ほとんどなし

ZTE MF880 LTE CAT3 19d2:0166 19d2:0284 低
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ZTE MH600HS Onda HSDPA
7.2/0.38

19d2:2000 19d2:0001 中

ZTE MSA190UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0091 中

ZTE MSA405HS Onda HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MSA501HS Onda HSDPA 7.2
HSUPA 2.0

19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MT191UP Onda HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MT503HS Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0033 低

ZTE MT503HSA Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0024 低

ZTE MT505UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0015 中

ZTE MT505UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0016 中

ZTE MT505UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0017 中

ZTE MT505UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0037 中

ZTE MT505UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0052 中

ZTE MT505UP Onda HSUPA 19d2:2000 19d2:0055 中

ZTE MT505UP Onda HSPA
WCDMA

19d2:2000 19d2:0108 中

ZTE MT512HS Onda HSDPA 7.2
HSUPA 3.6

19d2:2000 19d2:0002 中

ZTE MT689DC Onda DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:2000 19d2:0019 低

ZTE MT8205 Onda LTE CAT3 19d2:0266 19d2:0265 中

ZTE MU330 19d2:0090 19d2:0034 ほとんどなし

ZTE MU350 TD-SCDMA 19d2:0003 19d2:0003 中

ZTE MU351 TD-SCDMA 19d2:0003 19d2:0003 中

ZTE MW191UP Onda HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2:2000 19d2:0016 中

ZTE PHS101 Prolink HSDPA 3.6 19d2:2000 19d2:0151 低

ZTE PHS300 Prolink HSDPA 7.2
HSUPA 5.76

19d2: 19d2:1253 ほとんどなし

ZTE PHS600 Prolink HSPA+
21.6/5.76

19d2: 19d2:1253 ほとんどなし

ZTE R203 Vodafone HSPA+
14.4/5.76

19d2:1019 19d2:1021 ほとんどなし

ZTE R203 Vodafone HSPA+
14.4/5.76

19d2:1020 19d2:1021 ほとんどなし

ZTE R206-z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:1034 19d2:1035 ほとんどなし
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ZTE R206-z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:1034 19d2:1036 ほとんどなし

ZTE R206-z Vodafone HSPA+
21.6/5.76

19d2:1034 19d2:1037 ほとんどなし

ZTE R209-z Vodafone DC-HSPA+
42.2/5.76

19d2:1042 19d2:1043 ほとんどなし

ZTE R212 Vodafone LTE CAT3 19d2:1026 19d2:1027 ほとんどなし

ZTE R212 Vodafone LTE CAT3 19d2:1026 19d2:1028 ほとんどなし

ZTE R212 Vodafone LTE CAT3 19d2:1026 19d2:1029 ほとんどなし

Copyright © 2018 Sophos Limited 611



補⾜ F

F SFMOS 15.01.0 との互換性
次は、Sophos Firewall デバイスの SFOS 16.01.0 以上を SFMOS 15.01.0 で管理する場合を説
明しています。
• SFM-OS V15 では、SF-OS V15 の機能をグループレベルでのみ管理することができます。SF-

OS V16 の機能を管理するには、SFM-OS V15 のデバイスレベルビューを使⽤します。
• SFM-OS V15 に表⽰される SF-OS V16 デバイスの UI は更新されていないため、実際の SF-

OS V16 の UI とは⼀致していません。

注
SFM-OS V15 から SF-OS V16 デバイスのデバイスレベルビューを開くと、警告が表⽰されま
す。
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