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Cisco Security Connector ガイド 

Cisco Security Connector ガイド 
Cisco Security Connector は、組織が所有する iOS デバイスに対する可視性と制御を比類ないレベルに高めます。AMP 
for Endpoints Clarity および Umbrella と組み合わせることで、Cisco Security Connector では次のことが可能になります。 

●  ネットワーク トラフィックとデバイス トラフィックの可視化（Clarity） 

●  各デバイスのアプリケーション インベントリ情報取得（Clarity） 

●  フィッシング サイトを自動的にブロックし、フィッシング リンクをクリックしたユーザを特定するレポートを生成する

（Umbrella） 

●  悪意のあるドメインへの接続をブロックし、センシティブ データを常に保護する（Umbrella） 

要件 
次に Cisco Security Connector の最小システム要件を示します。 

●  iOS バージョン（11.2 以降）を実行している iOS デバイス。 

●  デバイスは監視モードで実行されていて、Mobile Device Manager（MDM）および Device Enrollment Program
（DEP）と Volume Purchase Program（VPP）を使用して管理されている必要があります。 

●  5 MB の空き容量。 

次のいずれかの Mobile Device Manager： 

●  API アクセスが有効になっている Meraki System Manager（SM）。 

– System Manager と統合ネットワーク型のみサポートされます。 

●  MobileIron Enterprise Mobility Management（EMM）On-Prem 9.4 以降。 

●  AirWatch Mobility Management Cloud 9.2 以降。 

また次も必要になります。 

●  Cisco AMP for Endpoints アカウント（パートナーは無料のトライアル アカウントを要求可能） 

●  Cisco Umbrella アカウント（パートナーは無料のトライアル アカウントを要求可能） 

デバイスがファイアウォールの背後の Wi-Fi ネットワークで使用されている場合、Cisco Security Connector は特定の

ポート経由で特定のサーバにアクセスする必要があります。 

ファイアウォールで、コネクタから次のサーバへの HTTPS（TCP 443）接続を許可する必要があります。 

●  イベント サーバ：intake.amp.cisco.com/event/ 

●  管理サーバ：mgmt.amp.cisco.com/agent/v1/ 

●  クラウド ホスト：cloud-ios-asn.amp.cisco.com 

●  登録サーバ：cloud-ios-est.amp.cisco.com 

● IPv4 DNS 保護を有効にするには、IPv4 IP アドレス 208.67.222.222 または 208.67.220.220 へのダイレクト アク

セスが必要です。 
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● IPv6 DNS 保護を有効にするには、IPv6 IP アドレス 2620:119:35::35 または 2620:119:53::53 へのダイレクト ア
クセス、あるいは NAT64/DNS64 変換による IPv4 アドレスへのアクセスが必要です。 

– 注：DNS 保護が有効にならないと、DNS トラフィックは暗号化されません。 

●  デバイスは、登録と検証のために少なくとも 1 日 1 回は *.opendns.com と通信する必要があります。 

●  次の手順を実行して、デバイスで自動クラッシュ レポートを有効にします。 
a. [設定（Settings）] に移動します。 

b. [プライバシー（Privacy）] をタップします。 

c. [分析（Analytics）] をタップします。 

d. [iPhone 分析の共有（Share iPhone Analytics）] を有効にします。 

e. [アプリ開発者と共有（Share With App Developers）] を有効にします。 

既知の問題 
Cisco Security Connector の既知の問題については、AMP for Endpoints（Clarity）および Umbrella 製品のドキュメント

に記載されています。既知の問題のリストは、Cisco Security Connector の各リリースについて維持され、必要に応じて更

新されます。 

Cisco Security Connector と Clarity 
Cisco Security Connector は、Clarity という名前の機能を備えた監視対象 iOS デバイスにおけるアプリの使用とネット

ワーク アクティビティをモニタリングすることで、前例のない可視性を実現します。Clarity は AMP for Endpoints コンソール

内で管理され、Cisco Security Connector 導入環境全体のインシデントやデバイス アクティビティを一元的に調査します。 

ポリシー 
Cisco Security Connector ポリシーを作成するには、[管理（Management）] > [ポリシー（Policies）] に移動し、[新しいポリ

シー（New Policy）] をクリックします。ダイアログから [iOS] を選択します。 

 

これにより、ポリシー作成ページが表示されます。設定について以下に説明します。 
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ポリシーの内容 
このセクションでは、利用可能なポリシー設定を示します。 

 

[名前（Name）] と [説明（Description）] 
[名前（Name）] は、ポリシーの識別に使用可能な名前です。[説明（Description）] は、ポリシーの詳細情報を提供するため

に使用できます。 

詳細設定 
[コネクタログレベル（Connector Log Level）] を使用すると、デフォルトのログ レベルとデバッグ（詳細）ログ レベルを切り

替えることができます。現時点では、デフォルト ログのみ使用できます。 

[DFC の有効化（Enable DFC）] は、Cisco Security Connector 上のデバイス フロー コリレーションを有効にします。これ

により、ネットワーク アクティビティをモニタし、悪意のあるアクティビティをすべて記録できます。この設定は常に有効になっ

ています。 

[検出アクション（Detection Action）] は、アクティビティの記録はするがブロックしない場合、[監査（Audit）] にのみ設定でき

ます。 

[クライアント通知を許可（Allow Client Notifications）]（MobileIron のみ）を有効にすると、Clarity でエラーが発生した場合

に、クライアント デバイスに通知が表示されます。Meraki と AirWatch MDM については、MDM ダッシュボードからデバイ

ス通知を有効にすることができます。 

[ホスト名の匿名化（Anonymize Host Names）]（AirWatch および MobileIron のみ）は、匿名の名前をデバイスに割り当て、

Cisco Cloud に送信される個人情報をすべて削除します。 
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[グループ（Groups）] 
Cisco Security Connector ポリシーを新しいグループまたは既存のグループに割り当てます。iOS エンドポイントだけが含

まれた新しいグループを作成することを強くお勧めします。グループの作成と編集の詳細については、『AMP for 
Endpoints User Guide（AMP for Endpoints ユーザ ガイド）』を参照してください。作成した iOS ポリシーをグループに割り

当てます。 

 

AMP コンソールから新しいグループに iOS デバイスを移動することはできません。単一のデバイスを移動するには、

Meraki ダッシュボードを使用して、リンクされたグループがあるプロファイルにデバイスを再度タグ付けする必要があります。

デバイスを新しいプロファイルに再度導入することもできます。 

Mobile Device Manager を AMP コンソールに接続する 

Meraki 
iOS デバイスに Cisco Security Connector を導入するには、Meraki SM の API キーを入力する必要があります。Meraki 
SM の設定の詳細については、Meraki SM Cisco Security Connector の設定ページを参照してください。 

Meraki ダッシュボードで以下の手順を実行します。 

2. [マイプロファイル（My Profile）] に移動します。 

3. [API アクセス（API Access）] の下で、API キーを選択してコピーします。 

AMP for Endpoints コンソールで、次の手順を実行します。 

1. [ダッシュボード（Dashboard）] ページに移動して、[iOS Clarity] タブを選択します。 

2. [MDM の統合（MDM integration）] リンクをクリックします。 

3. Meraki API キーを [API キー（API Key）] フィールドに貼り付け、[保存（Save）] をクリックします。API キーは [ビ
ジネスの編集（Business Edit）] ページでいつでも変更できます。 

Meraki SM でグループを変更または追加する必要がある場合は、[管理（Management）] > [Clarity for iOS の導入

（Deploy Clarity for iOS）] に移動して、[Cisco Security Connector の導入（Deploy Cisco Security Connector）] ページ

から行うことができます。 
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AirWatch 
まず、Cisco Security Connector を AirWatch MDM に追加する必要があります。AirWatch ダッシュボードで以下の手

順を実行します。 

1. [アプリとブック（Apps & Books）] > [パブリック（Public）] タブに移動します。 

2. リストに Cisco Security Connector アプリが表示されます。表示されない場合は、[アプリケーションの追加（Add 
Application）] をクリックします。 

a. プラットフォームに適した Apple iOS を選択して、「Cisco Security Connector」を検索します。 

b. 検索結果からアプリケーションを選択して、[保存して割り当て（Save & Assign）] をクリックします。 

3. [割り当てグループの選択（Select Assignment Groups）] > [割り当てグループの作成（Create Assignment 
Group）] をクリックして、新しいスマート グループを作成します。 

a. スマート グループに [名前（Name）] を割り当てます。 

b. [所有権（Ownership）] を [共有（Shared）] と [企業（Corporate）] に設定します。 

c. [プラットフォームとオペレーティングシステム（Platform and Operating System）] を、[Apple iOS]、[より大き

い（Greater Than）]、および [iOS 11.2.0] に設定します。 

d. [保存（Save）] をクリックします。 

4. Cisco Security Connector を初めて追加する場合は、[割り当ての追加（Add Assignment）] ダイアログが表示さ

れます。 

a. [アプリの配信方法（App Delivery Method）] を [自動（Auto）] に設定します。 

b. [管理型アクセス（Managed Access）] を [有効化（Enabled）] に設定します。 

c. [ユーザがインストールした場合にアプリを MDM 管理対象にする（Make App MDM Managed if User 
Installed）] を [有効化（Enabled）] に設定します。 

d. [追加（Add）] をクリックします。 

5. [保存してパブリッシュ（Save & Publish）] をクリック後、[パブリッシュ（Publish）] をクリックします。 

6. 6. [アプリとブック（Apps & Books）] から [Cisco Security Connector] を選択します。[割り当て

（Assignment）] タブに自分のスマート グループが表示されていることを確認します。 

AMP コンソールで以下の手順を実行します。 

1. [アカウント（Accounts）] > [ビジネス（Business）] に移動します。 

2. [機能（Features）] の下で、[MDM の統合（MDM Integration）] をクリックします。 

3. [MDM タイプ（MDM Type）] プルダウンから [AirWatch] を選択します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

MobileIron 
まず、Cisco Security Connector を MobileIron MDM に追加する必要があります。MobileIron ダッシュボードで以下の手

順を実行します。 

1. [デバイスとユーザ（Devices & Users）] > [ラベル（Labels）] に移動します。 

2. [ラベルの追加（Add Label）] をクリックします。 

a. 新しいラベルに [名前（Name）] と [説明（Description）] を割り当てます。 

b. [プラットフォーム名（Platform Name）]、[次以降のバージョン（Starts with）]、および [iOS 11.2] を設定して、

[条件（Criteria）] を追加します。 
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c. [監視対象（Supervised）]、[等しい（Equals）]、および [対象（True）] を設定して、別の [条件（Criteria）] を追

加します。 

d. [保存（Save）] をクリックします。 

3. [アプリ（Apps）] > [アプリカタログ（App Catalog）] に移動して、[追加（Add）] をクリックします。 

4. [iTunes] をクリックして、「Cisco Security Connector」を検索します。 

5. 検索結果から [Cisco Security Connector] を選択して、[次へ（Next）] をクリックします。 

6. 次のページのフィールドの大部分はすでに入力されています。[説明（Description）] と [カテゴリ（Category）] を追

加して、[次へ（Next）] をクリックします。 

7. [デバイス登録またはサインイン時に、インストール要求またはアプリを管理対象外から管理対象に変換する要

求を送信する（iOS 9 以降）（Send installation request or send convert unmanaged to managed app request 
(iOS 9 and later) on device registration or sign-in）] を選択して、[次へ（Next）] をクリックします。 

8. [アプリ（Apps）] > [アプリカタログ（App Catalog）] に移動します。 

a. [アクション（Actions）] > [ラベルに適用（Apply to Labels）] を選択します。 

b. ステップ 2 で作成したラベルを選択します。 

c. [適用（Apply）] をクリックします。 

1. [アカウント（Accounts）] > [ビジネス（Business）] に移動します。 

2. [機能（Features）] の下で、[MDM の統合（MDM Integration）] をクリックします。 

3. [MDM タイプ（MDM Type）] プルダウンから [MobileIron] を選択します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

Cisco Security Connector の導入 

Meraki 
[管理（Management）] > [Clarity for iOS の導入（Deploy Clarity for iOS）] に移動して、Meraki の導入環境に変更を加え

ます。AMP for Endpoints グループを Meraki SM プロファイルに適用できます。各プロファイルには 1 つのグループとそ

のグループに関連付けられているポリシーのみ適用できます。 

 

1. 適用する AMP for Endpoints の [グループ（Group）] を選択するか、または Meraki SM を更新します。 

2. Meraki SM から適用先の [オーガナイゼーション（Organization）] を選択します。 



 

 
© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 7 / 25 ページ 

3. オーガナイゼーション内の [ネットワーク（Network）] を選択します。 

4. Clarity を適用する 1 つ以上の [プロファイル（Profiles）] を選択します。プロファイルの作成の詳細については、

「設定プロファイル」を参照してください。 

a. 1 台の iOS デバイスに複数のプロファイルを導入できますが、Clarity が適用されている複数のプロファイ

ルを導入しようとするとエラーが発生し、2 番目のプロファイルは適用されないことに注意してください。

Clarity だけが適用されている 2 番目のプロファイルは、Umbrella だけが適用されている既存プロファイル

があるデバイスには問題なく導入できます。 

5.  [更新（Update）] をクリックして導入します。 

Cisco Security Connector を導入したら、Meraki ダッシュボードを使用して、「Using Apple’s Volume Purchase 
Program (VPP) with Systems Manager（Systems Manager における Apple 社の Volume Purchase Program（VPP）
の活用）」の手順に従いアプリをデバイスに導入する必要があります。 

AirWatch 
AirWatch から導入するには、まず AMP コンソールから Mobileconfig ファイルをダウンロードする必要があります。 

1. [管理（Management）] > [Clarity for iOS の導入（Deploy Clarity for iOS）] に移動します。 

2. iOS ポリシーを事前に割り当てている AMP for Endpoints の [グループ（Group）] を選択します。 

3. [モバイル設定の取得（Get Mobile Configuration）] をクリックします。 

4. [クリップボードにコピー（Copy to Clipboard）] をクリックします。 

ドメインを Cisco Cloud への送信対象から除外するには、AirWatch の「ドメインの除外」のステップ 2 と 3 を確認してから

続行してください。 

この段階で、AirWatch ダッシュボードから Mobileconfig ファイルを追加する必要があります。 

1. [デバイス（Devices）] > [プロファイルとリソース（Profiles & Resources）] > [プロファイル（Profiles）] に移動しま

す。 

2. [追加（Add）] > [プロファイルの追加（Add Profile）] をクリックします。 

3. [iOS] をクリックします。 

4. [全般（General）] の下で以下の手順を実行します。 

a. [名前（Name）] と [説明（Description）] を割り当てます。 

b. [導入（Deployment）] を [管理型（Managed）] に設定します。 

c. [割り当てタイプ（Assignment Type）] を [自動（Auto）] に設定します。 

d. [削除の許可（Allow Removal）] を [常時（Always）] に設定します。 

e. 以前作成したグループを [割り当てグループ（Assigned Groups）] に追加します。 

5. クリップボードの内容を [カスタム設定（Custom Settings）] テキスト ボックスに貼り付けます。 

6. [保存してパブリッシュ（Save & Publish）] をクリックします。 

7. [デバイス割り当ての表示（View Device Assignment）] の下に、[グループ（Group）] に含まれているデバイスが

表示されます。 

8. [パブリッシュ（Publish）] をクリックします。 
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MobileIron 
MobileIron から導入するには、まず AMP コンソールから Mobileconfig ファイルをダウンロードする必要があります。 

1. [管理（Management）] > [Clarity for iOS の導入（Deploy Clarity for iOS）] に移動します。 

2. iOS ポリシーを事前に割り当てている AMP for Endpoints の [グループ（Group）] を選択します。 

3. [MobileIron プロファイルのダウンロード（Download MobileIron Profile）] をクリックします。 

ドメインを Cisco Cloud への送信対象から除外するには、MobileIron の「ドメインの除外」のステップ 2 と 3 を確認してから

続行してください。 

この段階で、MobileIron ダッシュボードから Mobileconfig ファイルを追加する必要があります。 

1. [ポリシーと設定（Policies & Configs）] > [設定（Configurations）] に移動します。 

2. [新規追加（Add New）] > [iOS と OS X（iOS and OS X）] > [設定プロファイル（Configuration Profile）] をクリック

します。 

a. 設定プロファイルに [名前（Name）] と [説明（Description）] を割り当てます。 

b. [参照（Browse）] をクリックして、AMP コンソールからダウンロードした Mobileconfig ファイルに移動します。 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

3. 作成したばかりの設定プロファイルを選択します。 

4. [アクション（Actions）] > [ラベルに適用（Apply to Labels）] をクリックします。 

a. 事前に作成したラベルを選択します。 

b. [適用（Apply）] をクリックします。 

5. ダイアログで [OK] をクリックします。 

ドメインの除外 
ドメインの除外リストを使用して、Clarity で対象外にするドメインを指定できます。このリストにあるドメインに対するネット

ワーク アクティビティはすべて Cisco Cloud に報告されず、モバイル アプリ トラジェクトリやデバイス トラジェクトリに表示さ

れません。除外リストは、Mobile Device Manager ダッシュボードを使用して指定します。ドメインの除外は、Cisco 
Security Connector 1.0.7 以降でのみ可能です。 

Clarity の除外対象には、正確に一致するホスト名、またはワイルドカード付きサブドメインを指定できます。たとえば、正確

なホスト名（www.cisco.com）を除外できます。また、サブドメイン（*.cisco.com）を除外でき、この場合、www.cisco.com、

cisco.com、および cisco.com プライマリ ドメインに含まれるその他すべてのサブドメインが除外されます。 

Meraki 
1. Meraki ダッシュボードで Cisco Security Connector を含むプロファイルを開き、[Clarity コンテンツ フィルタ

（Clarity Content Filter）] を選択します。 

2. domain_exclusions_list キーを追加し、[タイプ（Type）] ドロップダウンから [リスト（List）] を選択します。[値
（Value）] フィールドにホスト名またはサブドメインを追加し、変更を保存します。リストには複数のホスト名やサブ

ドメインを追加できます。 

3. iOS デバイスで Cisco Security Connector を開き、[Clarity ステータス（Clarity status）] に移動します。[ドメイン

の除外（Domain Exclusions）] を選択して、追加したリストを確認します。 

重要：除外するドメインを追加するために、Meraki ダッシュボードを使用して Clarity プロファイルを変更する場合、それら

の変更は、AMP for Endpoints ダッシュボードを使用して Clarity ポリシーを変更する際に常に上書きされます。 
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AirWatch 
AirWatch にドメインの除外を追加するには、新しい Mobileconfig ファイルをダウンロードして編集する必要があります。 

1. 除外するドメインを追加するグループの AirWatch Mobileconfig ファイルをダウンロードします。 

2. Mobileconfig ファイルをテキスト エディタで開きます。 

3. 次の例のように、ブロック内にドメインの除外リストを追加します。ファイルを保存します。 

<key>VendorConfig</key> 

     <dict> 

          <key>affiliate_guid</key> 

          <string>7e9d7d2a-b554-50f4-3ebb-d275f6f9aa30</string> 

          <key>cloud_asn1_server_host</key> 

          <string>cloud-ios-asn.amp.cisco.com</string> 

          ...  

          <key>domain_exclusions_list</key> 

          <array> 

               <string>www.google.com</string> 

               <string>*.cisco.com</string> 

               <string>www.reddit.com</string> 

               <string>*.office.opendns.com</string> 

          </array> 

     </dict> 

4. 既存のプロファイルを更新するには、AirWatch ダッシュボードで、[デバイス（Devices）] > [プロファイルとリソース

（Profiles & Resources）] > [プロファイル（Profiles）] に移動します。 

5. Clarity プロファイルを開き、[バージョンの追加（Add Version）] をクリックします。 

6.  [カスタム設定（Custom Settings）] の下に、変更した Mobileconfig セクションを追加します。 

MobileIron 
MobileIron にドメインの除外を追加するには、新しい Mobileconfig ファイルをダウンロードして編集する必要があります。 

1. 除外するドメインを追加するグループの MobileIron Mobileconfig ファイルをダウンロードします。 

2. Mobileconfig ファイルをテキスト エディタで開きます。 

3. 次の例のように、ブロック内にドメインの除外リストを追加します。ファイルを保存します。 

<key>VendorConfig</key> 

     <dict> 

          <key>affiliate_guid</key> 

          <string>7e9d7d2a-b554-50f4-3ebb-d275f6f9aa30</string> 

          <key>cloud_asn1_server_host</key> 

          <string>cloud-ios-asn.amp.cisco.com</string> 

          ...  

          <key>domain_exclusions_list</key> 

          <array> 

               <string>www.google.com</string> 

               <string>*.cisco.com</string> 

               <string>www.reddit.com</string> 
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               <string>*.office.opendns.com</string> 

          </array> 

     </dict> 

4. MobileIron の既存プロファイルは編集できないため、上記の MobileIron プロファイルの作成手順と同じ手順を使

用して編集した Mobileconfig で既存プロファイルを置き換える必要があります。 

[ダッシュボード（Dashboard）] の [iOS Clarity（iOS Clarity）] タブ 
[ダッシュボード（Dashboard）] に移動して、[iOS Clarity] タブを選択します。Meraki SM にすでにリンクを設定している場合、

このタブには、管理対象 iOS デバイスで最近監視されたアプリケーションのリスト、および 7 日以上報告がないデバイスの

リストが表示されます。 

[最近監視されたアプリ（Recently Observed Apps）] リストには、アプリの名前、監視されたデバイスの数、バンドル ID、[モ
バイルアプリトラジェクトリ（Mobile App Trajectory）] にアプリを表示するためのリンクが表示されます。 

 



 

 
© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 11 / 25 ページ 

バンドル ID をクリックして、アプリ名、パッケージ名、および発行元の名前を表示するメニューを有効にします。パッケージ

名をコピーしたり、アクティビティが一致する他のアプリの AMP for Endpoints データを検索したりすることもできます。この

メニューは、AMP for Endpoints コンソールに表示されている任意のバンドル ID をクリックして表示できます。 

 

[未検出デバイス（Unseen Devices）] には、7 日以上報告がない iOS デバイスが表示されます。10 台を超えるデバイス

がリストに含まれている場合、それらのデバイスはグループ別に集約されます。グループ名をクリックして、7 日以上報告が

ないデバイスのリストが表示される [コンピュータ（Computers）] ページのフィルタ ビューを確認します。 

 

[コンピュータ（Computers）] ページ 
[管理（Management）] > [コンピュータ（Computers）] に移動すると、Cisco Security Connector がインストールされている

すべての iOS デバイスのリストが表示されます。他の AMP for Endpoints Connector をインストールしている場合は、[オ
ペレーティングシステム（Operating System）] フィルタを使用して、iOS のバージョンを選択できます。詳細を表示するには、

iOS デバイスの名前をクリックします。 

 

詳細情報からクリックして、コネクタと関連付けられているすべての [イベント（Events）]、[デバイストラジェクトリ（Device 
Trajectory）]、およびそのデバイスの [監査ログ（Audit Log）] を確認できます。デバイスを削除することもできます。AMP 
コンソールを使用して iOS デバイスを移動することはできないため、[移動（Move）] ボタンは無効化されています。単一の

デバイスを移動するには、Meraki ダッシュボードを使用して、リンクされたグループがあるプロファイルにデバイスを再度タ

グ付けする必要があります。デバイスを新しいプロファイルに再度導入することもできます。 

重要：デバイスを削除しても、[端末管理（Computer Management）] ページのリストから削除されるだけです。デバイスから 
Cisco Security Connector をアンインストールしない限り、削除したデバイスによって生成されたイベントが表示されます。 
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モバイル アプリ トラジェクトリ 
モバイル アプリ トラジェクトリには、特定のアプリがインストールされているすべてのデバイスについて、該当アプリのアク

ティビティが表示されます。これは、不要または不審なアクティビティを見つけるのに役立ちます。モバイル アプリ トラジェク

トリを起動するには、[ダッシュボード（Dashboard）] の [iOS Clarity（iOS Clarity）] タブ タブにある [アプリトラジェクトリ

（App Trajectory）] リンクをクリックするか、バンドル ID をクリックし、コンテキスト メニューから [モバイルアプリトラジェクト

リ（Mobile App Trajectory）] を選択します。 

ページの上部に、アプリに関する収集可能なすべての情報（バージョンや発行元を含む）の概要が表示されます。 

 

日付スライドを使用して、表示する 3 日間を選択できます。日付に付いている青いドットは、そのアプリで確認されたアク

ティビティの量を示しています。 

 

[このアプリを使用しているエンドポイント（Endpoints using this App）] セクションには、スライダで選択した 3 日間にそのア

プリからのネットワーク アクティビティがあったデバイスのリストが表示されます。縦軸にはアプリがインストールされている

デバイスのリスト、横軸には日付と時刻が表示されます。各矢印の長さは、監視対象アプリが生成しているアクティビティの

量を示しています。デバイス名をクリックしてその [デバイストラジェクトリ（Device Trajectory）] を表示し、そのデバイス上

の全アプリのアクティビティの完全なビューを確認します。 

 

ある日をクリックして拡大表示したり、3 つの 8 時間の列を表示したりもできます。拡大表示は 2 秒間隔になるまで続ける

ことができます。 
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アクティビティの詳細（接続数と継続時間、特定の時刻、各ネットワーク接続の詳細など）を表示するには矢印をクリックします。 

 

[ネットワークの宛先（Network Destination）] には、デバイスからアクセスされるすべてのドメインのリストがトップ レベル ド
メイン（TLD）別に表示されます。このリストは、アルファベット順または接続の合計数で並べ替えることができます。エント

リを展開して、追加の詳細情報、特定の URL、ポート、および接続を表示することもできます。 

 

[デバイス トラジェクトリ（Device Trajectory）] 
[デバイス トラジェクトリ（Device Trajectory）]には、iOS デバイスにインストールされているアプリケーションからのネット

ワーク接続が表示されます。[デバイストラジェクトリ（Device Trajectory）] の縦軸には、Cisco Security Connector によっ

てデバイス上で確認されたアプリのリストが表示され、横軸には時刻と日付が表示されます。各接続の矢印は、各アプリに

よって生成されたネットワーク アクティビティを表します。矢印をクリックすると、接続の詳細が表示されます。 
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[ビジネス（Business）] ページ 
AMP for Endpoints とのペアリングに使用する Meraki SM API キーを変更するには、[アカウント（Accounts）] > [ビジネス

（Business）] ページに移動し、[Cisco Meraki EMM の統合（Cisco Meraki EMM Integration）] リンクをクリックします。 

 

Meraki API キーを該当フィールドに貼り付け、[保存（Save）] をクリックします。 

 

Meraki オーガナイゼーションと Systems Manager ネットワークの詳細も表示されます。更新されたリストを取得するには、

[メタデータの更新（Refresh Metadata）] をクリックします。 
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Cisco Security Connector と Umbrella 
Cisco Security Connector には、インテリジェント プロキシなどのための機能を含め、DNS トラフィックを Cisco Umbrella 
クラウドに転送する機能があります。Umbrella クラウドでは、フィッシング サイトや情報を盗み出すサイトなど、悪意のある

サイトに対するフィルタリングが行われます。 

Cisco Security Connector の Umbrella に関する機能では、ローカルのデバイスにはないクラウド セキュリティによる完全

な可視性と制御を得るために、（オンデマンドまたは Always-On の）VPN またはフル プロキシを使用する必要はありま

せん。そのため管理が容易になり、よりシンプルで効果的なセキュリティ確保が可能になります。 

サポート電子メールの有効化 
最初に、Umbrella で管理サポート用の電子メール アドレスを設定します。これは、エンド ユーザがアプリから診断レポー

トを送信するための電子メール アドレスです。診断レポートはシスコ サポートに転送されます。一般的にこの電子メールに

は、モバイルを管理する社内のサポート部門を指定します。 

1. Umbrella ダッシュボードの上部にある [設定（Settings）] をクリックします。 

2. ユーザがサポートへの連絡に使用する電子メール アドレスを入力します。 

 

MDM を Umbrella に登録する 

Meraki 
Meraki MDM を Umbrella に登録するには、最初に Umbrella ダッシュボードにログインします。 

1. [ID（Identities）] > [モバイルデバイス（Mobile Devices）] に移動します。 

2. [Meraki MDM をリンクする（LINK Meraki MDM）] ボタンをクリックすると、モーダル ウィンドウが表示されます。 

3. 自分の Meraki SM MDM API キーを貼り付け、[次へ（NEXT）] をクリックします。 
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次に、使用する Meraki SM オーガナイゼーションとネットワークを選択します。次の手順は、以下のイメージで確認できます。 

1. 自分の MDM プロファイルを選択します。 

a. 1 台の iOS デバイスに複数のプロファイルを導入できますが、Umbrella が適用されている複数のプロファイ

ルを導入しようとするとエラーが発生し、2 番目のプロファイルは適用されないことに注意してください。

Umbrella だけが適用されている 2 番目のプロファイルは、Clarity だけが適用されている既存プロファイル

があるデバイスには問題なく導入できます。 

2. MDM のリンク設定中に、Umbrella はデフォルトで Umbrella ルート証明書をプッシュします。これは、HTTPS サ
イトのブロック ページを適切に表示したり、オプションでインテリジェント プロキシによる選択的な SSL 復号を有

効にしたりする場合に必要になります。 

3.  [保存（SAVE）] をクリックします。 

4. 最後に、Umbrella のプロファイル設定が Meraki にプッシュされることを確認します。Umbrella DNS プロキシの

プロファイルでは、設定情報が Umbrella によって入力されています。 
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AirWatch 
AirWatch から導入するには、まず Umbrella ダッシュボードから Mobileconfig ファイルをダウンロードする必要があります。 

[ID（Identities）] > [モバイルデバイス（Mobile Devices）] に移動し、[AirWatch 設定（AirWatch Config）] ダウンロード ボ
タンをクリックします。ダウンロードしたファイルを保存します。 

 

次に Umbrella ルート証明書をダウンロードします。[ポリシー（Policies）] > [ルート証明書（Root Certificate）] に移動しま

す。次に [証明書をダウンロード（Download Certificate）] をクリックして、ダウンロードされた .cer ファイルを保存します。 

この段階で、AirWatch ダッシュボードに Mobileconfig ファイルを追加する必要があります。 

次に、Umbrella の新しいプロファイルを作成します。 

1. [デバイス（Devices）] > [プロファイルとリソース（Profiles & Resources）] に移動し、[プロファイル（Profiles）] をク

リックします。 

2. [追加（Add）] > [プロファイルの追加（Add Profile）] をクリックします。 

3. [iOS] をクリックします。 

4. プロファイルに名前を付け、説明を入力します。 

5. 割り当ては [自動（Auto）] に設定します。 

6. アプリと同じグループを選択します。 

7. [カスタム設定（Custom Settings）] を選択します。 

8. [設定（Configure）] をクリックします。 

9. 先にダウンロードした Airwatch 用の Mobileconfig ファイルをテキスト エディタで開きます。 

10. 設定ファイル内の 2 箇所のコード コメントは、ファイル内のコピーする必要がある部分を示しています。コピーす

るセクションは、先頭が 

<!-- AirWatch - copy from here to paste into the AirWatch UI to provision a DNS proxy -- 
> で、末尾が 
<!-- AirWatch - end copy --> の部分です。 

11. 関連するコンテンツを Airwatch 設定に貼り付けます。 

12. [保存してパブリッシュ（Save & Publish）] をクリック後、[パブリッシュ（Publish）] をクリックします。 

 

1. プロファイルに名前を付け、説明を入力します。 

2. 割り当ては [自動（Auto）] に設定します。 

3. アプリと同じグループを選択します。 

4. [クレデンシャル（Credentials）] を選択します。 

5. [アップロード（Upload）] を選択します。 

6. .cer ファイルを参照します。 

7. [保存してパブリッシュ（Save & Publish）] をクリック後、[パブリッシュ（Publish）] をクリックします。 
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MobileIron 
MobileIron から導入するには、まず Umbrella ダッシュボードから Mobileconfig ファイルをダウンロードする必要があります。 

[ID（Identities）] > [モバイルデバイス（Mobile Devices）] に移動し、[MobileIron 設定（MobileIron Config）] ダウンロード 
ボタンをクリックします。ダウンロードしたファイルを保存します。 

 

次に Umbrella ルート証明書をダウンロードします。[ポリシー（Policies）] > [ルート証明書（Root Certificate）] に移動しま

す。次に [証明書をダウンロード（Download Certificate）] をクリックして、ダウンロードされた .cer ファイルを保存します。 

この段階で、MobileIron ダッシュボードに Mobileconfig ファイルを追加する必要があります。 

MobileIron ダッシュボードで、[ポリシーと設定（Policies & Configs）] に移動します。 

1. [新規追加（Add New）] > [iOS と OS X（iOS and OS X）] > [設定プロファイル（Configuration Profile）] をクリック

します。 

2. 設定プロファイルに [名前（Name）] と [説明（Description）] を割り当てます。 

3. [参照（Browse）] をクリックして、Umbrella ダッシュボードからダウンロードした Mobileconfig ファイルに移動します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

5. 新しく作成したプロファイルを強調表示します。 

6. [アクション（Actions）] > [ラベルに適用（Apply to Labels）] をクリックします。 

7. 事前に作成したラベルを選択します。 

8. [適用（Apply）] をクリックします。 

9. 成功ダイアログ メッセージで [OK] をクリックします。 

 

1. [ポリシーと設定（Policies & Configs）] > [設定（Configurations）] に移動します。 

2. [新規追加（Add New）] > [証明書（Certificates）] をクリックします。 

3. [名前（Name）] と [説明（Description）] に入力します。 

4. [参照（Browse）] をクリックします。 

5. 事前に Umbrella ダッシュボードからダウンロードした証明書を選択します。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

7. 新しく追加した証明書を選択し、[アクション（Actions）] > [ラベルに適用（Apply to Label）] をクリックします。 

8. エンドポイントのラベルを選択し、[適用（Apply）] をクリックします。 
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Umbrella でのポリシー管理 
Cisco Security Connector を導入したら、Meraki ダッシュボードを使用して、「Using Apple’s Volume Purchase 
Program (VPP) with Systems Manager（Systems Manager における Apple 社の Volume Purchase Program（VPP）
の活用）」の手順に従いアプリをデバイスに導入する必要があります。エンドポイントを Umbrella に登録すると、ダッシュ

ボードに表示されます。 

 

Umbrella のデフォルトのポリシー設定 
Umbrella のすべての ID にはデフォルトのポリシーが適用されます。デフォルトのポリシーは、[ポリシー（Policies）] にある

ポリシー リストの最後のポリシーです。以下のセクションでは、ポリシーの設定を確認します。ポリシーの設定は、[ポリシー

（Policies）] > [デフォルトポリシー（Default Policy）] をクリックして変更するか、新しいポリシーを作成して編集することがで

きます。 

[ポリシー（Policies）] > [セキュリティ設定（Security Settings）] 
ポリシーを設定したりレポートで可視化したりするには、Umbrella を MDM に登録して、監視対象の iOS デバイスで 
Umbrella をアクティブにする必要があります。すべての ID は MDM によって自動的に同期され、デフォルトの Umbrella 
ポリシーが適用されます。ポリシーには「すべて許可」（allow-only）モードを設定することも、標準の脅威防御を適用するこ

ともできます。 

Cisco Security Connector により、ポリシーが DNS レイヤで適用されて必要に応じて選択的に検査が実施され、インテリ

ジェント プロキシによってモバイル ワーカーのプライバシーが維持されます。 

必要に応じてポリシーごとにモバイル デバイスの ID を変えることで、さらにきめ細かい制御が可能になります。 
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[ポリシー（Policy）] > [パッシブレポート（Passive Reporting）] モード 
パッシブ モードはユーザが設定するモードではなく、Umbrella が「ブロック モード」に設定される前にソリューションが機能

し、セキュリティを適用するためのものです。ソリューションを評価中のためセキュリティ サイトやコンテンツ サイトをブロック

したくない場合には、モバイル デバイス ID に固有のポリシーを割り当てます。 

 

次に、ポリシーの機能を確認する場合は、すべてのオプションをオフにすると、次のようなサマリー画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のポリシー設定については、次を参照してください。 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/customize-your-policies-1/ [英語] 

インテリジェント プロキシの詳細については、次を参照してください。 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/enable-the-intelligent-proxy/ [英語] 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/customize-your-policies-1/
https://docs.umbrella.com/product/umbrella/enable-the-intelligent-proxy/
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Umbrella レポート 
Umbrella レポートの一般情報については、次を参照してください。 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/getting-started-learning-to-use-reports-and-exporting-reports/ [英語]  

3 つの主要なレポートの概要を次に示します。 

アクティビティ検索レポート 
Umbrella では、セルラー ネットワークを含むすべてのネットワークにおける、iOS を含むすべてのデバイスについて、リア

ルタイムで最大 30 日間のアクティビティが表示されます。このアクティビティでは、10 万ものデバイス、ユーザ、ネットワー

クを、応答、プロトコル、ID タイプ、セキュリティまたはコンテンツのカテゴリに基づいて、フィルタおよび検索できます。詳細

については、次を参照してください。 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/activity-search [英語] 

セキュリティ アクティビティ レポート 
Cisco Mobile Security の一般的な使用例としては、iOS ユーザに対するフィッシング攻撃を防御することがあります。モバ

イル デバイスでは、ユーザは（マウスオーバー機能がないこともあって）リンクを確認せず、またモバイルに最適化された 
Web サイトは通常の Web サイトとは表示が異なる場合が多いため、ユーザ自身で不正な URL を識別することが非常に

むずかしくなっています。セキュリティ アクティビティ レポートでは、そのような例をモバイル デバイスで容易に特定すること

ができます。 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/the-security-activity-report/ [英語] 

クラウド サービス レポート 
モバイル管理者にとって有益なレポートとしては、他にクラウド サービス レポートがあります。このレポートでは、ユーザが

インストールやアクセスを試みたモバイル アプリのリストが示されるため、ユーザがそのアプリまたはサービスを利用したい

と考える理由を調べることができます。 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/cloud-services-report/ [英語] 

Umbrella 通知の設定 
iOS 11.2 以下が動作しているデバイスでは、Umbrella がデバイスを確実に保護することができません。保護が突然停止

された場合には、保護されていないことをユーザに示す通知が表示されます。その場合には、ユーザはデバイスをリブート

するか、新しい MDM 管理プロファイルをデバイスにプッシュして Umbrella を再起動する必要があります。この機能は、通

知オプションが無効にされている場合には利用できません。 

1. Umbrella ダッシュボードで、左側のスライド メニューを開きます。[ID（Identities）] で [モバイルデバイス（Mobile 
Devices）] を選択します。 

 

https://docs.umbrella.com/product/umbrella/getting-started-learning-to-use-reports-and-exporting-reports/
https://docs.umbrella.com/product/umbrella/activity-search
https://docs.umbrella.com/product/umbrella/the-security-activity-report/
https://docs.umbrella.com/product/umbrella/cloud-services-report/
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2. [モバイルデバイス（Mobile Devices）] ページで [設定（SETTINGS）] を選択します。 

 

3. [モバイルデバイスの設定（Mobile Device Settings）] ダイアログが表示されます。提示されるオプションの中から、

適切な設定を選択します。 

 

次のオプションを使用できます。 

● [なし（None）] 

– Umbrella での変更がユーザに通知されません。 

● [保護の障害を通知（Notify on Protection Failure）] 

– 保護の障害が発生した場合と、保護の再開時にユーザに通知されます。 

● [保護の変更時に通知（Notify on Protection Change）] 

– 保護の障害を含め、保護内容に変更があった場合にユーザに通知されます。このオプションはより詳細なオ

プションです。ほとんどの場合、このオプションではユーザに提供される情報が多すぎます。 

Umbrella ダッシュボードで通知設定を更新しても、その設定は次回のデバイス同期までは適用されません。この同期間隔

は動的であり、クラウド上のその時点の負荷によって変わります。最短同期時間は一般的に 25 分ですが、通常は保護ス

テータスに変更があった場合にトリガーされます。最短同期時間が経過した後でも、ネットワークの変更またはデバイスの

スリープ/再開サイクルによって同期がトリガーされます。 
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デバイスの動作確認 

AMP コンソールから Clarity を確認 
[管理（Management）] > [コンピュータ（Computers）] に移動すると、Cisco Security Connector がインストールされている

すべての iOS デバイスのリストが表示されます。他の AMP for Endpoints Connector をインストールしている場合は、[オ
ペレーティングシステム（Operating System）] フィルタを使用して、iOS のバージョンを選択できます。詳細を表示するには、

iOS デバイスの名前をクリックします。 

 

Umbrella ダッシュボードから Umbrella を確認 
[ID（Identities）] > [モバイルデバイス（Mobile Devices）] に移動すると、使用中のすべての iOS デバイスのリストが表示さ

れます。 

 

Cisco Security Connector のアップグレード 
Cisco Security Connector の更新バージョンは、利用可能になると App Store にプッシュされ App Store から更新されます。 

Cisco Security Connector のアンイストール 
管理対象デバイスからアプリを削除する手順については、Meraki SM のドキュメントを参照してください。 

Apple Deployment Program ヘルプ 
https://help.apple.com/deployment/business 

https://help.apple.com/deployment/business
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Meraki SM ドキュメント リンク 

ダッシュボード ネットワークの作成 
https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Organizations_and_Networks/Creating_and_Deleting_
Dashboard_Networks [英語] 

APNS 証明書の生成 
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Creating_an_Apple_MDM_Push_Certificate [英語] 

VPP での登録 
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Using_Apple%E2%80%99s_Volume_Purchase_Progra
m_(VPP)_with_Systems_Manager [英語] 

デバイスの監視 
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Using_Apple's_Device_Enrollment_Program_(DEP)_wit
h_Systems_Manager [英語] 

または 

https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Enrolling_and_Supervising_iOS_Devices_using_Apple_
Configurator_2.0_or_Later [英語] 

API キーの取得 
https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Other_Topics/The_Cisco_Meraki_Dashboard_API [英語] 

設定プロファイル 
https://documentation.meraki.com/SM/Profiles_and_Settings/Configuration_Profiles [英語] 

タグの使用 
https://documentation.meraki.com/SM/Tags_and_Policies/Using_Tags_in_Systems_Manager [英語] 

iOS アプリの追加 
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Deploying_iOS_and_Android_Apps [英語] 

Cisco Security Connector 
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Cisco_Security_Connector_(CSC) [英語] 

AirWatch ドキュメントのリンク 

myAirWatch サポート ポータル 
https://my.air-watch.com/ [英語] 

VMware AirWatch Mobile Device Management Guide（VMWare AirWatch モバイル デバイス管理ガイド） 
https://resources.air-watch.com/view/chy4qmz7s82wp39823wb/en [英語] 

 

https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Organizations_and_Networks/Creating_and_Deleting_Dashboard_Networks
https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Organizations_and_Networks/Creating_and_Deleting_Dashboard_Networks
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Creating_an_Apple_MDM_Push_Certificate
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Using_Apple%E2%80%99s_Volume_Purchase_Program_(VPP)_with_Systems_Manager
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Using_Apple%E2%80%99s_Volume_Purchase_Program_(VPP)_with_Systems_Manager
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Using_Apple's_Device_Enrollment_Program_(DEP)_with_Systems_Manager
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Using_Apple's_Device_Enrollment_Program_(DEP)_with_Systems_Manager
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Enrolling_and_Supervising_iOS_Devices_using_Apple_Configurator_2.0_or_Later
https://documentation.meraki.com/SM/Device_Enrollment/Enrolling_and_Supervising_iOS_Devices_using_Apple_Configurator_2.0_or_Later
https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Other_Topics/The_Cisco_Meraki_Dashboard_API
https://documentation.meraki.com/SM/Profiles_and_Settings/Configuration_Profiles
https://documentation.meraki.com/SM/Tags_and_Policies/Using_Tags_in_Systems_Manager
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Deploying_iOS_and_Android_Apps
https://documentation.meraki.com/SM/Apps_and_Software/Cisco_Security_Connector_(CSC)
https://my.air-watch.com/
https://resources.air-watch.com/view/chy4qmz7s82wp39823wb/en
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