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はじめに  

企業ネットワークの外部にいるエンド ユーザからの Web トラフィック セキュリティを認証し、リダイレクトします。

CWS は、ユーザがオフィスや VPN の外部にいる場合にもキャッシュされたユーザ クレデンシャルとディレクトリ

情報を使用するので、まったく同じ Web 使用ポリシーを適用することができます。 

このドキュメントでは、AnyConnect Web セキュリティ クライアント経由でネットワーク トラフィックを CWS に 

リダイレクトする方法について説明します。 

*注：シスコでは、当社のクラウド プロキシをタワーと呼んでいます。このドキュメント全体で、「プロキシ」と 

「タワー」は同じ意味で使用されています。 

クラウドの導入 

導入は、次の 3 つのセクションに分けられます。 

 

 

 

 

 

新たなリダイレクト方式 

新たなリダイレクト方式は 4 つあり、それぞれについて導入ガイドが用意されています。各リダイレクト方式の導

入ガイドについては、こちらの技術資料を参照してください。 

 
Cisco サービス統合型

ルータ（ISR G2 に 
CWS コネクタを導入） 

インターネット トラフィックをブランチ オフィスからクラウドにインテリジェ

ントに直接リダイレクトすることにより、帯域幅、コスト、リソースを削減

し、セキュリティと制御ポリシーを強化できます。場所を問わず、すべて

のユーザにアクセプタブル ユース ポリシー（AUP）を適用します。 

 
次世代ファイアウォール

（ASA/ASAv に CWS 
コネクタを導入） 

CWS を使用してコンテンツ スキャンをシスコのクラウドにオフロードす

ることで ASA への投資を有効活用します。会社、グループまたは個々

のユーザにアクセプタブル ユース ポリシー（AUP）を適用します。 

 
Web セキュリティ アプ

ライアンス（WSA/WSAv 
に CWS コネクタを 
導入） 

CWS と WSA を統合して ID 情報をクラウドに送信できるようにし、 
その他のオンプレミス エンタープライズ機能をクラウド Web セキュリ

ティのお客様へと拡張します。 

 

スタンドアロンでの導入 追加ハードウェアを必要としないシンプルな Web セキュリティ ソリュー

ションを導入します。既存のブラウザ設定と PAC/WPAD ファイルを使

用して、シスコのクラウド Web セキュリティ サービスに接続します。 

準備 導入 テスト 

http://iwe.cisco.com/web/selling-security/cloud-web-security
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テスト 導入 準備 

準備  

このセクションでの作業はありません。
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導入 

AnyConnect Secure Mobile Client の設定：Web セキュリティ モジュール 

このドキュメントは、導入プロセスの概要を示すことを目的としています。詳細な情報とトラブルシューティングにつ

いては、管理者ガイド [英語] を参照してください。 

 

スタンドアロンのプロファイル エディタを使用した AnyConnect Web セキュリティ サービス プロファイルの作成 

サービス プロファイルは、AnyConnect Web セキュリティ クライアントの設定が含まれたファイルです。このファ

イルに含まれる内容には、AnyConnect Web セキュリティがトラフィックをモニタするポート、AnyConnect Web 

セキュリティが仲介しないクライアントとホスト間のすべてのメッセージ交換、スキャン タワーへの AnyConnect 

Web セキュリティの接続方法、Cisco クラウド Web セキュリティ サービスに対するクライアント認証、AnyConnect 

Web セキュリティ サービスを無効化するためのサービス パスワード、Web フィルタリング ポリシーおよびレポー

トに利用するエンドユーザ ID などがあります。 

スタンドアロンのサービス プロファイル エディタはアプリケーションであり、サービス プロファイルの作成と編集を

行うための GUI が用意されています。このアプリケーションは、設定をクリア テキストの XML ファイルに保存し

ます。このファイルを使用して、サービス プロファイルを変更することができます。また、このアプリケーションは、

設定のもう 1 つのバージョンとして、暗号化した WSO ファイルを作成します。このファイルは、AnyConnect 

Web セキュリティ クライアントがクライアント自体の設定のために使用します。 

*注：スタンドアロンの AnyConnect Web セキュリティ プロファイル エディタは、Cisco.com、または、ScanCenter 

ポータルの  [管理（Admin）]  [ダウンロード（Download）]  [セキュア モビリティ（Secure Mobility）]  

[AnyConnect プロファイル エディタ（AnyConnect Profile Editor）] からダウンロードできます。 

事前導入またはネットワーク プッシュ方式を使用する場合には、考慮すべき規則が 2 つあります。まず、サービ

ス プロファイル名は、正確に websecurity_serviceprofile でなければなりません。大文字と小文字は区別されま

せん。次に、プロファイルは特定の場所に保存する必要があります。インストールした場所のルートに、Web セ

キュリティ フォルダを含むプロファイル フォルダが必要です。MSI インストーラでは、この Web セキュリティ フォ

ルダ内に websecurity_serviceprofile.wso ファイルがあることが前提となっています。このフォルダには、サービ

ス プロファイルの xml バージョンを置くこともできますが、技術的には必要ありません。 

*注：セキュリティ上の理由から、シスコは、ユーザが読み取りアクセス権を持たない場所にこの xml ファイルを保

存することをお勧めします。この xml サービス プロファイルから、暗号化されていないパスワードを読み取ること

ができてしまうためです。 

参照ビデオ：スタンドアロンのプロファイル エディタを使用して AnyConnect Web セキュリティ サービス プロファ

イルを作成する [英語] 

開始前に、以下を必ず準備してください。 

• VPN ゲートウェイの入力 IP（スプリット トンネル モデルで VPN クライアントを使用する場合）  

• 認証ライセンス キー 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect31/administration/guide/anyconnectadmin31/ac06websecurity.html
http://cisco.com/
https://supportforums.cisco.com/videos/4037
https://supportforums.cisco.com/videos/4037
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• NetBIOS のドメイン名  

ステップ 1：AnyConnect セキュア モビリティの導入用インストール ファイルをホストするサーバのデスクトッ

プに、AnyConnect プロファイル エディタをダウンロードします。このプロファイル エディタは、任意の Windows 

ベースのマシンにインストールできます。サーバである必要はありません。 

*注：AnyConnect プロファイル エディタは Windows でのみ使用できます。 

ステップ 2：インストーラを実行します。[カスタム インストール（Custom Install）] を選択します。必要なのは、

Cisco Web セキュリティ プロファイル エディタのみです。他は選択解除できます。 

ステップ 3：インストールが完了したら、Web セキュリティ プロファイル エディタを起動します。 

*右上の [プロキシの更新（Update Proxies）] ボタンを確認してください。このボタンは、使用可能な 

AnyConnect Web セキュリティ スキャン タワーのリストに更新がある場合にのみ表示されます。 

ステップ 4：[プロキシの更新（Update Proxies）] ボタンを押して、サービス プロファイルに組み込む新しいタ

ワー情報をダウンロードします。AnyConnect Web セキュリティ クライアントも、サービスが開始されるたび

にこの確認を行います。 

デフォルトのスキャン タワーは、サービスの開始時に AnyConnect Web セキュリティ クライアントが自動的

に接続するスキャン タワーです。 

ステップ 5：ローミングしない場合に AnyConnect Web セキュリティ クライアントがある所から、地理的に

も近いスキャン タワーを選択します。 

デフォルトのトラフィック リッスン ポートは、ポート 80（クリア テキストの Web トラフィック用）、およびポート 

8080 と 3128 に対して設定されます。どちらもタワー ポートです。 

*注：組織でポート 443 のトラフィックをフィルタしたり、モニタしたりしない場合であっても、暗号化された Web 

トラフィック用にポート 443 も追加することをお勧めします。一部の Web サイトではメッセージ交換をポート 

80 で開始することがありますが、クライアント認証が必要な場合、そのメッセージ交換はポート 443 の Web 

ページに転送されます。このような状況が発生し、かつ AnyConnect Web セキュリティがポート 443 トラ

フィックを仲介していない場合は、クライアントの IP アドレスが変更されます。これは、しばしばリモートホスト

が接続をドロップする原因になります。ポート 443 を追加するだけでこの状況は回避できます。 

ステップ 6：[例外（Exceptions）] ブランチを選択します。ホストの例外は、フィルタリングされないエンドポイン

トです。[追加（Add）] をクリックします。 

*DNS ホスト名にはワイルドカードを使用できます。ワイルドカードは、あるドメイン全体を例外に指定するの

に使用できます。たとえば、*.cisco.com のように使用します。 
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図 2.1 

ステップ 7：メッセージ交換がすでに Cisco クラウド Web セキュリティ サービスに転送されている場合に、

AnyConnect Web セキュリティがトラフィックをフィルタリングしない IP アドレスを追加します。[追加（Add）] 

をクリックします。IP アドレスを追加しないと、Web フィルタリング ポリシーを適用する際やレポート時に異常

が発生することがあります。 

静的な例外には、フィルタリングしないエンドポイントおよびネットワークの IP アドレスと IP サブネットを 

CIDR 表記で設定します。 

タワーの例外は、信頼できるタワー サーバです。 

*注：RFC 1918 サブネットのアドレスはインターネットにルーティングできないため、デフォルトで含まれてい

ます。また、VPN クライアントをスプリット トンネル モードで使用する場合は、使用する VPN ゲートウェイの

入力 IP アドレスを追加する必要があります。 

*注： 初のオクテットが 224.0.0.0/4 と 240.0.0.0/4 のサブネットについて、本チュートリアルの作成時点で

は、これらのサブネットでは、Cisco クラウド Web セキュリティ サービスがアラート ページを生成するという

問題が発生していました。AnyConnect Web セキュリティ クライアントを使用している場合にのみアラート 

ページが表示される問題が発生する場合は、必ずオフサイトでテストしてください。その後、これらのサブネッ

トを削除します。 

*注：IP アドレス 80.254.145.118 は AnyConnect Web セキュリティがチェック インして、新しいスキャン タ

ワーを把握するためのホストであり、静的な例外に設定しておく必要があります。 

ステップ 8：[設定（Preferences）] ブランチを選択します。[ユーザ制御可能（User Controllable）] はデフォル

トで有効になっています。このオプションにより、エンドユーザはこのページの次の 2 つのオプションを切り替

えることができます。[ユーザ制御可能（User Controllable）] が無効になっている場合、次の 2 つのオプショ

ンはグレーで表示されます。これらは、サービス プロファイルで設定するのと同様に、AnyConnect Web セ

キュリティ クライアントでも設定できます。 
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[自動スキャン プロキシの選択（Automatic Scanning Proxy Selection）] を設定すると、AnyConnect Web 

セキュリティ クライアントが、利用できるタワーの中で も高いパフォーマンスの AnyConnect Web セキュリ

ティ スキャン タワーに自動で接続できるようになります。これは、エンドユーザがよく出張する場合や、

AnyConnect Web セキュリティのユーザが複数の地域に分散している場合に適したオプションおよびサービ

ス プロファイルです。このオプションを使用する際の注意は、ローカル出力のカバレッジ ゾーンにいるエンド

ユーザが、そのユーザがいる地域とは異なるカバレッジ ゾーンにバックホールされるということです。これに

より、地域によって異なる Web ベース アプリケーションで予期しない動作が発生する可能性があります。 

たとえば、検索結果がまったく異なる地域のものにローカライズされる場合があります。 

 
図 2.2 

[スキャン プロキシを応答時間で並べる（Order scanning proxies by response time）] が有効になっている

場合は、スキャン タワーが上から順にパフォーマンスの も高いものから低いものへ並べ替えられて表示さ

れます。これは、前述の自動選択オプションの代わりに手動で選択する方法ですが、エンドユーザがスキャ

ン タワーを選択できるのは、[ユーザ制御可能（User Controllable）] が有効になっている場合のみです。 

チュートリアル補足：TND（信頼ネットワーク検出） 

概要 

TND（信頼ネットワーク検出）は、プロファイル エディタで AnyConnect Web セキュリティ プロファイルの一

部として定義されます。TND を使用すると、AnyConnect Web Security  クライアントは、クライアントが信頼

ネットワーク上にあることを検出し、クライアントがすでにフィルタを安全に通過したものとみなして、クライアン

トの Web トラフィックをインターセプトするのを中止します。 

TND サーバの数はプロファイルで定義できます。これは、複数の内部ネットワーク間をローミングする、すで

に保護されているクライアントに対して有効です。 

設定 

プロファイル エディタの [設定（Preferences）] ページで、管理者は、IP または FQDN で必要なすべての信

頼されたサーバとポート（特に指定されていない場合は、デフォルトの 443 が使用されます）を定義します。 
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管理者は、プロファイル エディタで内部向け SSL サーバの IP アドレスまたは FQDN を入力するだけです。

[追加（Add）] をクリックすると、プロファイル エディタは指定された SSL サーバと通信し、その証明書のハッ

シュを取得して、プロファイル エディタの設定ページに追加します。 

 
図 2.3 

この定義を行う際、プロファイル エディタが内部向け SSL サーバにアクセスし、ハッシュを取得できるよう

に、内部ネットワーク内でプロファイル エディタを実行するのが一番よい方法です。この方法を取れない場合

や、ハッシュが抽出されない場合は、ハッシュを SSL サーバから手動でエクスポートするか、x509 openssl 
コマンドを使用してエクスポートして、手動でプロファイル エディタに入力することもできます（証明書ハッシュは 
SHA256 ハッシュでなければなりませんが、証明書自体はどの暗号化アルゴリズムのものでも構いません）。 

 
図 2.4 

チュートリアル補足の終了 
ステップ 9：[認証（Authentication）] ブランチを選択します。 

ステップ 10：[プロキシの認証ライセンス キー（Proxy Authentication License Key）]  フィールドに認証ライ

センス キーを入力します。Cisco クラウド Web セキュリティ サービスは、認証ライセンス キーで AnyConnect 
Web セキュリティ クライアントを認証します。不正確な認証ライセンス キー、または無効な認証ライセンス 
キーは、スキャン タワーがトラフィックをドロップする原因になります。 

 
図 2.5 
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サービス パスワードは、AnyConnect Web セキュリティ クライアントのリスニング サービスを無効にし、

AnyConnect Web セキュリティ クライアントが Web トラフィックをフィルタリングしないようにするために使用

されるパスワードです。このパスワードは、ご使用の環境で AnyConnect Web セキュリティの使用を開始す

る前に変更する必要があります。 

*注：ライセンス キーは ScanCenter ポータルで生成できます。 

ステップ 11：[エンタープライズ ドメインを使用する（Use Enterprise Domains）] フィールドに、ご使用の 

NetBIOS ドメイン名を入力します。NetBIOS ドメイン名の代わりにアスタリスクを入力すると、AnyConnect 

Web セキュリティはローカル マシンが参加しているすべてのドメインとログオン ユーザ名との照合を試みま

す。この設定により、AnyConnect Web セキュリティが、ログオン ドメイン ユーザのグループ メンバーシップ

を Cisco クラウド Web セキュリティ サービスに正しく報告できるようになります。 

Cisco クラウド Web セキュリティ サービスに特定のグループを含めたり、このサービスから特定のグループ

を除外したりする場合は、[グループ包含リスト（Group Include List）]/[グループ除外リスト（Group Exclude 

List）] を使用できます。空白のままにした場合は、記録されたメンバーを含むすべてのグループが、Cisco ク

ラウド Web セキュリティ サービスに報告されます。 

チュートリアル補足：フェール オープン/フェール クローズ 

[詳細設定（Advanced）] ページの [接続失敗時のポリシー（Connection Failure Policy）] ドロップダウン リス

トは、Web セキュリティ エージェントがリスト上のどのデータセンター プロキシとも通信できなかった場合に、

フェール オープンするかフェール クローズするかを定義します。 

フェール クローズが選択されていると、次の回線が選択可能になり、これにより、キャプティブ ポータルが検

出された場合の Web セキュリティ エージェントの動作方法が決まります。 

 
図 2.6 

キャプティブ ポータルが [フェール オープン（Fail Open）] に設定されている場合、エージェントが Web トラフィッ

クをインターセプトすることなく、ユーザはキャプティブ ポータル（ホテルや空港内など）にアクセスし、認証でき

るようになります。ユーザがキャプティブ ポータルを通過し、インターネット アクセスが許可されると、エージェン

トは 初のドロップダウン ウィンドウでの設定に従い、引き続きフェール クローズ モードで動作します。 
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[接続失敗時のポリシー（Connection Failure Policy）] が [フェール オープン（Fail Open）] に設定されてい

る場合、[キャプティブ ポータル（Captive Portal）] の設定もデフォルトで [フェール オープン（Fail Open）]  
に設定され、変更できません。 

 
図 2.7 

チュートリアル補足の終了 

ステップ 12：設定を保存するには、[ファイル（File）] をクリック後、[保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 13：インストール フォルダを参照します。[プロファイル（Profiles）] フォルダ  [Web セキュリティ

（Web Security）] の順にクリックします。ファイル名は、正確に websecurity_serviceprofile でなければなり

ません。大文字と小文字の区別はありません。 

 
図 2.8 

ステップ 14：[保存（Save）] をクリック後、[続行（Continue）] をクリックします。 

ステップ 15：Windows Explorer を開き、保存する場所までドリル ダウンします。プロファイル エディタによ

り、クリア テキストの .xml ファイルと暗号化された WSO ファイルに設定が保存されます。 
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*xml ファイルはこのフォルダに保存する必要はありません。このフォルダに保存する必要があるのは WSO 

ファイルのみです。xml ファイルは、ユーザに読み取りアクセス権がない場所に保存し、ユーザがこのファイ

ルを開いてサービス パスワードを見ることができないようにする必要があります。 

Web 導入方式を使用した AnyConnect Web セキュリティのインストール 

シスコは、Web 導入方式を ASA からプルする方式として定義しています。クライアントが ASA に接続すると、

AnyConnect Web セキュリティのインストールが開始されます。Web 導入では、AnyConnect セキュア モビリ

ティ VPN クライアントを特別にインストールする必要があります。 

参照ビデオ：Web 導入方式を使用して AnyConnect Web セキュリティをインストールする [英語] 

開始前に、以下を必ず準備してください。 

• ASA バージョン 8.4 以降、ASDM 6.4 以降  

• 稼働している AnyConnect セキュア モビリティ VPN クライアント  

• Web セキュリティ サービス プロファイル 

• AnyConnect セキュア モビリティの Web 導入イメージ（cisco.com で取得可能） 

• ロックダウン トランスフォーム（サンプル トランスフォームが cisco.com にあります） 

• テスト用ワークステーション  

シナリオ 1：AnyConnect セキュア モビリティ VPN がインストール済みの場合 

ステップ 1：ASDM を使用して ASA に接続します。ASA のバージョンは 8.4、ASDM のバージョンは 6.4 で

す。これより前のバージョンは Cisco AnyConnect Web セキュリティと互換性がないため、これは必須です。 

 
図 2.9 

ステップ 2：[設定（Configuration）]  [リモート アクセス VPN（Remote Access VPN）] の順にクリックします。 

ステップ 3：[ネットワーク クライアント アクセス（Network Client Access）] を展開します。AnyConnect セ

キュア モビリティ VPN クライアントは、この ASA ですでに設定されています。 

ステップ 4：[AnyConnect クライアントの設定（AnyConnect Client Settings）] をクリックします。 

https://supportforums.cisco.com/videos/4039
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*注：AnyConnect セキュア モビリティ イメージは、ご使用の環境の OS に適した、インストールするバージョ

ンのものをロードします。 

 
図 2.10 

ステップ 5：[AnyConnect クライアント プロファイル（AnyConnect Client Profile）] をクリックします。VPN ク

ライアント設定用のサービス プロファイルがすでにあることに注意してください。 

ステップ 6：[AnyConnect 接続プロファイル（AnyConnect Connection Profiles）] をクリックします。

AnyConnect セキュア モビリティ VPN クライアント アクセスは、外部インターフェイスに対してのみ有効に

なっています。 

ステップ 7：デフォルトの接続プロファイルを編集するか、必要に応じて新しいプロファイルを作成します。 

ステップ 8：VPN アドレス プールおよびデフォルト グループ ポリシーを割り当てます。 

ステップ 9：[AnyConnect クライアント プロファイル（AnyConnect Client Profile）] を選択します。[追加

（Add）] をクリックします。 

ステップ 10：プロファイル名のフィールドに、websecurity_serviceprofile などのわかりやすい名前を入力し

ます。プロファイルの使用目的を Web セキュリティに変更します。 

ステップ 11：[グループ ポリシー（Group Policy）] で、接続プロファイルの下に表示されたグループ ポリシーを

選択します。この場合は [デフォルト グループ ポリシー（Default Group Policy）] です。[OK] をクリックします。 

ステップ 12：サービス ポリシーを設定するには、[編集（Edit）] をクリックします。「AnyConnect Web セキュリ

ティ サービス プロファイルの作成」を参照してください。スタンドアロンのプロファイル エディタを使用した 

AnyConnect Web セキュリティ サービス プロファイルの作成と同じプロセスです。 

ステップ 13：[OK] ボタンをクリックすると、このサービス プロファイルの設定が、ステップ 12 で定義された 

Web セキュリティ サービス プロファイルに保存されます。 

ステップ 14：Web セキュリティ サービス プロファイルが設定されたら、[適用（Apply）] をクリックします。 

[グループ ポリシー（Group Policies）] をクリックします。 

ステップ 15：[グループ ポリシー（Group Policies）] を編集します。この場合はデフォルト ポリシーです。 

[全般（General）] ブランチで、[その他のオプション（More Options）] を展開します。使用するトンネリング  

プロトコルのみを有効にします。この場合は、[SSL VPN クライアント（SSL VPN Client）] をオンにします。 
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図 2.11 

ステップ 16：[詳細設定（Advanced）] を展開して、[スプリット トンネリング（Split Tunneling）] を選択します。

フル トンネル設定が使用されることに注意してください。この設定は、一般的に、Web セキュリティを使用し

ない VPN クライアントの場合に使用されます。 

ステップ 17：スプリット トンネルを設定して、フル トンネルを分割します。ポリシーを、[下記のネットワーク  

リストをトンネル（Tunnel Network List Below）] に設定します。[管理（Manage）] をクリックします。 

ステップ 18：[標準 ACL（Standard ACL）] タブで、[ACL の追加（Add ACL）] をクリックします。「Protected 

network」など、その ACL にわかりやすい名前を指定します。[OK] をクリックします。 

ステップ 19：[ACE の追加（Add ACE）] をクリックします。アクションは、[許可（Permit）] をオンにします。 

アドレスが内部ネットワークのものか、LAN VPN クライアントのオブジェクトがアクセス権を持っている必要

があります。 

ステップ 20：オブジェクトを選択します。[アドレス（Address）] をクリックします。3 つのダイアログ ボックスの

それぞれで、[OK] をクリックします。 

ステップ 21：ここで、[AnyConnect クライアント（AnyConnect Client）] ブランチをクリックします。ダウンロー

ドするオプションのクライアント モジュールのドロップダウン リストをクリックします。 

ステップ 22：[AnyConnect DART] と [AnyConnect Web セキュリティ（AnyConnect Web Security）] を選

択します。[OK] をクリックします。ダウンロードするクライアント プロファイルで、[追加（Add）] をクリックしま

す。プロファイル名を web security service profile に変更し、[OK] をクリックします。 

ステップ 23：[AnyConnect クライアント（AnyConnect Client）] ブランチを展開し、[ログイン設定（Log-in 

Setting）] を選択します。必ず [ユーザにプロンプトを表示しない（Do not prompt user）] を選択し、[AnyConnect 

のダウンロード（Download AnyConnect Client）] がオンになっていることを確認します。[OK] をクリックしま

す。[適用（Apply）] をクリックします。 

ステップ 24：エンドユーザが AnyConnect Web セキュリティ サービスを無効にできないようにするために、

ロックダウン モードを適用する必要があります。そのためには、[AnyConnect のカスタマイズ/ローカライズ

（AnyConnect Customization/Localization）] ブランチを展開します。 

ステップ 25：[カスタマイズされたインストーラ トランスフォーム（Customized Installer Transforms）] を選択

します。シンプルなトランスフォームのコピーはすでに cisco.com からダウンロードされ、ASA にアップロード

されています。[インポート（Import）] をクリックします。 

http://cisco.com/
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ステップ 26：名前フィールドにわかりやすい名前を入力します。 初の文字は必ずアンダースコアにします

（例：_anyconnect-win-lockdown）。 初の文字をアンダースコアにすることで、すべての AnyConnect モ

ジュールがトランスフォームの適用対象であることが ASA に示されます。プラットフォームは Windows でな

ければなりません。 

 
図 2.12 

ステップ 27：ロックダウン トランスフォームを保存する場所をオンにします。この場合は ASA の [フラッシュ 

ファイル システム（Flash file system）] です。 

ステップ 28：[フラッシュを参照（Browse Flash）] をクリックします。トランスフォーム ファイルを選択し、[OK] 
をクリックします。[今すぐインポート（Import Now）] をクリックして、[OK] をクリックします。 

ステップ 29：これで AnyConnect が設定されたので、AnyConnect VPN がすでにインストールされている 

Windows クライアントにログオンします。 

*注：このシナリオでは、Web セキュリティ対応の AnyConnect セキュア モビリティ クライアントをアップデー

トするために、管理者権限でログオンする必要はありません。 

ステップ 30：AnyConnect VPN クライアントを使用して ASA に接続し、AnyConnect Web セキュリティのイ

ンストールを開始します。 

*注：AnyConnect の UI には、AnyConnect Web セキュリティ モジュールがアクティブであることが反映され

ていない場合があります。 

Step 31：[Windows サービス（Windows Services）] を開きます。[Cisco AnyConnect Web Security 

Agent] サービスが表示され、そのステータスが [開始済み（Started）] になっていることを確認します。ログオ

フして、再度ログインすると、AnyConnect Web セキュリティの UI が更新され、Web セキュリティ クライアン

トがアクティブであることが反映されます。この操作を行わない場合、UI は次回の再起動で更新されます。 

 
図 2.13 
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シナリオ 2：AnyConnect Web セキュリティ クライアントがインストールされていないマシンにログオンする場合  

これらの操作は、Microsoft のグループ ポリシーおよび Active Directory を使用すると簡単になります。トラブル

なく正常に実施するには、これらのオプションを使用するのが 適です。 

ステップ 1：Web ブラウザを開き、HTTPS を使用して ASA の外部インターフェイスを参照します。 

ステップ 2：VPN クライアント アクセス用に設定された方式を使用して認証すると、インストールが開始しま

す。AnyConnect のトレイ アイコンをクリックすると、すべてのコンポーネントが正しくインストールされている

ことを確認できます。 

ステップ 3：whoami.scansafe.net を参照して、エンド ユーザが正しく識別されていることを確認します。 

ユーザ名にはログオン ユーザが反映されており、ユーザとグループには、ユーザがメンバーであるグループ

が反映されているはずです。 

*注：「connectorVersion: AP_ACx.x.xxxxx」を探して、トラフィックが AnyConnect にリダイレクトされていること

を確認します。 

*注：サービスを開始すると、AnyConnect の 2 つのサービスがあることを確認できます。1 つは 

AnyConnect Web セキュリティ サービスです。もう 1 つは AnyConnect セキュア モビリティ サービスで、

VPN クライアント サービスを制御します。 

ただし、Web セキュリティ サービスは、セキュア モビリティ サービスによって制御されます。ロックダウン トラ

ンスフォームを適用できるのは、クライアントのインストール時またはアップグレード時のみです。つまり、シナ

リオ 1 で Web セキュリティ サービスにロックダウンが適用されていても、セキュア モビリティ サービスには

適用されていないということです。このシナリオでは、Web セキュリティ サービスは、セキュア モビリティ エー

ジェントを無効にするだけで無効化できます。 

この問題を回避するには、シナリオ 2 に従って AnyConnect Web セキュリティ クライアントのクリーン イン

ストールを実行するか、新規クライアント バージョンへのアップグレード時にシナリオ 1 だけを実施するかの

いずれかです。 

 

PC 用の事前導入方式を使用した AnyConnect Web セキュリティのインストール 
AnyConnect Web セキュリティ クライアントを導入には次のいずれかの方法があります。セットアップの実行可
能ファイルを実行する、グローバル ポリシー オブジェクト（Microsoft AD）から起動スクリプトを実行する、ソフト
ウェア管理ソリューションを使用する、のいずれかです。このドキュメントの 後にあるインストール スクリプトはグ
ループ ポリシー オブジェクトで使用できます。ソフトウェア管理ソリューションで利用することもできます。 
 
PC 用の事前導入方式を使用した AnyConnect Web セキュリティ クライアントの導入に関するこのセクションで
は、Active Directory のグループ ポリシー オブジェクトでこのドキュメントの 後のスクリプトを使用する方法を重
点的にとりあげます。このスクリプトまたはこの方式を使用する必要はありませんが、使用すれば AnyConnect 
Web セキュリティ クライアントを簡単に導入できます。 
 
AnyConnect セキュア モビリティのインストール ポイントをホストする Windows サーバにログインします。 

AnyConnect セキュア モビリティ クライアントのインストール ファイルを cisco.com からダウンロードするか、
ScanCenter ポータル（[管理（Admin）]  [ダウンロード（Downloads）]  [セキュア モビリティ（Secure 
Mobility）]）からダウンロードします。このガイドで使用される AnyConnect のインストール スクリプト
（AnyConnectInstallationScript.CMD）は、このドキュメントの 後にある「付録」に記載されています。 

http://whoami.scansafe.net/
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参照ビデオ：PC 用の事前導入方式を使用して AnyConnect Web セキュリティをインストールする [英語] 

AnyConnect のインストール スクリプトの確認 

 
図 2.14 

SOURCE：AnyConnect セキュア モビリティ クライアントのインストール ファイルのある場所。source = 0 の場

合、このスクリプトはその場所を自動で検出して、AnyConnect セキュア モビリティ クライアントのインストール 

ファイルの場所を見つけますこの検出機能は、AnyConnect Web セキュリティのインストール スクリプトと、

AnyConnect セキュア モビリティ クライアントのインストール ファイルが同じフォルダにある場合にだけ有効であ

る事に注意してください。 

LOCKDOWN：有効な場合、ローカル システム アカウント以外のアカウントでは、AnyConnect Web セキュリティ 

サービスを管理できなくなります。これにより、ローカル ユーザが管理者権限を持っている場合でも AnyConnect 

Web セキュリティ サービスを無効化することはできず、AnyConnect Web セキュリティ サービスの安全性が守ら

れます。このため、シスコではロックダウンを有効にすることをお勧めしますが、実稼働環境にクライアントを導入

する場合のみに限定する必要があります。コンセプト実証段階では、ロックダウンを有効にせずにテストを行う方

が簡単です。 

HIDE_UNINSTALL：Windows のバージョンに応じて、[プログラムの追加と削除（Add or Remove Programs）] 
または [プログラムと機能（Programs And Features）] ユーザ インターフェイスに AnyConnect Web セキュリ

ティ コンポーネントを表示しないようにします。有効にすると、AnyConnect セキュア モビリティ クライアントは、 

プログラムからでしか削除できなくなります。その対応として、このドキュメントの後述のインデックスには、削除ス

クリプト（AnyConnectRemovalScript.CMD）が含まれています。 

LOG_PATH：AnyConnect Web セキュリティのインストール ログが保管される場所を示します。 

 

https://supportforums.cisco.com/videos/4035
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LOG_NAME_PREFIX：インストール ログ名に適用される文字列を示します。システム変数 %USERNAME% は

起動スクリプト イベントの実行中は利用できないため、システム変数 %COMPUTERNAME% を利用することを

お勧めします。起動スクリプト イベント実行中は、ユーザはログオンできません。LOG_PATH に、書き込み可能

なネットワーク共有への UNC パスを指定すると、AnyConnect Web セキュリティのインストール ログを、クライ

アント マシンのローカルにではなく、一元化された場所に保存することができます。その場合、上書きされないよ

うに各ログ ファイルの名前は一意にする必要があります。 

DELAY：ログオン スクリプト（起動スクリプトではなく）を使用して AnyConnect セキュア モビリティ クライアントを

インストールし、ユーザがログオンした後にインストールを実行する場合に便利です。 

DELAY_TIMER：DELAY が有効になっている場合にのみ使用できます。秒単位で指定します。 

UPGRADE_REBOOT_SUPPRESS：インストール スクリプトで、アップグレード イベントが検出された場合にのみ使

用されます。この状況は、ネットワーク上の AnyConnect セキュア モビリティのインストール ファイルのバージョ

ンが、エンドポイント上のファイルより新しい場合に発生します。 

AnyConnect セキュア モビリティ クライアントがアップグレードされる場合、サービスは停止され、ローカル マシン

がリブートされるまでクライアントを再起動できなくなります。自動リブートを防止するためには、このオプションを

有効にします。 

*注：Windows XP はこのオプションと互換性がないため、このオプションを設定しても再起動します。 

FORCE_SERVICE_PROFILE：インストール スクリプトによりアップグレード イベントが検出された場合にのみ使

用されます。 

アップグレード中、サービス プロファイルはデフォルトではコピーされません。アップグレード中にサービス プロ

ファイルを強制的にネットワーク コピーするには、このオプションを有効にします。 

SILENT：インストール中の経過表示バーを非表示にして、インストールまたはアップグレードを完全にサイレント

状態にします。 

VPN_DISABLE：デフォルトで有効になっています。このオプションは、AnyConnect セキュア モビリティ VPN クラ

イアントが Web セキュリティ モジュールと一緒にインストールされないようにします。このオプションが有効になっ

ており、AnyConnect セキュア モビリティ VPN クライアントがエンドポイントにすでにインストールされている場合

は、VPN クライアントはインストールされません。AnyConnect セキュア モビリティ VPN クライアントのインストー

ルやアップグレードを行うには、このオプションを無効にします。 

ENABLE_DETECT_LAPTOP：有効にすると、インストール スクリプトがローカル マシンに対して、そのマシンが

ラップトップ、またはポータブル コンピュータであるかどうかを問い合わせます。エンドポイントがラップトップの場

合は AnyConnect セキュア モビリティ クライアントがインストールされ、そうでない場合は、スクリプトは 

AnyConnect をインストールせずに終了します。 

このオプションを使用するには、getchassistype.vbs および detectlaptop.vbs の 2 つの追加スクリプ

トが AnyConnect のインストール スクリプトと同じフォルダに配置されている必要があります。これらのスクリプト

については、このガイドの 後の付録にも記載されています。 
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getchassistype.vbs は、Windows コンピュータ上で実行されると、ローカル マシンが自身をとのようなコン

ピュータだと見なしているかを表示するツールです。DETECT_LAPTOP オプションに関する問題が発生した場合は、

このツールを使用して、シャーシのタイプを判断します。detectlaptop.vbs スクリプトを更新して、AnyConnect 

Web セキュリティ クライアントを受け取る各種のシャーシ タイプを有効にしたり、無効にしたりします。 

DETECT_LAPTOP には、導入を簡単にするという役割もあります。このオプションが有効になっている場合、管理

者は Active Directory のどのコンピュータ オブジェクトがラップトップで、どれがデスクトップ/サーバであるかを判

断する必要はありません。 

*注：DETECT_LAPTOP が無効になっている場合（つまり、DETECT_LAPTOP=0）、getchassistype.vbs ス

クリプトと detectlaptop.vbs スクリプトは必要ありません。 

TEST_MODE：有効な場合にコマンド ラインから実行されると、インストール スクリプトは、どのオプションが有効

になっているか、どのモードでスクリプトが実行されているかを出力します。これは、インストールが実行されな

かった場合にトラブルシューティングを行うための 初の手段として有用です。このオプションが有効になってい

る場合、インストール スクリプトは AnyConnect Web セキュリティ クライアントをインストールしないことに注意し

てください。 

この例の場合と、ほとんどのコンセプト実証では、これらのオプションはデフォルト値のままで問題ありません。 

ステップ 1：[グループ ポリシー マネージャ（Group Policy Manager）] を開き、AnyConnect Web セキュリ

ティ クライアントを導入するグループ ポリシー オブジェクトを作成します。ワークステーションに AnyConnect 

Web セキュリティ クライアントをインストールして、そのクライアント自体のテストを開始するだけの場合は、

管理者としてテスト システムにログオンし、このインストール スクリプトを実行します。 

ステップ 2：[グループ ポリシー オブジェクト（Group Policy Objects）]  フォルダを右クリックし、[表示（View）] 
を選択します。AnyConnect Web Security など、このグループ ポリシー オブジェクトにわかりやすい名前を

指定します。 

ステップ 3：新しく作成したグループ ポリシー オブジェクトを選択します。グループ ポリシー オブジェクトは 

OU またはドメイン オブジェクトにまだリンクされておらず、セキュリティ フィルタは、デフォルト グループであ

る [認証済みユーザ（Authenticated Users）] に設定されていることに注意してください。 

ステップ 4：グループ ポリシー オブジェクトを右クリックし、[編集（Edit）] を選択します。[コンピュータの設定

（Computer Configuration）] [Windows の設定（Windows Settings）]  [スクリプト（Scripts）]  [起動

（Startup）] にドリル ダウンします。 

ステップ 5：[追加（Add）] をクリックして、[参照（Browse）] をクリックします。 

ステップ 6：UNC パスを取得するには、[My Network Place]  [ネットワーク全体（Entire Network）]  

[Microsoft Windows ネットワーク（Microsoft Windows Network）] の順に移動します。ドメインを選択し、

AnyConnect Web セキュリティのインストール ポイントをホストしているコンピュータを選択します。 

ステップ 7：インストール ポイントから引き続き参照して、インストール スクリプトを選択します。このパスが 

UNC 形式であり、インストール スクリプトを指していることを確認しください。 
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図 2.15 

*Windows 2008 を使用している場合は、ネットワーク上を移動するか、検索バーで指定したホストまで移動

します。[OK] をクリックして、再度 [OK] をクリックします。 

ステップ 8：[コンピュータ設定（Computer Settings）] の下の [管理テンプレート（Administrative Templates）]  

[システム（System）]  [ログオン（Logon）] にドリルダウンして、[コンピュータの起動時およびログオン時に

常にネットワークを待機する（Always wait for the network at computer startup and logon）] を有効にします。

有効にすると、AnyConnect Web セキュリティを適切にインストールするために必要なすべての Windows 

サービスが起動していることが確認されます。有効になっていない場合、AnyConnect Web セキュリティの

導入が失敗することがあります。 

 
図 2.16 

*インストール スクリプトで遅延が有効になっている場合、このグループ ポリシーを設定する必要はありませ

ん。ただし、設定することでインストールに必要なすべてのサービスが存在することを確認できます。このグ

ループ ポリシー設定が有効になっていない場合は、インストールが開始される前にエンドユーザが当該のコ

ンピュータに確実にログオンしているように、約 5 ～ 10 分の遅延を設定することを検討してください。 
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ステップ 9：[ドメイン オブジェクト（Domain Object）] を右クリックします。[既存の GPO をリンク（Link an 

existing GPO）] を選択後、[AnyConnect Web セキュリティ グループ ポリシー オブジェクト（AnyConnect 

Web Security Group Policy Object）] を選択します。[OK] をクリックします。必要な場合は、グループ ポリ

シー オブジェクトをコンピュータ オブジェクトが含まれている OU にリンクして、AnyConnect Web セキュリ

ティを受け取ることもできます。 

 
図 2.17  

ステップ 10：実稼働ネットワークに接続されたクライアント ラップトップの電源を入れるか、再起動して、 

グループ ポリシーを取得し、起動スクリプトを実行します。起動スクリプトが開始されるイベントは、電源の投

入または再起動だけです。ログオフやログインしただけでは、起動スクリプトは開始されません。 

ステップ 11：AnyConnect のトレイ アイコンをクリックします。緑のチェック マークと、AnyConnect Web セ

キュリティが接続されているタワーの名前が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、 

シスコのサポート、または担当のサービス デリバリー マネージャに連絡して、トラブルシューティングの支援

を要請してください。 

ステップ 12：AnyConnect Web セキュリティがログオン ユーザを正しく認識していることを確認するには、

whoami.scansafe.net を参照します。ユーザ名とグループ メンバーシップを書き留めておきます。 

 

Mac 用の事前導入方式を使用した AnyConnect Web セキュリティのインストール 

シスコは、この事前導入方式を「ネットワークからプッシュする方式」として定義しています。ただしこのチュー

トリアルでは、AnyConnect Web セキュリティをローカルにインストールします。その中で、導入前に 

AnyConnect ディスク イメージを設定する方法を説明します。ディスク イメージを設定すると、ソフトウェア管

理ソリューションを使用して、OS X クライアントに AnyConnect Web セキュリティをプッシュできるようになり

ます。事前導入では、AnyConnect VPN をインストールする必要はありません。AnyConnect Web セキュリ

ティをインストールするには、管理者アカウントが必要です。 

参照ビデオ：Mac 用の事前導入方式を使用して AnyConnect Web セキュリティをインストールする [英語] 

 

 

http://whoami.scansafe.net/
https://supportforums.cisco.com/videos/4014
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開始前に、以下を必ず準備してください。 

o AnyConnect Web セキュリティのサービス プロファイル 

o Mac 用 AnyConnect 事前導入ディスク イメージ。これは cisco.com や、担当のサービス デリバリー 
マネージャから入手できます。 

o VPN 無効化サービス プロファイル（VPNDisable_ServiceProfile.xml）。これは、cisco.com や、担当の

サービス デリバリー マネージャから入手できます。また、このドキュメント末尾の付録にもあります。 

o MacBook 

ステップ 1：Mac にログインし、AnyConnect Web セキュリティのディスク イメージと、VPN 無効化サービス 

プロファイルをダウンロードします。デスクトップに Web セキュリティ サービス プロファイルをコピーします。 

*注：AnyConnect Web セキュリティをインストールする前に、AnyConnect Web セキュリティのディスク イ

メージを設定する必要があります。 

ステップ 2：ディスク ユーティリティを実行します。ディスク イメージ ファイルを選択します。[変換（Convert）] 
をクリックします。 

ステップ 3：名前に、書き換えを表す「rw」を付けて保存します。 

 

 
図 2.18 

ステップ 4：変換されたディスク イメージを保存する場所を選択し、イメージのフォーマットを読み取り/書き込

みに変更します。[保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 5：変換されたディスク イメージをマウントして開きます。 

*注：組織で AnyConnect Web セキュリティ VPN クライアントがすでに使用されている場合は、AnyConnect 

Web セキュリティ VPN クライアントを無効にしないでください。ただし、VPN クライアントを使用しない場合

や、AnyConnect 以外の VPN クライアントを選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

ステップ 6：トランスフォームのフォルダを開き、テキストエディタで ACTransforms ファイルを編集します。 

http://www.cisco.com/jp
http://cisco.com/
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ステップ 7：DisableVPN の後にある false を見つけて、これを true に変更します。ファイルを保存し

て、閉じます。 

 
図 2.19 

ステップ 8：VPN のフォルダに VPNdisable_ServiceProfile をコピーします。ファイルを保存して、閉じます。 

*注：次のステップは、AnyConnect Web セキュリティ VPN クライアントをインストールする、しないにかかわ

らず、AnyConnect Web セキュリティを正しくインストールして設定するために実施する必要があります。 

ステップ 9：Web セキュリティのフォルダに Web セキュリティ サービス プロファイルをコピーします。プロファ

イルのフォルダから、ディスク イメージのルートに戻ります。  

ステップ 10：AnyConnect Web セキュリティのメタ パッケージのインストーラを実行します。インストールが完

了したら、AnyConnect Web セキュリティが開始されていても AnyConnect Web セキュリティのメニュー 

バー アイコンがすぐには表示されないことがわかります。 

ステップ 11：[アプリケーション（Applications）] から、AnyConnect Web セキュリティを起動して、AnyConnect 

Web セキュリティのメニュー アイコンを手動で開始します。 

*注：AnyConnect Web セキュリティが接続されているタワーの名前が表示されていることを確認します。 

表示されていない場合は、サポートか担当のサービス デリバリー マネージャに連絡して、トラブルシューティ

ングの支援を要請してください。 

ステップ 12：AnyConnect Web セキュリティがログオン ユーザを正しく認識していることを確認するには、

whoami.scansafe.net を参照します。 

*ドメイン アカウントを使用せずにローカルでログインしているため、グループ情報は表示されません。ただ

し、ローカルのログインは正しく識別されています。 

 

http://whoami.scansafe.net/
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テスト 

クラウドへの Web リダイレクトの確認  

ステップ 1：クライアント マシンから whoami.scansafe.net を参照します。「ユーザは現在サービスを使用してい

ません（User is not currently using the service）」というメッセージが表示される場合、トラフィックはシスコ クラ

ウドにリダイレクトされていません。これは、ユーザが正しく解決されているかどうかや、検出されているグルー

プ、ユーザ/ロケーションの内部 IP/外部 IP、使用中のコネクタを確認するのに便利です。 

*注：HTTPS インスペクションが有効になっている必要があります。 

whoami.scansafe.net の通常の出力例を以下に示します。 

authUserName: "WinNT://CISCO\\user" 
authenticated: true 
companyName: Cisco 
connectorGuid: 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 
connectorVersion: AP_ACx.x.xxxxx 
countryCode: US 
externalIp: 12.34.56.78 
groupNames: 
  - "WinNT://CISCO\\Group” 
internalIp: 1.2.3.4 
logicalTowerNumber: 1784 
staticGroupNames:  
  - "WinNT://CISCO\\Group” 
userName: "WinNT://CISCO\\user" 

ステップ 2：クライアント マシンから policytrace.scansafe.net を参照して URL を入力し、現在の Web フィルタリ

ング ポリシーで Web 要求がどのように処理されるかを確認します。 

ステップ 3：ScanCenter（CWS の管理ポータル）で [SearchAhead] を有効にし、Google、Bing、Yahoo を参照

して、何らかの検索を行います。SearchAhead のデータが、緑、黄、赤のドットで各検索結果の前に付加されて

います。データに含まれている内容を表示するには、ドットの上にカーソルを移動します。 

Web フィルタリング ポリシーの管理と設定 

Web フィルタリング ポリシーは、ユーザがアクセス権を持つ Web サイトを定義する、一連のルールです。ファイ

アウォールの ACL と同様に、すべてのルールは上から下に評価され、 初に一致したものが適用されます。し

たがって、1 つの Web 要求に適用されるルールは 1 つだけです。ルールは、3 つの条件と 1 つのアクションで

構成されています。3 つの条件とは、グループ メンバーシップ、フィルタ、およびスケジュールです。ルールにグ

ループ メンバーシップが割り当てられていない場合、このルールはデフォルトで全員に適用されます。グループ

の割り当ては、Cisco クラウド Web セキュリティ サービスを使用する特定のユーザまたはコンピュータのグルー

プにルールを適用する場合にのみ設定します。 

参照ビデオ：Web フィルタリング ポリシーの管理と設定 [英語] 

フィルタは、Web 要求があった場合に評価する、Web サイトのカテゴリ、コンテンツ、またはファイル タイプを定

義します。ルールが true となるには、Web 要求がこのフィルタに一致しなければなりません。スケジュールは、

ルールがアクティブになる時刻や曜日を定義します。デフォルトでは、スケジュールは「常時」に設定されていま

す。ルールが true となるには、Web 要求がスケジュールされた期間内に行われる必要があります。 

http://whoami.scansafe.net/
http://whoami.scansafe.net/
http://policytrace.scansafe.net/
https://supportforums.cisco.com/videos/4080
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まとめると次のとおりです。 

1. Web 要求に対してルールのアクションが適用されるには、3 つの条件がすべて true にならなければな

らない。 

2. いずれかの条件が false の場合、そのルール無視され、次のルールが評価される。 

3. デフォルト ルール（極力使用しないことが望ましい）は暗黙的な許可となる。 

ステップ 1：Cisco クラウド Web セキュリティ ポータル（https://scancenter.scansafe.com/）にログオンします。 

ステップ 2：[Web フィルタリング（web filtering）] タブから、[管理（Management）] にカーソルを合わせて、

[フィルタ（Filters）] を選択します。 

ステップ 3：[フィルタの作成（Create Filter）] サブ タブをクリックします。 初に表示されるのはカテゴリです。 

*注：各カテゴリの詳細を理解するには、[ヘルプ（Help）] タブを選択して、オンライン ポータルのドキュメントを

表示します。目次で、[Web フィルタリングのカテゴリ（Web Filtering Categories）]  [カテゴリ

（Categories）] の順に選択します。テストに使用する各カテゴリの定義といくつかの例を確認します。 

ステップ 4：[フィルタ名（filter name）] フィールドにわかりやすい名前を指定します。 

ステップ 5：ほとんどの企業にとって通常不適切と考えられるカテゴリを選択します。終了したら、右下にある 

[保存（Save）] をクリックします。 

 
図 2.51  

ステップ 6：[ドメイン/URL（Domains/URls）] をクリックします。このページは、[ドメイン URL（Domain 

URLs）] と [ネットワーク IP（Network IPs）] の 2 つのフィールドに分かれています。ここでは、特定のホスト、

ドメイン、ネットワークの定義に関してさらに詳細な設定ができます。 

ステップ 7：[ドメイン URL（Domain URLs）] フィールドに、cnn.com などのような完全修飾 URL や、

online.wsj.com などのホスト名、www.bbc.co.uk/news などの URL を入力します。[保存（Save）] をクリック

します。 

*注：説明用の文字やワイルドカードは不要です。また、プロトコルのプレフィックスも必要ありません。 

ステップ 8：HTTP サイトと HTTPS サイトを個別にフィルタする必要がある場合は、[Web フィルタリング

（Web Filtering）]  [管理（Management）]  [グローバル設定（Global Settings）] の下で、[HTTP/HTTPS  

分割を有効にする（Enable HTTP/HTTPS Split）] をオンにします。 

https://scancenter.scansafe.com/
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図 2.52 

ステップ 9：[HTTP/HTTPS 分割を有効にする（Enable HTTP/HTTPS Split）] をオンにして、[保存（Save）] 

をクリックします。フィルタに戻ると、HTTP と HTTPS の 2 種類のカテゴリを確認できます。管理上の負担が

増えるため、このオプションは本当に必要な場合にのみ有効にしてください。 

ステップ 10：[ネットワーク/IP（Networks/IP）] フィールドに、1.2.3.4 などのホストのアドレスを入力して、 

[保存（Save）] をクリックしますサブネット マスクに CIDR 表記が適用されていることを確認してください。 

ステップ 11：サブネットを指定するには、サブネット マスクを適用する必要があります。[保存（Save）] をク

リックします。 

*コンテンツ タイプでは、Web ページのコンテンツのタイプを指定できることに注意してください。フィルタで指

定されたコンテンツをブロックするルールが設定されている場合、Web ページへのアクセスは拒否されませ

んが、特定のコンテンツが非表示になります。 

ステップ 12：フィルタの対象にする MIME タイプを入力することにより、カスタム フィルタにカスタム コンテ 

ンツを指定できます。各タイプは、それぞれ別の行に記載する必要があります。完了したら、[保存（Save）] を

クリックします。 

ファイル タイプはコンテンツ タイプと同じように機能します。Web ページで使用されるファイルが分析されま

す。他のファイル拡張子にファイル タイプを追加したり、カスタム ファイル タイプを指定したりして、フィールド

をブロックすることができます。 

[ドメイン/URL（Domains/URLs）] と同様の UI で [例外（Exceptions）] が表示されます。違いは、Web 要求

が例外と一致すると、ルールがデフォルトとして評価され、無視されるということです。 

たとえば、教育目的で tobacco.org を許可しようとしたとします。しかし、tobacco カテゴリがすでに選択され

ているため、このフィルタはブロックされているルールに適用されます。 

ステップ 13：ドメイン URL の例外として tobacco.org の完全修飾ドメイン名を入力します。ファイル タイプと

例外の左側の余白に黄色の感嘆符が表示されていることに注意してください。黄色の感嘆符は、変更が行

われたが、保存されていない場合に表示されます。 

ステップ 14：[すべての設定の保存（Save All Settings）] ボタンをクリックして、両方の領域に対して行った変

更を保存します。ここで、このフィルタをルールに組み込む必要があります。フィルタがトリガーされるのは、

フィルタが何らかと一致した場合です。AND 条件を設定する場合は、ルールにフィルタを 2 つ追加します 

（3 つ以上は追加できません）。 

ステップ 15：[管理（Management）] にカーソルを置いて、[ポリシー（Policy）] を選択します。[ルールの作成

（Create A Rule）] サブ タブをクリックします。 
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ステップ 16：[名前（name）] フィールドにわかりやすい名前を入力します。*注：ルールとフィルタに同じ名前を

指定することはできますが、ルール間では同じ名前は使用できません。同様に、フィルタ間で同じ名前を使用

することもできません。ルール名とフィルタ名を同じにできることで、管理が簡単になります。 

ステップ 17：ルールのアクションのリストをプル ダウンします。ルールに適用可能な 5 つのアクションが表示

されます。 初の 2 つは [ブロック（Block）] と [許可（Allow）] です。これらの機能は名前のとおりです。[匿名

（Anonymous）] は、さらに次のルールへと進んでポリシーを適用する際に Web 要求者のアクションを記録

します（要求者の ID は記録しない）。[警告（Warn）] は [許可（Allow）] に似ていますが、Web 要求を有効に

する前に、要求者に対してカスタマイズ可能な警告ページを表示します。 

ステップ 18：クライアントレス認証ベースの導入モデルの場合は、[認証（Authenticate）] を使用します。これ

はブロック ルールにするので、[ブロック（Block）] をクリックします。 

ステップ 19：このルールにグループを追加する場合は、[グループ追加（Add Group）] をクリックします。任意

のアルファベット文字をクリックすると、CCWS ポータルで設定されている、先頭のアルファベットが一致する

グループが表示されます。[実行（Go）] をクリックして、すべてのグループを表示することもできます。 

ステップ 20：[フィルタの追加（add filter）] リストをプル ダウンして、目的のフィルタを選択します。ここでは、

[グローバル ブロック フィルタ（Global Block Filter）] を選択することにします。[追加（Add）] をクリックしま

す。スケジュールは「常時」に設定されていることを確認します。 

ステップ 21：[スケジュールの追加（add schedule）] リストをプル ダウンして、[昼食時（Lunch）] と [勤務時間

（Working Hours）] という 2 つの事前定義済みスケジュールが追加されていることを確認します。[Web フィ

ルタリング（Web Filtering）]   [管理（Management）]  [スケジュール（Schedules）] で、追加のスケ

ジュールを定義したり、事前定義されたスケジュールの時間を変更したりすることができます。完了したら、

[ルールの作成（Create Rule）] をクリックします。クラウドへの Web リダイレクトを確認します。
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付録 

以下の AnyConnectInstallationScript.CMD、AnyConnectRemovalScript.CMD、GetChassisType.VBS、

DetectLaptop.VBS スクリプトは例であり、現状のままの状態で提供されています。これらのスクリプトは安全で

あり、適切に動作することは確認されていますが、これらは Cisco TAC が正式にサポートするものではありませ

ん。ただし、シスコ サポート コミュニティでサポートが得られる可能性もあります。 

 

AnyConnectInstallationScript.CMD は、インストールを実行するメイン スクリプトです。 

hidden（隠し）オプションでインストールすると、AnyConnectRemovalScript.CMD が使用され、AnyConnect ク

ライアントが削除されます。 

GetChassisType.VBS は、エンドポイントのフォーム ファクタのタイプを判別するために使用されるツールです。 

DetectLaptop.VBS は、ラップトップの検出オプションが有効になっている場合にインストール スクリプトから呼び

出されます。 

VPNDisable_ServiceProfile.XML は、OS X マシンで使用され、AnyConnect VPN クライアントがインストール

されないようにします。 

 

AnyConnectInstallationScript.CMD、GetChassisType.VBS、および DetectLaptop.VBS を正しく実行するに

は、同じフォルダに配置し、合わせて使用する必要があります。 

 

autodetect オプション（SOURCE=0）が機能するには、AnyConnectInstallationScript.CMD と 

AnyConnectRemovalScript.CMD が、AnyConnect セキュア モビリティの MSI ファイルと同じフォルダに配置さ

れていなければなりません。 

 

AnyConnectInstallationScript.CMD と AnyConnectRemovalScript.CMD は、Windows のコマンド シェル スク

リプトです。GetChassisType.VBS と DetectLaptop.VBS は Visual Basic スクリプトです。以下に示すように、

ファイル拡張子を割り当てる際には注意が必要です。 

 

これらのスクリプトを作成するには、以下の指示に従って各スクリプトのテキストをコピーし、シンプルなテキスト 

エディタに、テキストの折り返しを無効にして貼り付けます。そして、各ファイル名に指定されている正しいファイル

拡張子を付けてファイルを保存します。 

  

https://supportforums.cisco.com/
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AnyConnectInstallationScript.CMD 
 
__________________________このラインの下からコピーを開始__________________________ 

 
:: version 1.0 
 
@echo off 
setlocal 
 
:: *** Please configure these variables *** 
set SOURCE=0 
set LOCKDOWN=0 
set HIDE_UNINSTALL=0 
set LOG_PATH=%TEMP% 
set LOG_NAME_PREFIX=%COMPUTERNAME% 
set DELAY=0 
set DELAY_TIMER=10 
set UPGRADE_REBOOT_SUPPRESS=0 
set FORCE_SERVICE_PROFILE=0 
set SILENT=0 
set VPN_DISABLE=1 
set ENABLE_DETECT_LAPTOP=1 
 
set TEST_MODE=0 
 
:: *** Do NOT change these variables!*** 
set DESTINATION=%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Cisco\Cisco AnyConnect Secure 
Mobility Client 
set UPGRADE_TRUE=0 
if %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == x86 ( 
set PROGRAMDIR=%ProgramFiles% 
) else ( 
set "PROGRAMDIR=%ProgramFiles(x86)%" 
) 
if %SOURCE% == 0 goto :setsource 
 
:sourcelocal 
for /f "delims=" %%a in ('dir /B "%SOURCE%\anyconnect-websecurity-win-*"') do @set 
VERSION=%%a 
set VERSION=%VERSION:~27,9% 
set VERSION=%VERSION:-=% 
if %TEST_MODE%==1 ( 
echo.*** Test Mode Enabled *** 
echo. 
echo.Source path=%SOURCE% 
echo.Log path=%LOG_PATH% 
echo.Log name prefix=%LOG_NAME_PREFIX% 
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echo.Source version=%VERSION% 
echo.Program Files Folder=%PROGRAMDIR% 
) 
if %TEST_MODE%==1 ( 
if %LOCKDOWN%==1 echo.Lockdown mode enabled 
if %HIDE_UNINSTALL%==1 echo.Hide Uninstall mode enabled 
if %VPN_DISABLE%==0 echo.VPN client enabled 
if %ENABLE_DETECT_LAPTOP%==1 echo.Detect laptop enabled 
) 
 
if %ENABLE_DETECT_LAPTOP% == 1 ( 
"%SOURCE%\DetectLaptop.vbs" 
if NOT EXIST "%temp%\GetIsLaptop.txt" goto :eof 
del "%temp%\GetIsLaptop.txt" 
) 
 
if exist "%PROGRAMDIR%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility 
Client\acwebsecagent.exe" ( 
goto :upgrade 
) else ( 
if NOT exist "%DESTINATION%\Web Security\" md "%DESTINATION%\Web Security\" 
) 
 
:install 
if %DELAY% LSS 1 goto :continue 
set /A COUNTER=%DELAY_TIMER% + 1 
if %TEST_MODE%==1 ( 
echo.Delay enabled=%DELAY_TIMER% seconds 
) else ( 
ping 127.0.0.1 -n %COUNTER% -w 1000 > NUL 
) 
 
:continue 
set DISPLAY=/passive 
if %SILENT%==1 ( 
if %TEST_MODE%==1 echo.Silent mode enabled 
set DISPLAY=/quiet 
) 
 
set RESTART=/norestart 
if %UPGRADE_TRUE%==1 ( 
if %UPGRADE_REBOOT_SUPPRESS%==0 ( 
set RESTART=/forcerestart 
if %TEST_MODE%==1 echo.Upgrade reboot enabled 
) 
) 
 
if %TEST_MODE%==0 ( 
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if NOT exist "%DESTINATION%\Web Security\WebSecurity_ServiceProfile.wso" copy 
"%SOURCE%\Profiles\websecurity\WebSecurity_ServiceProfile.wso" "%DESTINATION%\Web 
Security\WebSecurity_ServiceProfile.wso" /Y 
) 
 
if %TEST_MODE%==1 ( 
echo.Installing AnyConnect... 
) else ( 
msiexec /package "%SOURCE%\anyconnect-win-%VERSION%-pre-deploy-k9.msi" 
/norestart %DISPLAY% LOCKDOWN=%LOCKDOWN% ARPSYSTEMCOMPONENT=%HIDE_UNINSTALL% 
PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=%VPN_DISABLE% /lvx* 
"%LOG_PATH%\%LOG_NAME_PREFIX%_AnyConnectInstall_BASE.log" 
msiexec /package "%SOURCE%\anyconnect-websecurity-win-%VERSION%-pre-deploy-k9.msi" 
/norestart %DISPLAY% LOCKDOWN=%LOCKDOWN% ARPSYSTEMCOMPONENT=%HIDE_UNINSTALL% /lvx* 
"%LOG_PATH%\%LOG_NAME_PREFIX%_AnyConnectInstall_WS.log" 
msiexec /package "%SOURCE%\anyconnect-dart-win-%VERSION%-k9.msi" %RESTART% %DISPLAY% 
ARPSYSTEMCOMPONENT=%HIDE_UNINSTALL% /lvx* 
"%LOG_PATH%\%LOG_NAME_PREFIX%_AnyConnectInstall_DART.log" 
) 
goto :eof 
 
:upgrade 
for /f "delims=" %%a in ('findstr "," "%DESTINATION%\update.txt"') do @set CURVER=%%a 
set CURVER=%CURVER:,=.% 
if %TEST_MODE%==1 echo.Local version=%CURVER% 
 
for /f "tokens=1,2,3 delims=." %%a in ("%VERSION%") do set MGRVER=%%a&set 
MNRVER=%%b&set BLDNUM=%%c 
for /f "tokens=1,2,3 delims=." %%a in ("%CURVER%") do set LMGRVER=%%a&set 
LMNRVER=%%b&set LBLDNUM=%%c 
 
set TEMPBLDNUM=%BLDNUM:~0,1% 
set TEMPLBLDNUM=%LBLDNUM:~0,1% 
 
if %TEMPBLDNUM%==0 ( 
set BLDNUM=%BLDNUM:~1,4% 
) 
if %TEMPLBLDNUM%==0 ( 
set LBLDNUM=%LBLDNUM:~1,4% 
) else ( 
set LBLDNUM=%LBLDNUM:-=% 
) 
 
if /i %LMGRVER% LSS %MGRVER% goto :doupgrade 
if /i %LMNRVER% LSS %MNRVER% goto :doupgrade 
if /i %LBLDNUM% LSS %BLDNUM% goto :doupgrade 
goto :eof 
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:doupgrade 
if %TEST_MODE%==1 ( 
if %FORCE_SERVICE_PROFILE%==1 echo.Local service profile will be replaced with source 
version 
if %UPGRADE_REBOOT_SUPPRESS%==1 echo.Upgrade reboot suppressed 
echo.Perform upgrade 
) 
set UPGRADE_TRUE=1 
if %TEST_MODE%==0 ( 
if %FORCE_SERVICE_PROFILE% EQU 1 copy 
"%SOURCE%\Profiles\websecurity\WebSecurity_ServiceProfile.wso" "%DESTINATION%\Web 
Security\WebSecurity_ServiceProfile.wso" /Y 
) 
goto :install 
 
:setsource 
set SOURCE=%~dp0 
set SOURCE=%SOURCE:~0,-1% 
goto :sourcelocal 
 
:eof 
endlocal 
__________________________ このラインの上でコピーを終了 __________________________ 
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AnyConnectRemovalScript.CMD 
 
__________________________このラインの下からコピーを開始__________________________ 

 
:: version 1.0 
 
@echo off 
setlocal 
 
:: *** Please configure these variables *** 
set SOURCE=0 
set LOG_PATH=%TEMP% 
set LOG_NAME_PREFIX=%COMPUTERNAME% 
set REBOOT_DISABLE=0 
set SILENT=0 
 
:: *** Do NOT change these last two variables!*** 
set DESTINATION=%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Cisco\Cisco AnyConnect Secure 
Mobility Client 
 
if %SOURCE% == 0 goto :setsource 
:sourcelocal 
for /f "delims=" %%a in ('dir /B "%SOURCE%\anyconnect-websecurity-win-*"') do @set 
VERSION=%%a 
set VERSION=%VERSION:~27,9% 
set TEMPVERSION=%VERSION:~0,1% 
if %TEMPVERSION%==0 ( 
set VERSION=%VERSION:~1,4% 
) else ( 
set VERSION=%VERSION:-=% 
) 
 
if not exist "%DESTINATION%\update.txt" goto :eof 
 
set DISPLAY=/passive 
if %SILENT%==1 set DISPLAY=/quiet 
set RESTART=/forcerestart 
if %REBOOT_DISABLE%==1 set RESTART=/norestart 
if exist "%DESTINATION%\Web Security\WebSecurity_ServiceProfile.wso" DEL /F 
"%DESTINATION%\Web Security\WebSecurity_ServiceProfile.wso" 
msiexec /x "%SOURCE%\anyconnect-dart-win-%VERSION%-k9.msi" /norestart %DISPLAY% /lvx* 
"%LOG_PATH%\%LOG_NAME_PREFIX%_AnyConnectRemove_DART.log" 
msiexec /x "%SOURCE%\anyconnect-websecurity-win-%VERSION%-pre-deploy-k9.msi" 
/norestart %DISPLAY% /lvx* "%LOG_PATH%\%LOG_NAME_PREFIX%_AnyConnectRemove_WS.log" 
msiexec /x "%SOURCE%\anyconnect-win-%VERSION%-pre-deploy-k9.msi" %RESTART% %DISPLAY% 
/lvx* "%LOG_PATH%\%LOG_NAME_PREFIX%_AnyConnectRemove_BASE.log" 
goto :eof 
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:setsource 
set SOURCE=%~dp0 
set SOURCE=%SOURCE:~0,-1% 
goto :sourcelocal 
 
:eof 
Endlocal 
__________________________ このラインの上でコピーを終了 __________________________ 
  



Cisco CWS – AnyConnect Web セキュリティ導入ガイド 
 

 
 33 

GetChassisType.VBS 
 
__________________________このラインの下からコピーを開始__________________________ 
 
Option Explicit 
Dim strComputer, strChassis, objWMIService, objChassis, colChassis, objItem 
strComputer = "." 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\"& 
strComputer & "\root\cimv2") 
Set colChassis = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_SystemEnclosure",,16) 
For Each objChassis in colChassis 

For Each objItem in objChassis.ChassisTypes 
Select Case objItem 
Case 1 strChassis = "Virtual Machine or Other" 
Case 2 strChassis = "Unknown" 
Case 3 strChassis = "Desktop" 
Case 4 strChassis = "Thin Desktop" 
Case 5 strChassis = "Pizza Box" 
Case 6 strChassis = "Mini Tower" 
Case 7 strChassis = "Full Tower" 
Case 8 strChassis = "Portable" 
Case 9 strChassis = "Laptop" 
Case 10 strChassis = "Notebook" 
Case 11 strChassis = "Hand Held" 
Case 12 strChassis = "Docking Station" 
Case 13 strChassis = "All in One" 
Case 14 strChassis = "Sub Notebook" 
Case 15 strChassis = "Space-Saving" 
Case 16 strChassis = "Lunch Box" 
Case 17 strChassis = "Main System Chassis" 
Case 18 strChassis = "Lunch Box" 
Case 19 strChassis = "SubChassis" 
Case 20 strChassis = "Bus Expansion Chassis" 
Case 21 strChassis = "Peripheral Chassis" 
Case 22 strChassis = "Storage Chassis"  
Case 23 strChassis = "Rack Mount Unit" 
Case 24 strChassis = "Sealed-Case PC"  
End Select 

Next 
Next 
WScript.Echo "Computer chassis type: " & strChassis 
WScript.Quit 
__________________________ このラインの上でコピーを終了 __________________________ 
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DetectLaptop.VBS 
 
__________________________このラインの下からコピーを開始__________________________ 
 
Option Explicit 
Dim ChassisID(24) 
 
'************************************************ 
'To include chassis types to receive AnyConnect, 
'change the corresponding value from 0 to 1: 
'************************************************ 
 
ChassisID(1) = 0 'Virtual Machine or Other 
ChassisID(2) = 0 'Unknown 
ChassisID(3) = 0 'Desktop 
ChassisID(4) = 0 'Thin Deskop 
ChassisID(5) = 0 'Pizza Box 
ChassisID(6) = 0 'Mini Tower 
ChassisID(7) = 0 'Full Tower 
ChassisID(8) = 1 'Portable 
ChassisID(9) = 1 'Laptop 
ChassisID(10) = 1 'Notebook 
ChassisID(11) = 0 'Hand Held 
ChassisID(12) = 0 'Docking Station 
ChassisID(13) = 0 'All in One 
ChassisID(14) = 1 'Sub Notebook 
ChassisID(15) = 0 'Space-Saving 
ChassisID(16) = 0 'Lunch Box 
ChassisID(17) = 0 'Main System Chassis 
ChassisID(18) = 0 'Expansion Chassis 
ChassisID(19) = 0 'SubChassis 
ChassisID(20) = 0 'Bus Expansion Chassis 
ChassisID(21) = 0 'Peripheral Chassis 
ChassisID(22) = 0 'Storage Chassis 
ChassisID(23) = 0 'Rack Mount Chassis 
ChassisID(24) = 0 'Sealed-Case PC 
 
'************************************************ 
'Do not change any code below this line! 
'************************************************ 
 
Dim strComputer, strChassis, intChassisID, wshShell, objWMIService, objChassis, 
colChassis, objItem 
strComputer = "." 
Set wshShell = createobject("Wscript.Shell") 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\"& 
strComputer & "\root\cimv2") 
Set colChassis = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_SystemEnclosure",,16) 
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For Each objChassis in colChassis 
For Each objItem in objChassis.ChassisTypes 

Select Case objItem 
Case 1 intChassisID = 1 
Case 2 intChassisID = 2 
Case 3 intChassisID = 3 
Case 4 intChassisID = 4 
Case 5 intChassisID = 5 
Case 6 intChassisID = 6 
Case 7 intChassisID = 7 
Case 8 intChassisID = 8 
Case 9 intChassisID = 9 
Case 10 intChassisID = 10 
Case 11 intChassisID = 11 
Case 12 intChassisID = 12 
Case 13 intChassisID = 13 
Case 14 intChassisID = 14 
Case 15 intChassisID = 15 
Case 16 intChassisID = 16 
Case 17 intChassisID = 17 
Case 18 intChassisID = 18 
Case 19 intChassisID = 19 
Case 20 intChassisID = 20 
Case 21 intChassisID = 21 
Case 22 intChassisID = 22 
Case 23 intChassisID = 23 
Case 24 intChassisID = 24 
End Select 

Next 
Next 
 
If ChassisID(intChassisID) = 1 Then 

Dim strFilePath, strText, objFile 
Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") 
strFilePath = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%") & "\GetIsLaptop.txt" 
strText = "Laptop" 
objFile = WriteFileText(strFilePath,strText) 

End If 
WScript.Quit 
Function WriteFileText(strFilePath, strText) 

Dim objFSO, objTextFile 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile(strFilePath,True) 
objTextFile.Write(strText) 
objTextFile.Close 

 
End Function 
__________________________ このラインの上でコピーを終了 __________________________ 
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VPNDisable_ServiceProfile.XML 
 
__________________________このラインの下からコピーを開始__________________________ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- 
    Cisco AnyConnect VPN Profile - 
 
    This profile is a sample intended to allow for the disabling of VPN service 
    for those installations that do not require VPN support. 
--> 
<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd"> 
  <ClientInitialization> 
    <ServiceDisable>true</ServiceDisable> 
  </ClientInitialization> 
</AnyConnectProfile> 

__________________________ このラインの上でコピーを終了 __________________________ 
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