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このマニュアルについて

ここでは、このガイドを使用する方法について説明します。

• 本書の目的, xlvii ページ

• 関連資料, xlviii ページ

• 表記法, xlviii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xlix ページ

本書の目的
このマニュアルの目的は、Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用して、Cisco ASAシ
リーズ用の一般的な動作の設定を支援することです。このマニュアルは、すべての機能を網羅し

ているわけではなく、ごく一般的なコンフィギュレーションの事例を紹介しています。

このマニュアルを通じて、「ASA」という語は、特に指定がない限り、サポートされているモデ
ルに一般的に適用されます。

ASDMでは、多数の ASAバージョンをサポートしています。ASDMのマニュアルおよびオン
ラインヘルプには、ASAでサポートされている最新機能がすべて含まれています。古いバー
ジョンの ASAソフトウェアを実行している場合、ご使用のバージョンでサポートされていな
い機能がこのマニュアルに含まれている場合があります。各章の機能履歴テーブルを参照し

て、機能がいつ追加されたかを確認してください。各 ASAのバージョンでサポートされてい
る ASDMの最小バージョンについては、『Cisco ASA Series Compatibility』を参照してくださ
い。

（注）
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関連資料
詳細については、「Navigating theCiscoASASeriesDocumentation」（http://www.cisco.com/go/asadocs）
を参照してください。

表記法
このマニュアルでは、文字、表示、および警告に関する次の規則に準拠しています。

文字表記法

説明表記法

コマンド、キーワード、ボタンラベル、フィールド名、およびユーザ

入力テキストは、太字で示しています。メニューベースコマンドの場

合は、メニュー項目を [ ]で囲み、コマンドのフルパスを示しています。

太字

ユーザが値を指定する変数は、イタリック体で示しています。

イタリック体は、マニュアルタイトルと一般的な強調にも使用されて

います。

italic

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、等幅文字で

記載されます。

等幅

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y | z}

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、
縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

システムプロンプトに対するデフォルトの応答も、角カッコで囲んで

記載されます。

[ ]

パスワードなどの出力されない文字は、山カッコで（< >）囲んで示し
ています。

< >

コードの先頭に感嘆符（!）または番号記号（#）がある場合は、コメン
ト行であることを示します。

!、#
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読者への警告

このマニュアルでは、読者への警告に以下を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。ワンポイントアドバイス

「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。警告

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収
集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元で直接受け取るに

は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSSフィードをご購読ください。RSSフィード
は無料のサービスです。
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第 I 部

ASA の開始
• Cisco ASAの概要, 3 ページ

• 使用する前に, 33 ページ

• ASDMグラフィカルユーザインターフェイス, 63 ページ

• 製品の認証キーライセンス, 105 ページ

• FXOSシャーシ上の ASAvおよび ASAのスマートソフトウェアライセンシング, 161 ペー
ジ

• トランスペアレントファイアウォールモードまたはルーテッドファイアウォールモード,
181 ページ

• [Startup Wizard], 207 ページ





第 1 章

Cisco ASA の概要

CiscoASAは、追加モジュールとの統合サービスに加え、高度なステートフルファイアウォール
および VPNコンセントレータ機能を 1つのデバイスで提供します。ASAは、複数のセキュリ
ティコンテキスト（仮想ファイアウォールに類似）、クラスタリング（複数のファイアウォー

ルを 1つのファイアウォールに統合）、トランスペアレント（レイヤ 2）ファイアウォールまた
はルーテッド（レイヤ 3）ファイアウォールオペレーション、高度なインスペクションエンジ
ン、IPsec VPN、SSL VPN、クライアントレス SSL VPNサポートなど、多数の高度な機能を含み
ます。

ASDMでは、多数の ASAバージョンをサポートしています。ASDMのマニュアルおよびオン
ラインヘルプには、ASAでサポートされている最新機能がすべて含まれています。古いバー
ジョンの ASAソフトウェアを実行している場合、ご使用のバージョンでサポートされていな
い機能がこのマニュアルに含まれている場合があります。各章の機能履歴テーブルを参照し

て、機能がいつ追加されたかを確認してください。ASAの各バージョンでサポートされてい
る ASDMの最小バージョンについては、『Cisco ASA Compatibility（Cisco ASAの互換性）』
[英語]を参照してください。特殊なサービス、非推奨のサービス、およびレガシーサービス,
（30ページ）も参照してください。

（注）

• ASDM要件, 4 ページ

• ハードウェアとソフトウェアの互換性, 11 ページ

• VPNの互換性, 11 ページ

• 新機能, 11 ページ

• ファイアウォール機能の概要, 24 ページ

• VPN機能の概要, 29 ページ

• セキュリティコンテキストの概要, 29 ページ

• ASAクラスタリングの概要, 30 ページ

• 特殊なサービス、非推奨のサービス、およびレガシーサービス, 30 ページ
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ASDM クライアントのオペレーティングシステムとブラウザの要件
次の表には、ASDMに対応して推奨されるクライアントオペレーティングシステムと Javaのリ
ストが表示されています。

表 1：オペレーティングシステムとブラウザの要件

Java SE プラグ
イン

ブラウザ

オペレーティングシステム
ChromeSafariFirefoxInternet

Explorer[InternetExplorer]

7.0以降YesサポートなしYesYesMicrosoft Windows（英語および日本
語）：

• 8

• 7

• Server 2008

• Server 2012

7.0以降Yes（64ビッ
トバージョン

のみ）

YesYesサポートなしApple OS X 10.4以降

7.0以降Yes該当なしYes該当なしRed Hat Enterprise Linux 5（GNOME
または KDE）：

•デスクトップ

• Desktop with Workstation

Java およびブラウザの互換性
次の表に、Java、ASDM、およびブラウザの互換性についての互換性警告を示します。
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表 2：ASDM の互換性に関する Java 警告

注意条件Java
Version

ランチャの使用を継続するには、次のいずれかを実行します。

• Java 8にアップグレードする、または Javaを 7 Update 45以下に
ダウングレードする。

• ASAに既知の CAから信頼できる証明書をインストールする。

•自己署名証明書をインストールし、Javaに登録する『Install an
Identity Certificate for ASDM』を参照してください。

•または、Java Web Startを使用する。

ASDM 7.1(5)以前は、Java 7 Update 51ではサポートさ
れていません。すでに Javaをアップグレード済みで、
バージョン7.2以降にアップグレードするためにASDM
を起動できない場合は、CLIを使用してASDMをアッ
プグレードするか、ASDMによって管理する各 ASA
について Javaコントロールパネルでセキュリティ例
外を追加することができます。次のWebページの
「Workaround」の項を参照してください。

http://java.com/en/download/help/java_blocked.xml

セキュリティ例外を追加した後に、古いバージョンの

ASDMを起動し、7.2以降にアップグレードします。

（注）

ASDMランチャでは信頼できる証
明書が必要

7アップ
デート 51
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注意条件Java
Version

まれに、オンラインヘルプを起動したときに、ブラウザウィンドウ

がロードを行ってもコンテンツが表示されず、ブラウザにエラー「接

続不可能」が表示されることがあります。

回避策：

• ASDMランチャを使用します。

または：

• Javaランタイムパラメータの -Djava.net.preferIPv6Addresses=true
パラメータをクリアします。

1 Javaコントロールパネルを起動します。

2 [Java]タブをクリックします。

3 [View]をクリックします。

4 -Djava.net.preferIPv6Addresses=trueパラメータをクリアし
ます。

5 [OK]をクリックし、[適用]をクリックして、もう一度 [OK]
をクリックします。

Java Web Startを使用している場
合、まれにオンラインヘルプが

ロードされないことがある

7アップ
デート 51

Javaのバグにより、ASAに信頼できる証明書がインストールされて
いない場合、JARマニフェストに不足している権限属性に関する警
告が黄色で表示されます。この警告は無視しても問題ありません。

ASDM7.2以降には権限属性が含まれています。警告が表示されない
ようにするには、既知のCAから信頼できる証明書をインストールす
るか、ASAで自己署名証明書を生成します（[Configuration] > [Device
Management] > [Certificates] > [Identity Certificates]を選択）。ASDMを
起動して、証明書に関する警告が表示されたら、[Always trust
connections to websites]チェックボックスをオンにします。

信頼できない証明書が使用されて

いる場合、ASDMで、不足してい
る権限属性に関する警告が黄色で

表示される

7アップ
デート 45
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注意条件Java
Version

ASDMでは、ASAに SSL接続する必要があります。シスコが提供し
ている 3DESライセンスを要求できます。

1 www.cisco.com/go/licenseにアクセスします。

2 [Continue to Product License Registration]をクリックします。

3 ライセンシングポータルで、テキストフィールドの横にある [Get
Other Licenses]をクリックします。

4 ドロップダウンリストから、[IPS, Crypto, Other...]を選択します。

5 [Searchby Keyword]フィールドに「ASA」と入力します。

6 [Product]リストで [Cisco ASA 3DES/AES License]を選択し、[Next]
をクリックします。

7 ASAのシリアル番号を入力し、プロンプトに従って ASAの
3DES/AESライセンスを要求します。

ASAでは強力な暗号化ライセンス
（3DES/AES）が必要

7

ASAが自己署名証明書または信頼できない証明書を使用する場合、
Firefoxと Safariでは、IPv6を介したHTTPSを使用して参照する場合
にはセキュリティ例外を追加することはできません。https://
bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=633001を参照してください。こ
の警告は、Firefoxまたは Safariから ASAに発信されるすべての SSL
接続に影響します（ASDM接続を含む）。この警告を回避するには、
信頼できる認証局がASAに対して発行した適切な証明書を設定しま
す。

•自己署名証明書または信頼で
きない証明書

• IPv6

• Firefoxおよび Safari

すべて

（All）

RC4-MD5およびRC4-SHA1アルゴリズム（これらのアルゴリズムは
デフォルトでイネーブル）の両方を除外するためにASAの SSL暗号
化を変更した場合、Chromeの「SSL false start」機能のためにChrome
は ASDMを起動できません。これらのアルゴリズムの 1つを再度有
効にすることを推奨します（[Configuration] > [Device Management] >
[Advanced] > [SSL Settings]ペインを参照）。または『Run Chromium
with flags（フラグを使用した Chromiumの実行）』[英語] http://
www.chromium.org/developers/how-tos/run-chromium-with-flagsに従って
--disable-sslfalse-startフラグを使用して Chromeの SSL false startを無
効にできます。

• ASAで SSL暗号化を行うに
は、RC4-MD5と RC4-SHA1
を両方とも含めるか、Chrome
で SSL false startをディセー
ブルにする必要があります。

• Chrome

すべて

（All）

サーバの Internet Explorer 9.0に対しては、[Do not save encrypted pages
todisk]オプションがデフォルトでイネーブルになっています（[Tools]
> [Internet Options] > [Advanced]を参照）。このオプションでは、最
初のASDMのダウンロードは失敗します。ASDMでダウンロードを
行うには、このオプションを確実にディセーブルにしてください。

サーバの IE9すべて

（All）
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注意条件Java
Version

OSXでは、ASDMの初回実行時に、Javaのインストールを要求され
る場合があります。必要に応じて、プロンプトに従います。インス

トールの完了後に ASDMが起動します。

OS Xすべて

（All）
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注意条件Java
Version

OS X 10.8以降すべて

（All）
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注意条件Java
Version

ASDMはAppleDeveloper IDで署名されていないため、実行できるよ
うにする必要があります。セキュリティの設定を変更しないと、エ

ラー画面が表示されます。

1 ASDMを実行できるようにするには、[CiscoASDM-IDMLauncher]
アイコンを右クリック（または Ctrlキーを押しながらクリック）
して、[Open]を選択します。

2 同様のエラー画面が表示されますが、この画面からASDMを起動
できます。[Open]をクリックします。ASDM-IDMランチャが起動
します。
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注意条件Java
Version

ハードウェアとソフトウェアの互換性

サポートされるすべてのハードウェアおよびソフトウェアの一覧は、『Cisco ASA Compatibility
（Cisco ASAの互換性）』[英語]を参照してください。

VPN の互換性
『Supported VPN Platforms, Cisco ASA Series』[英語]を参照してください。

新機能

このセクションでは、各リリースの新機能を示します。

『syslogメッセージガイド』に、新規、変更済み、および廃止された syslogメッセージを記載
しています。

（注）

ASA 9.4(4)/ASDM 7.6(2)の新機能

リリース：2017年1月11日

このリリースで新機能はありません。
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ASA 9.4(3)/ASDM 7.6(1)の新機能

リリース：2016年4月25日

説明機能

ファイアウォール機能

接続で使用されているルートがもう存在していない、または非アクティブになった

ときに、システムが接続を保持する時間を設定できるようになりました。このホー

ルドダウン期間内にルートがアクティブにならない場合、接続は解放されます。

ルートの収束がさらに迅速に行われるようにホールドダウンタイマーを短縮するこ

とができます。ただし、ほとんどのネットワークでは、ルートのフラッピングを防

止するためにデフォルトの 15秒が適切です。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Global Timeouts]

ルートの収束に対する接続ホー

ルドダウンタイムアウト。

リモートアクセス機能

ユーザは SSH暗号化を管理するときに暗号化モードを選択し、さまざまなキー交
換アルゴリズムに対して HMACと暗号化を設定できます。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] >
[SSH Ciphers]

9.1(7)でも使用可能です。

設定可能な SSH暗号機能と
HMACアルゴリズム

ASDMアクセスまたはクライアントレス SSL VPN用のHTTPSにHTTPリダイレク
トを有効にすると、IPv6アドレスへ送信されるトラフィックもリダイレクトできる
ようになりました。

次の画面に機能が追加されました。[Configuration] > [Device Management] > [HTTP
Redirect]

9.1(7)でも使用可能です。

IPv6の HTTPリダイレクトサ
ポート

モニタリング機能

フェールオーバーペアでは、一対の ASAの SNMP engineIDは両方のユニットで同
期されます。ASAごとに、同期された engineID、ネイティブ engineID、およびリ
モート engineIDによる engineIDが 3セット維持されます。

SNMPv3ユーザは、ローカライズされた snmp-server user認証とプライバシーオプ
ションを保存するためのプロファイルを作成するときに ASAの engineIDも指定で
きます。ユーザがネイティブ engineIDを指定しない場合、show running config出力
に engineIDがユーザごとに 2つずつ表示されます。

次のコマンドが変更されました。snmp-server user

ASDMサポートはありません。

フェールオーバーの SNMP
engineIDの同期
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説明機能

show tech supportコマンドは現在次のとおりです。

• dir all-filesystemsの出力が含まれます。この出力は次の場合に役立つことがあ
ります。

◦ SSLVPNコンフィギュレーション：必要なリソースがASAにあるかどう
かを確認します。

◦クラッシュ：クラッシュファイルの日付のタイムスタンプと存在を確認
します。

• show kernel cgroup-controller detailの出力の削除：このコマンド出力は show
tech-support detailの出力内に残されます。

追加または変更された画面はありません。

9.1(7)でも使用可能です。

show tech supportの強化

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIBの cempMemPoolTableがサポートされました。
これは、管理型システムのすべての物理エンティティのメモリプールモニタリング

エントリのテーブルです。

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIBは64ビットのカウンタを使用して、
プラットフォーム上の 4GB以上のメモリのレポーティングをサポートし
ます。

（注）

追加または変更された画面はありません。

9.1(7)でも使用可能です。

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB
の cempMemPoolTableのサポー
ト

ASA 9.4(2.145)/ASDM 7.5(1)の新機能

リリース：2015年11月13日

このリリースに新機能はありません。

このリリースは Firepower 9300 ASAセキュリティモジュールのみをサポートします。（注）

ASA 9.4(2)/ASDM 7.5(1)の新機能

リリース：2015年9月24日

このリリースに新機能はありません。
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ASAv 9.4(1.200)の各機能はこのリリースには含まれません。（注）

このバージョンは ISA 3000をサポートしません。（注）

ASA 9.4(1.225)/ASDM 7.5(1)の新機能

リリース：2015年9月17日

このリリースは Cisco ISA 3000のみをサポートします。（注）

説明機能

プラットフォーム機能

Cisco ISA 3000は、DINレールにマウントされた高耐久型の産業用セキュリティア
プライアンスです。ギガビットイーサネットと専用管理ポートを備えた、低消費電

型ファンレスデバイスです。このモデルにはASAFirepowerモジュールが事前にイ
ンストールされています。このモデルの特別な機能として、カスタマイズされたト

ランスペアレントモードのデフォルト設定と、電源喪失時もトラフィックがアプラ

イアンスを通過することを可能にするハードウェアバイパス機能があります。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [HardwareBypass]

hardware-bypass boot-delayコマンドは ASDM 7.5(1)では使用できません。

この機能は、バージョン 9.5(1)では使用できません。

Cisco ISA 3000サポート

ASA 9.4(1.152)/ASDM 7.4(3)の新機能

リリース：2015年7月13日

このリリースは、Firepower 9300の ASAのみをサポートします。（注）

説明機能

プラットフォーム機能

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
14

新機能



説明機能

Firepower 9300の ASAセキュリティモジュールに ASAを導入しました。

Firepower Chassis Manager 1.1.1は Firepower 9300の ASAセキュリティモ
ジュールのVPN機能（サイト間またはリモートアクセス）を一切サポー
トしません。

（注）

Firepower 9300の ASAセキュリ
ティモジュール

ハイアベイラビリティ機能

Firepower 9300シャーシ内のセキュリティモジュールを 3つまでクラスタ化できる
ようになりました。シャーシのすべてのモジュールがクラスタに属している必要が

あります。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [HighAvailability
and Scalability] > [ASA Cluster Replication]

Firepower 9300用シャーシ内ASA
クラスタリング

ライセンシング機能

Firepower 9300に ASAのシスコスマートソフトウェアライセンシングが導入され
ました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] >
[Smart License]

Firepower 9300の ASAのシスコ
スマートソフトウェアライセン

シング

ASAv 9.4(1.200)/ASDM 7.4(2)の新機能

リリース：2015年5月12日

このリリースは、ASAvのみをサポートします。（注）

説明機能

プラットフォーム機能

vCenterなしで、vSphereクライアントまたは OVFToolのデイゼロ設定を使用して
ASAvを VMware上にインストールできるようになりました。

VMware上の ASAvでは vCenter
サポートは不要になりました。

Amazon Web Services（AWS）とデイゼロ設定で ASAvを使用できるようになりま
した。

Amazon Web Servicesは ASAv10と ASAv30のモデルのみをサポートしま
す。

（注）

Amazon Web Services（AWS）の
ASAv
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ASDM 7.4(2) の新機能

リリース：2015年5月6日

説明機能

リモートアクセス機能

ASDMは AnyConnectバージョン 4.1をサポートするようになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [RemoteAccessVPN] > [Network (Client)
Access] > [AnyConnect Client Profile]（[AMP Enabler Service Profile]という新しいプロ
ファイル）

AnyConnectバージョン 4.1のサ
ポート

ASA 9.4(1)/ASDM 7.4(1)の新機能

リリース：2015年3月30日

説明機能

プラットフォーム機能

ワイヤレスアクセスポイントを内蔵したASA5506W-X、強化されたASA5506H-X、
ASA 5508-X、ASA 5516-Xの各モデルが導入されました。

変更された ASDM画面はありません。

ASA 5506W-X、ASA 5506H-X、
ASA 5508-X、ASA 5516-X

認定機能

ASAは、DoDUCR 2013規則を遵守するように更新されています。この証明書に追
加された次の機能については、この表の行を参照してください。

•定期的な証明書認証

•証明書有効期限のアラート

•基本制約 CAフラグの適用

•証明書コンフィギュレーションの ASDMユーザ名

• ASDM管理認証

• IKEv2無効セレクタの通知設定

• 16進数の IKEv2事前共有キー

国防総省（DoD）統一機能規則
（UCR）2013証明書
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説明機能

ASAで FIPSモードを有効にすると、ASAが FIPS 140-2に準拠するように追加制限
が設定されます。次の制限があります。

• RSAおよび DHキーサイズの制限：RSAおよび DHキー 2K（2048ビット）
以上のみが許可されます。DHの場合、これはグループ 1（768ビット）、2
（1024ビット）、5（1536ビット）が許可されないことを意味します。

キーサイズの制限により、FIPSでの IKEv1の使用が無効になりま
す。

（注）

•デジタル署名のハッシュアルゴリズムの制限：SHA 256以上のみが許可され
ます。

• SSH暗号の制限：許可された暗号は aes128-cbcまたは aes256-cbcです。MAC：
SHA1

ASAの FIPS認証ステータスを表示するには、次の URLを参照してください。

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf

この PDFは毎週更新されます。

詳細については、Computer Security Division Computer Security Resource Center siteの
サイトを参照してください。

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/inprocess.html

fips routeコマンドが変更されました。

FIPS 140-2認証のコンプライア
ンス更新

ファイアウォール機能

複数のコアを搭載したASAを通過するSIPシグナリングフローが複数ある場合に、
SIPインスペクションのパフォーマンスが向上しました。ただし、TLS、電話、ま
たは IMEプロキシを使用する場合、パフォーマンスの向上は見られません。

変更された画面はありません。

複数のコアを搭載したASAでの
SIPインスペクションのパフォー
マンスが向上。

SIPインスペクションの設定時に、電話プロキシまたは UC-IMEプロキシは使用で
きなくなりました。暗号化されたトラフィックを検査するには、TLSプロキシを使
用します。

[Select SIP Inspect Map]サービスポリシーダイアログボックスから [Phone Proxy]と
[UC-IME Proxy]が削除されました。

電話プロキシおよび UC-IMEプ
ロキシの SIPインスペクション
のサポートを削除。

ASAは、リリース 8.3で EPM以外の DCERPCメッセージのサポートを開始し、
ISystemMapper UUIDメッセージ RemoteCreateInstance opnum4をサポートしていま
す。この変更により、RemoteGetClassObject opnum3メッセージまでサポートが拡張
されます。

変更された画面はありません。

ISystemMapper UUIDメッセージ
RemoteGetClassObject opnum3の
DCERPCインスペクションのサ
ポート。
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説明機能

ASAでは、コンテキストごとに SNMPサーバのトラップホスト数の制限がありま
せん。show snmp-server hostコマンドの出力には ASAをポーリングしているアク
ティブなホストと、静的に設定されたホストのみが表示されます。

変更された画面はありません。

コンテキストごとに無制限の

SNMPサーバトラップホスト

ASAは、標準形式に準拠するために VXLANヘッダーを検査できます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules] > [Add
Service Policy Rule] > [Rule Actions] > [Protocol Inspection]

VXLANパケットインスペクショ
ン

IPv6の DHCP統計情報および DHCPバインディングをモニタできます。

次の画面が導入されました。

[Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [IPV6 DHCP Statistics Monitoring] > [Interfaces]
> [DHCP] > [IPV6 DHCP Binding]

IPv6の DHCPモニタリング

ハイアベイラビリティ機能

スタンバイ装置で特定の syslogの生成をブロックできます。

変更された画面はありません。

スタンバイASAでの syslog生成
のブロック

インターフェイスごとにヘルスモニタリングをイネーブルまたはディセーブルにす

ることができます。デフォルトでは、ポートチャネル、冗長、および単一のすべて

の物理インターフェイスでヘルスモニタリングがイネーブルになっています。ヘル

スモニタリングは VLANサブインターフェイス、または VNIや BVIなどの仮想イ
ンターフェイスでは実行されません。クラスタ制御リンクのモニタリングは設定で

きません。このリンクは常にモニタされています。たとえば、管理インターフェイ

スなど、必須以外のインターフェイスのヘルスモニタリングをディセーブルにする

ことができます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [HighAvailability
and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster Interface Health Monitoring]

インターフェイスごとにASAク
ラスタのヘルスモニタリングを

イネーブルまたはディセーブル

ASAクラスタで DHCPリレーを設定できます。クライアントの DHCP要求は、ク
ライアントのMACアドレスのハッシュを使用してクラスタメンバにロードバラン
スされます。DHCPクライアントおよびサーバ機能はサポートされていません。

変更された画面はありません。

DHCPリレーのASAクラスタリ
ングのサポート

ASAクラスタで SIPインスペクションを設定できます。制御フローは、任意のユ
ニットで作成できますが（ロードバランシングのため）、その子データフローは

同じユニットに存在する必要があります。TLSプロキシ設定はサポートされませ
ん。

変更された画面はありません。

ASAクラスタリングでの SIPイ
ンスペクションのサポート
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説明機能

ルーティング機能

ポリシーベースルーティング（PBR）は、ACLを使用して QoSを指定した特定の
パスを介してトラフィックをルーティングするためのメカニズムです。ACLでは、
パケットのレイヤ 3およびレイヤ4ヘッダーの内容に基づいてトラフィックを分類
できます。このソリューションにより、管理者は区別されたトラフィックにQoSを
提供し、低帯域幅、低コストの永続パス、高帯域幅、高コストのスイッチドパスの

間でインタラクティブトラフィックとバッチトラフィックを分散でき、インター

ネットサービスプロバイダーとその他の組織は明確に定義されたインターネット

接続を介して一連のさまざまなユーザから送信されるトラフィックをルーティング

できます。

次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [RouteMaps] > [Policy BasedRouting]、
[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Interface Settings] > [Interfaces]

Policy Based Routing：ポリシー
ベースルーティング

インターフェイス機能

VXLANのサポートが追加されました（VXLANトンネルエンドポイント（VTEP）
のサポートを含む）。ASAまたはセキュリティコンテキストごとに 1つの VTEP
送信元インターフェイスを定義できます。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] > [Add] > [VNI
Interface] [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [VXLAN]

VXLANのサポート

モニタリング機能

メモリの割り当てとメモリの使用状況をログに記録してメモリロギングのラップ

イベントに応答するための新しいデバッグ機能が追加されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] >
[Embedded Event Manager] > [Add Event Manager Applet] > [Add Event Manager Applet
Event]

EEMのメモリトラッキング

show tech-supportコマンドの出力と show crashinfoコマンドの出力には、生成され
た syslogの最新 50行が含まれます。これらの結果を表示できるようにするには、
logging bufferコマンドをイネーブルにする必要があります。

トラブルシューティングのクラッ

シュ

リモートアクセス機能
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説明機能

TLSv1.2では、次の暗号のサポートが追加されています。

• ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

• ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

• DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

• AES256-GCM-SHA384

• ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

• ECDHE-RSA-AES256-SHA384

• ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

• ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

• DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

• RSA-AES128-GCM-SHA256

• ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

• ECDHE-RSA-AES128-SHA256

優先度が最も高いのは ECDSA暗号および DHE暗号で
す。

（注）

次の画面が変更されました。[Configuration] > [RemoteAccessVPN] > [Advanced] >[SSL
Settings]。

ECDHE-ECDSA暗号のサポート
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説明機能

クライアントレス SSL VPNセッション Cookieが JavaScriptなどのクライアント側
のスクリプトを介してサードパーティからアクセスされないようにすることができ

ます。

この機能は、Cisco TACから使用を推奨された場合のみ使用してくださ
い。このコマンドをイネーブルにすると、次のクライアントレスSSLVPN
機能が警告なしで動作しなくなるため、セキュリティ上のリスクが発生

します。

（注）

• Javaプラグイン

• Javaリライタ

•ポートフォワーディング。

•ファイルブラウザ

•デスクトップアプリケーション（MSOfficeアプリケーションなど）
を必要とする SharePoint機能

• AnyConnect WebLaunch

• Citrix Receiver、XenDesktop、および Xenon

•ブラウザベースまたはブラウザプラグインベースでないその他の
アプリケーション

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL
VPN Access] > [Advanced] >[HTTP Cookie]。

この機能は、9.2(3)にもあります。

クライアントレス SSLVPNセッ
ション Cookieアクセスの制限

ASAでは、内部アプリケーションおよびWebサイトへのクライアントレス SSLリ
モートアクセス用にセキュリティグループタギングベースのポリシー制御をサポー

トしています。この機能では、配信コントローラおよび ASAのコンテンツ変換エ
ンジンとして XenDesktopによる Citrixの仮想デスクトップインフラストラクチャ
（VDI）を使用します。

詳細については、次の Citrix製品のマニュアルを参照してください。

• XenDesktopおよび XenAppのポリシー：http://support.citrix.com/proddocs/topic/
infocenter/ic-how-to-use.html

• XenDesktop 7でのポリシーの管理：http://support.citrix.com/proddocs/topic/
xendesktop-7/cds-policies-wrapper-rho.html

• XenDesktop 7のポリシー用のグループポリシーエディタの使用：http://
support.citrix.com/proddocs/topic/xendesktop-7/cds-policies-use-gpmc.html

セキュリティグループタギング

を使用した仮想デスクトップの

アクセス制御
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説明機能

クライアントレス SSL VPNでは、以下を除き、OWA 2013の新機能をサポートし
ています。

•タブレットおよびスマートフォンのサポート

•オフラインモード

• Active Directory Federation Services（AD FS）2.0.ASAおよび AD FS 2.0は、暗
号化プロトコルをネゴシエートできません。

変更された画面はありません。

クライアントレスSSL VPNに
OWA 2013機能のサポートを追
加

クライアントレス SSL VPNでは、XenDesktop 7.5および StoreFront 2.5のアクセス
をサポートしています。

XenDesktop 7.5の機能の完全なリストと詳細については、http://support.citrix.com/
proddocs/topic/xenapp-xendesktop-75/cds-75-about-whats-new.htmlを参照してください。

StoreFront 2.5の機能の完全なリストと詳細については、http://support.citrix.com/
proddocs/topic/dws-storefront-25/dws-about.htmlを参照してください。

変更された画面はありません。

クライアントレスSSL VPNに
Citrix XenDesktop 7.5および
StoreFront 2.5のサポートを追加

定期的な証明書認証を有効にすると、ASAは、VPNクライアントから受信した証
明書チェーンを保存し、それらを定期的に再認証します。

次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Certificate Management] > [Identity
Certificates] [Configuration] > [DeviceManagement] > [CertificateManagement] > [CA
Certificates]

定期的な証明書認証

ASAは、トラストポイントですべての CAおよび IDの証明書の有効期限について
24時間ごとにチェックします。証明書の有効期限がまもなく切れる場合は、syslog
がアラートとして発行されます。リマインダおよび繰り返しの間隔を設定できま

す。デフォルトでは、リマインダは有効期限の60日前に開始し、7日ごとに繰り返
されます。

次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Certificate Management] > [Identity
Certificates] [Configuration] > [DeviceManagement] > [CertificateManagement] > [CA
Certificates]

証明書有効期限のアラート

デフォルトでは、CAフラグのない証明書を CA証明書としてASAにインストール
できなくなりました。基本制約拡張は、証明書のサブジェクトが CAで、この証明
書を含む有効な認証パスの最大深さかどうかを示すものです。必要に応じて、これ

らの証明書のインストールを許可するように ASAを設定できます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [Certificate
Management] > [CA Certificates]

基本制約 CAフラグの適用
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説明機能

現在、ASAがSA上で着信パケットを受信し、そのパケットのヘッダーフィールド
が SA用のセレクタに適合しなかった場合、ASAはそのパケットを廃棄します。ピ
アへの IKEv2通知の送信をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。
この通知の送信はデフォルトで無効になっています。

この機能は、AnyConnect 3.1.06060以降でサポートされていま
す。

（注）

IKEv2無効セレクタの通知設定

16進数の IKEv2事前共有キーを設定できます。16進数の IKEv2事前共有キー

管理機能

HTTPアクセスと Telnetおよび SSHアクセス別に管理認証を設定できるようになり
ました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[AAA Access] > [Authorization]

ASDM管理認証

ASDMの証明書認証を有効にすると、ASDMが証明書からユーザ名を抽出する方法
を設定できます。また、ログインプロンプトでユーザ名を事前に入力して表示でき

ます。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device Management] > [Management
Access] > [HTTP Certificate Rule]

証明書コンフィギュレーション

の ASDMユーザ名

通常、ASA CLIで ?を入力すると、コマンドヘルプが表示されます。コマンド内
にテキストとして ?を入力できるようにするには（たとえば、URLの一部として ?
を含めるには）、no terminal interactiveコマンドを使用してインタラクティブなヘ
ルプを無効にします。

次のコマンドが導入されました。terminal interactive

CLIで ?の入力時にヘルプを有
効または無効にするための

terminal interactiveコマンド

REST APIの機能

REST APIバージョン 1.1のサポートが追加されました。REST APIバージョン 1.1

クライアントは特定の URLにログイン要求を送信でき、成功すると、（応答ヘッ
ダーに）トークンが返されます。クライアントはさらなるAPIコールを送信するた
めに、（特別な要求ヘッダー内で）このトークンを使用します。トークンは明示的

に無効にするまで、またはアイドル/セッションタイムアウトに到達するまで有効
です。

トークンベース認証が（既存の

基本認証に加えて）サポートさ

れるようになりました。
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説明機能

RESTAPIエージェントをマルチコンテキストモードで有効にできるようになりま
した。CLIコマンドはシステムコンテキストモードでのみ発行できます（シング
ルコンテキストモードと同じコマンド）。

次のようにパススルーCLIのAPIコマンドを使用して、コンテキストを設定できま
す。

https://<asa_admin_context_ip>/api/cli?context=<context_name>

contextパラメータがない場合、要求は adminコンテキストに向けられたものとみ
なされます。

マルチコンテキストモードの限

定的なサポート

次のプロトコルの詳細なインスペクションをサポートします。

• DNS over UDP

• HTTP

• ICMP

• ICMP ERROR

• RTSP

• SIP

• FTP

• DCERPC

• IPオプション

• NetBIOS Name Server over IP

• SQL*Net

高度な（粒状の）インスペクショ

ン

ファイアウォール機能の概要

ファイアウォールは、外部ネットワーク上のユーザによる不正アクセスから内部ネットワークを

保護します。また、ファイアウォールは、人事部門ネットワークをユーザネットワークから分離

するなど、内部ネットワーク同士の保護も行います。Webサーバまたは FTPサーバなど、外部の
ユーザが使用できるようにする必要のあるネットワークリソースがあれば、ファイアウォールで

保護された別のネットワーク（非武装地帯（DMZ）と呼ばれる）上に配置します。ファイアウォー
ルによって DMZに許可されるアクセスは限定されますが、DMZにあるのは公開サーバだけのた
め、この地帯が攻撃されても影響を受けるのは公開サーバに限定され、他の内部ネットワークに

影響が及ぶことはありません。また、特定アドレスだけに許可する、認証または認可を義務づけ

る、または外部の URLフィルタリングサーバと協調するといった手段によって、内部ユーザが
外部ネットワーク（インターネットなど）にアクセスする機会を制御することもできます。
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ファイアウォールに接続されているネットワークに言及する場合、外部ネットワークはファイア

ウォールの手前にあるネットワーク、内部ネットワークはファイアウォールの背後にある保護さ

れているネットワーク、そしてDMZはファイアウォールの背後にあるが、外部ユーザに制限付き
のアクセスが許されているネットワークです。ASAを使用すると、数多くのインターフェイスに
対してさまざまなセキュリティポリシーが設定できます。このインターフェイスには、多数の内

部インターフェイス、多数のDMZ、および必要に応じて多数の外部インターフェイスが含まれる
ため、ここでは、このインターフェイスの区分は一般的な意味で使用するだけです。

セキュリティポリシーの概要

他のネットワークにアクセスするために、ファイアウォールを通過することが許可されるトラ

フィックがセキュリティポリシーによって決められます。デフォルトでは、内部ネットワーク

（高セキュリティレベル）から外部ネットワーク（低セキュリティレベル）へのトラフィック

は、自由に流れることが ASAによって許可されます。トラフィックにアクションを適用してセ
キュリティポリシーをカスタマイズすることができます。

アクセスルールによるトラフィックの許可または拒否

アクセスルールを適用することで、内部から外部に向けたトラフィックを制限したり、外部から

内部に向けたトラフィックを許可したりできます。ブリッジグループインターフェイスでは、

EtherTypeアクセスルールを適用して、非 IPトラフィックを許可できます。

NAT の適用

NATの利点のいくつかを次に示します。

•内部ネットワークでプライベートアドレスを使用できます。プライベートアドレスは、イ
ンターネットにルーティングできません。

• NATはローカルアドレスを他のネットワークから隠蔽するため、攻撃者はホストの実際の
アドレスを取得できません。

• NATは、重複 IPアドレスをサポートすることで、IPルーティングの問題を解決できます。

IP フラグメントからの保護

ASAは、IPグラグメント保護を提供します。この機能は、すべての ICMPエラーメッセージの完
全なリアセンブリと、ASA経由でルーティングされる残りの IPフラグメントの仮想リアセンブリ
を実行します。セキュリティチェックに失敗したフラグメントは、ドロップされログに記録され

ます。仮想リアセンブリはディセーブルにできません。

HTTP、HTTPS、または FTP フィルタリングの適用

アクセスリストを使用して、特定のWebサイトまたは FTPサーバへの発信アクセスを禁止でき
ますが、このような方法でWebサイトの使用方法を設定し管理することは、インターネットの規
模とダイナミックな特性から、実用的とはいえません。
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ASAでクラウドWebセキュリティを設定したり、URLおよびその他のフィルタリングサービス
（ASA CXや ASA FirePOWERなど）を提供する ASAモジュールをインストールすることができ
ます。ASAは、Cisco Webセキュリティアプライアンス（WSA）などの外部製品とともに使用す
ることも可能です。

アプリケーションインスペクションの適用

インスペクションエンジンは、ユーザのデータパケット内に IPアドレッシング情報を埋め込む
サービスや、ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリチャネルを開くサービスに必

要です。これらのプロトコルは、ASAによるディープパケットインスペクションの実行を必要
とします。

サポート対象のハードウェアモジュールまたはソフトウェアモジュールへのトラフィックの送信

一部の ASAモデルでは、ソフトウェアモジュールの設定、またはハードウェアモジュールの
シャーシへの挿入を行うことで、高度なサービスを提供することができます。これらのモジュー

ルを通じてトラフィックインスペクションを追加することにより、設定済みのポリシーに基づい

てトラフィックをブロックできます。また、これらのモジュールにトラフィックを送信すること

で、高度なサービスを利用することができます。

QoS ポリシーの適用

音声やストリーミングビデオなどのネットワークトラフィックでは、長時間の遅延は許容されま

せん。QoSは、この種のトラフィックにプライオリティを設定するネットワーク機能です。QoS
とは、選択したネットワークトラフィックによりよいサービスを提供するネットワークの機能で

す。

接続制限と TCP 正規化の適用

TCP接続、UDP接続、および初期接続を制限することができます。接続と初期接続の数を制限す
ることで、DoS攻撃（サービス拒絶攻撃）から保護されます。ASAでは、初期接続の制限を利用
して TCP代行受信を発生させます。代行受信によって、TCP SYNパケットを使用してインター
フェイスをフラッディングするDoS攻撃から内部システムを保護します。初期接続とは、送信元
と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことです。

TCP正規化は、正常に見えないパケットをドロップするように設計された高度なTCP接続設定で
構成される機能です。

脅威検出のイネーブル化

スキャン脅威検出と基本脅威検出、さらに統計情報を使用して脅威を分析する方法を設定できま

す。

基本脅威検出は、DoS攻撃などの攻撃に関係している可能性のあるアクティビティを検出し、自
動的にシステムログメッセージを送信します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
26

ファイアウォール機能の概要



典型的なスキャン攻撃では、あるホストがサブネット内の IPアドレスにアクセスできるかどうか
を 1つずつ試します（サブネット内の複数のホストすべてを順にスキャンするか、1つのホスト
またはサブネットの複数のポートすべてを順にスイープする）。スキャン脅威検出機能は、いつ

ホストがスキャンを実行するかを判別します。トラフィック署名に基づく IPSスキャン検出とは
異なり、ASAのスキャニング脅威検出機能は、スキャンアクティビティに関して分析できるホス
ト統計を含む膨大なデータベースを維持します。

ホストデータベースは、不審なアクティビティを追跡します。このようなアクティビティには、

戻りアクティビティのない接続、閉じているサービスポートへのアクセス、脆弱なTCP動作（非
ランダム IPIDなど）、およびその他の多くの動作が含まれます。

攻撃者に関するシステムログメッセージを送信するように ASAを設定できます。または、自動
的にホストを排除できます。

ファイアウォールモードの概要

ASAは、次の 2つのファイアウォールモードで動作します。

•ルーテッド

• Transparent

ルーテッドモードでは、ASAは、ネットワークのルータホップと見なされます。

トランスペアレントモードでは、ASAは「Bump In The Wire」または「ステルスファイアウォー
ル」のように動作し、ルータホップとは見なされません。ASAは「ブリッジグループ」の内部お
よび外部インターフェイスと同じネットワークに接続します。

トランスペアレントファイアウォールは、ネットワークコンフィギュレーションを簡単にするた

めに使用できます。トランスペアレントモードは、攻撃者からファイアウォールが見えないよう

にする場合にも有効です。トランスペアレントファイアウォールは、他の場合にはルーテッド

モードでブロックされるトラフィックにも使用できます。たとえば、トランスペアレントファイ

アウォールでは、EtherTypeアクセスリストを使用するマルチキャストストリームが許可されま
す。

ステートフルインスペクションの概要

ASAを通過するトラフィックはすべて、アダプティブセキュリティアルゴリズムを使用して検
査され、通過が許可されるか、またはドロップされます。単純なパケットフィルタは、送信元ア

ドレス、宛先アドレス、およびポートが正しいかどうかはチェックできますが、パケットシーケ

ンスまたはフラグが正しいかどうかはチェックしません。また、フィルタはすべてのパケットを

フィルタと照合してチェックするため、処理が低速になる場合があります。

TCPステートバイパス機能を使用すると、パケットフローをカスタマイズできます。（注）

ただし、ASAのようなステートフルファイアウォールは、パケットの次のようなステートについ
て検討します。
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•新規の接続かどうか。

新規の接続の場合、ASAは、パケットをアクセスリストと照合してチェックする必要があ
り、これ以外の各種のタスクを実行してパケットの許可または拒否を決定する必要がありま

す。このチェックを行うために、セッションの最初のパケットは「セッション管理パス」を

通過しますが、トラフィックのタイプに応じて、「コントロールプレーンパス」も通過す

る場合があります。

セッション管理パスで行われるタスクは次のとおりです。

◦アクセスリストとの照合チェック

◦ルートルックアップ

◦ NAT変換（xlates）の割り当て

◦「ファストパス」でのセッションの確立

ASAは、TCPトラフィックのファストパスに転送フローとリバースフローを作成します。
ASAは、高速パスも使用できるように、UDP、ICMP（ICMPインスペクションがイネーブル
の場合）などのコネクションレス型プロトコルの接続状態の情報も作成するので、これらの

プロトコルもファストパスを使用できます。

SCTPなどの他の IPプロトコルの場合、ASAはリバースパスフローを作成し
ません。そのため、これらの接続を参照する ICMPエラーパケットはドロッ
プされます。

（注）

レイヤ 7インスペクションが必要なパケット（パケットのペイロードの検査または変更が必
要）は、コントロールプレーンパスに渡されます。レイヤ7インスペクションエンジンは、
2つ以上のチャネルを持つプロトコルで必要です。2つ以上のチャネルの 1つは周知のポー
ト番号を使用するデータチャネルで、その他はセッションごとに異なるポート番号を使用す

るコントロールチャネルです。このようなプロトコルには、FTP、H.323、および SNMPが
あります。

•確立済みの接続かどうか。

接続がすでに確立されている場合は、ASAでパケットの再チェックを行う必要はありませ
ん。一致するパケットの大部分は、両方向で「ファースト」パスを通過できます。高速パス

で行われるタスクは次のとおりです。

◦ IPチェックサム検証

◦セッションルックアップ

◦ TCPシーケンス番号のチェック

◦既存セッションに基づく NAT変換

◦レイヤ 3ヘッダー調整およびレイヤ 4ヘッダー調整
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レイヤ 7インスペクションを必要とするプロトコルに合致するデータパケットも高速パスを
通過できます。

確立済みセッションパケットの中には、セッション管理パスまたはコントロールプレーン

パスを引き続き通過しなければならないものがあります。セッション管理パスを通過するパ

ケットには、インスペクションまたはコンテンツフィルタリングを必要とするHTTPパケッ
トが含まれます。コントロールプレーンパスを通過するパケットには、レイヤ 7インスペ
クションを必要とするプロトコルのコントロールパケットが含まれます。

VPN 機能の概要
VPNは、TCP/IPネットワーク（インターネットなど）上のセキュアな接続で、プライベートな接
続として表示されます。このセキュアな接続はトンネルと呼ばれます。ASAは、トンネリングプ
ロトコルを使用して、セキュリティパラメータのネゴシエート、トンネルの作成および管理、パ

ケットのカプセル化、トンネルを通したパケットの送信または受信、パケットのカプセル化の解

除を行います。ASAは、双方向トンネルのエンドポイントとして機能します。たとえば、プレー
ンパケットを受信してカプセル化し、それをトンネルのもう一方のエンドポイントに送信するこ

とができます。そのエンドポイントで、パケットはカプセル化を解除され、最終的な宛先に送信

されます。また、セキュリティアプライアンスは、カプセル化されたパケットを受信してカプセ

ル化を解除し、それを最終的な宛先に送信することもできます。ASAは、これらの機能を実行す
るためにさまざまな標準プロトコルを起動します。

ASAは、次の機能を実行します。

•トンネルの確立

•トンネルパラメータのネゴシエーション

•ユーザの認証

•ユーザアドレスの割り当て

•データの暗号化と復号化

•セキュリティキーの管理

•トンネルを通したデータ転送の管理

•トンネルエンドポイントまたはルータとしての着信と発信のデータ転送の管理

ASAは、これらの機能を実行するためにさまざまな標準プロトコルを起動します。

セキュリティコンテキストの概要

単一の ASAは、セキュリティコンテキストと呼ばれる複数の仮想デバイスにパーティション化
できます。各コンテキストは、独自のセキュリティポリシー、インターフェイス、および管理者

を持つ独立したデバイスです。マルチコンテキストは、複数のスタンドアロンデバイスを使用す

ることに似ています。マルチコンテキストモードでは、ルーティングテーブル、ファイアウォー
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ル機能、IPS、管理など、さまざまな機能がサポートされています。ただし、サポートされていな
い機能もあります。詳細については、機能に関する各章を参照してください。

マルチコンテキストモードの場合、ASAには、セキュリティポリシー、インターフェイス、お
よびスタンドアロンデバイスで設定できるほとんどのオプションを識別するコンテキストごとの

コンフィギュレーションが含まれます。システム管理者がコンテキストを追加および管理するに

は、コンテキストをシステムコンフィギュレーションに設定します。これが、シングルモード設

定と同じく、スタートアップコンフィギュレーションとなります。システムコンフィギュレー

ションは、ASAの基本設定を識別します。システムコンフィギュレーションには、ネットワーク
インターフェイスやネットワーク設定は含まれません。その代わりに、ネットワークリソースに

アクセスする必要が生じたときに（サーバからコンテキストをダウンロードするなど）、システ

ムは管理コンテキストとして指定されているコンテキストのいずれかを使用します。

管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただし、ユーザが管理コンテキス

トにログインすると、システム管理者権限を持つので、システムコンテキストおよび他のすべて

のコンテキストにアクセス可能になる点が異なります。

ASA クラスタリングの概要
ASAクラスタリングを利用すると、複数の ASAをグループ化して 1つの論理デバイスとするこ
とができます。クラスタは、単一デバイスのすべての利便性（管理、ネットワークへの統合）を

備える一方で、複数デバイスによって高いスループットおよび冗長性を達成します。

すべてのコンフィギュレーション作業（ブートストラップコンフィギュレーションを除く）は、

マスターユニット上でのみ実行します。コンフィギュレーションは、メンバユニットに複製され

ます。

特殊なサービス、非推奨のサービス、およびレガシーサービス

一部のサービスのマニュアルは、主要な設定ガイドおよびオンラインヘルプとは別の場所にあり

ます。
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特殊なサービスに関するガイド

特殊なサービスを利用して、たとえば、電話サービス（UnifiedCommunications）用のセキュ
リティプロキシを提供したり、ボットネットトラフィックフィルタリングを Ciscoアップ
デートサーバのダイナミックデータベースと組み合わせて提供したり、Cisco Webセキュ
リティアプライアンス用のWCCPサービスを提供したりすることにより、ASAと他のシス
コ製品の相互運用が可能になります。これらの特殊なサービスの一部については、別のガイ

ドで説明されています。

•『Cisco ASA Botnet Traffic Filter Guide』

•『Cisco ASA NetFlow Implementation Guide』

•『Cisco ASA Unified Communications Guide』

•『Cisco ASA WCCP Traffic Redirection Guide』

•『SNMP Version 3 Tools Implementation Guide』

非推奨のサービス

非推奨の機能については、ASAバージョンの設定ガイドを参照してください。同様に、設
計の見直しが行われた機能（NAT（バージョン 8.2と 8.3の間に見直しを実施）、トランス
ペアレントモードのインターフェイス（バージョン 8.3と 8.4の間に見直しを実施）など）
については、各バージョンの設定ガイドを参照してください。ASDMは以前の ASAリリー
スとの後方互換性を備えていますが、設定ガイドおよびオンラインヘルプでは最新のリリー

スの内容しか説明されていません。

レガシーサービスガイド

レガシーサービスは現在もASAでサポートされていますが、より高度なサービスを代わり
に使用できる場合があります。レガシーサービスについては別のガイドで説明されていま

す。

『Cisco ASA Legacy Feature Guide』

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

• RIPの設定

•ネットワークアクセスの AAA規則

• IPスプーフィングの防止などの保護ツールの使用（ip verify reverse-path）、フラグメ
ントサイズの設定（fragment）、不要な接続のブロック（shun）、TCPオプションの
設定（ASDM用）、および基本 IPSをサポートする IP監査の設定（ip audit）。

•フィルタリングサービスの設定

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

31

特殊なサービス、非推奨のサービス、およびレガシーサービス

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/special/botnet/guide/asa-botnet.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/special/netflow/guide/asa_netflow.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/special/unified-communications/guide/unified-comm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/special/wccp/guide/asa-wccp.html
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第 2 章

使用する前に

この章では、Cisco ASAの使用を開始する方法について説明します。

• コマンドラインインターフェイス（CLI）のコンソールへのアクセス, 33 ページ

• ASDMアクセスの設定, 40 ページ

• ASDMの起動, 47 ページ

• ASDM動作のカスタマイズ, 48 ページ

• 工場出荷時のデフォルト設定, 50 ページ

• 設定の開始, 59 ページ

• ASDMでのコマンドラインインターフェイスツールの使用, 60 ページ

• 接続の設定変更の適用, 61 ページ

コマンドラインインターフェイス（CLI）のコンソールへのアクセス
ASDMアクセスの基本的な設定を、CLIを使用して行う必要がある場合があります。

初期設定を行うには、コンソールポートから直接CLIにアクセスします。その後、管理アクセス,
（821ページ）に従って Telnetまたは SSHを使用して、リモートアクセスを設定できます。シス
テムがすでにマルチコンテキストモードで動作している場合は、コンソールポートにアクセス

するとシステムの実行スペースに入ります。

ASAvのコンソールアクセスについては、ASAvのクイックスタートガイドを参照してくだ
さい。

（注）

アプライアンスコンソールへのアクセス

アプライアンスコンソールにアクセスするには、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1 付属のコンソールケーブルを使用してコンピュータをコンソールポートに接続します。ターミナ

ルエミュレータを回線速度 9600ボー、データビット 8、パリティなし、ストップビット 1、フ
ロー制御なしに設定して、コンソールに接続します。

コンソールケーブルの詳細については、ASAのハードウェアガイドを参照してください。

ステップ 2 Enterキーを押して、次のプロンプトが表示されることを確認します。

ciscoasa>

このプロンプトは、ユーザ EXECモードで作業していることを示します。ユーザ EXECモードで
は、基本コマンドのみを使用できます。

ステップ 3 特権 EXECモードにアクセスするには、次のコマンドを入力します。
ciscoasa> enable

次のプロンプトが表示されます。

Password:

設定以外のすべてのコマンドは、特権 EXECモードで使用できます。特権 EXECモードからコン
フィギュレーションモードに入ることもできます。

ステップ 4 プロンプトに対して、イネーブルパスワードを入力します。

デフォルトではパスワードは空白に設定されているため、Enterキーを押して先に進みます。イ
ネーブルパスワードを変更するには、ホスト名、ドメイン名、およびイネーブルパスワードと

Telnetパスワードの設定, （511ページ）を参照してください。

プロンプトが次のように変化します。

ciscoasa#

特権モードを終了するには、disableコマンド、exitコマンド、または quitコマンドを入力しま
す。

ステップ 5 グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスするには、次のコマンドを入力します。
ciscoasa# configure terminal

プロンプトが次のように変化します。

ciscoasa(config)#

グローバルコンフィギュレーションモードから ASAの設定を開始できます。グローバルコン
フィギュレーションモードを終了するには、exitコマンド、quitコマンド、または endコマンド
を入力します。
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ASA サービスモジュールコンソールへのアクセス
初期設定の場合、スイッチに（コンソールポートに、あるいは Telnetまたは SSHを使用してリ
モートで）接続してコマンドラインインターフェイス（CLI）にアクセスし、ASASMに接続しま
す。ASASMには工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションが含まれていないため、ASDM
を使用してアクセスする前にCLIで設定を行う必要があります。ここでは、ASASMCLIにアクセ
スする方法について説明します。

接続方法について

スイッチ CLIから ASASMに接続するには、次の 2つの方法が使用できます。

•仮想コンソール接続：service-module sessionコマンドを使用して、ASASMへの仮想コンソー
ル接続を作成します。仮想コンソール接続は、実際のコンソール接続の利点と制限をすべて

備えています。

利点を次に示します。

◦接続はリロード中も持続し、タイムアウトしません。

◦ ASASMリロード中も接続を維持でき、スタートアップメッセージを閲覧できます。

◦ ASASMがイメージをロードできない場合、ROMMONにアクセスできます。

◦初期パスワードの設定は必要ではありません。

制限を次に示します。

◦接続が低速です（9600ボー）。

◦一度にアクティブにできるコンソール接続は 1つだけです。

◦このコマンドは、Ctrl+Shift+6、xがターミナルサーバプロンプトに戻るためのエスケー
プシーケンスであるターミナルサーバとともに使用することはできません。

Ctrl+Shift+6、xは、ASASMコンソールをエスケープして、スイッチプロンプトに戻る
ためのシーケンスでもあります。したがって、この状況でASASMを終了しようとする
と、代わりにターミナルサーバプロンプトに戻ります。スイッチにターミナルサーバ

を再接続した場合、ASASMコンソールセッションがアクティブのままです。スイッチ
プロンプトを終了することはできません。コンソールをスイッチプロンプトに戻すに

は、直接シリアル接続を使用する必要があります。この場合、Cisco IOSでターミナル
サーバまたはスイッチエスケープ文字を変更するか、または Telnet sessionコマンドを
使用します。

コンソール接続の永続性のため、ASASMを正しくログアウトしないと、意図
よりも長く接続が存在する可能性があります。他の人がログインする場合は、

既存の接続を終了する必要があります。

（注）
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• Telnet接続：sessionコマンドを使用して、ASASMへの Telnet接続を作成します。

新しい ASASMに対してはこの方式を使用して接続できません。この方式で
は、ASASM上でのTelnetログインパスワードの設定が必要です（デフォルト
のパスワードはありません）。passwdコマンドを使用してパスワードを設定
した後に、この方式を使用できます。

（注）

利点を次に示します。

◦ ASASMへの複数のセッションを同時に使用できます。

◦ Telnetセッションは、高速接続です。

制限を次に示します。

◦ Telnetセッションは、ASASMリロード時に終了し、タイムアウトします。

◦ ASASMが完全にロードするまで ASASMにはアクセスできません。したがって、
ROMMONにアクセスできません。

◦最初に Telnetログインパスワードを設定する必要があります。デフォルトのパスワー
ドはありません。

ASA サービスモジュールへのログイン

初期設定の場合、スイッチに（スイッチのコンソールポートに、あるいはTelnetまたは SSHを使
用してリモートで）接続してコマンドラインインターフェイスにアクセスし、ASASMに接続し
ます。

システムがすでにマルチコンテキストモードで動作している場合は、スイッチ環境から ASASM
にアクセスするとシステムの実行スペースに入ります。

その後は、Telnetまたは SSHを使用してリモートアクセスを ASASMに直接設定できます。

手順

ステップ 1 スイッチから、次のいずれかを実行します。

•最初のアクセスで使用可能：スイッチ CLIからこのコマンドを入力し、ASASMにコンソー
ルアクセスします。

service-module session [switch {1 | 2}] slotnumber

例：

Router# service-module session slot 3
ciscoasa>

VSS内のスイッチの場合、switch引数を入力します。
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モジュールのスロット番号を表示するには、スイッチプロンプトで showmoduleコマンドを
入力します。

ユーザ EXECモードにアクセスします。

•ログインパスワードの設定後に使用可能：スイッチCLIからこのコマンドを入力し、バック
プレーンを介して ASASMに Telnet接続します。

session [switch {1 | | 2}] slotnumberprocessor 1

ログインパスワードの入力が求められます。

ciscoasa passwd:

例：

Router# session slot 3 processor 1
ciscoasa passwd: cisco
ciscoasa>

VSS内のスイッチの場合、switch引数を入力します。

session slot processor 0コマンドは、他のサービスモジュールではサポートされていますが、
ASASMではサポートされていません。ASASMにはプロセッサ 0がありません。

モジュールのスロット番号を表示するには、スイッチプロンプトで showmoduleコマンドを
入力します。

ASADMへのログインパスワードを入力します。passwdコマンドを使用してパスワードを設
定します。デフォルトのパスワードはありません。

ユーザ EXECモードにアクセスします。

ステップ 2 最高の特権レベルである特権 EXECモードに次のようにアクセスします。
enable

例：

ciscoasa> enable
Password:
ciscoasa#

プロンプトに対して、イネーブルパスワードを入力します。デフォルトでは、パスワードは空白

です。

特権 EXECモードを終了するには、disableコマンド、exitコマンド、または quitコマンドを入力
します。

ステップ 3 グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスします。
configure terminal

グローバルコンフィギュレーションモードを終了するには、disableコマンド、exitコマンド、ま
たは quitコマンドを入力します。
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関連トピック

ホスト名、ドメイン名、およびイネーブルパスワードと Telnetパスワードの設定, （511ペー
ジ）

コンソールセッションのログアウト

ASASMからログアウトしない場合、コンソール接続は維持され、タイムアウトはありません。
ASASMコンソールセッションを終了してスイッチの CLIにアクセスするには、次の手順を実行
します。

意図せずに開いたままになっている可能性のある、別のユーザのアクティブな接続を終了するに

は、アクティブなコンソール接続の終了, （38ページ）を参照してください。

手順

スイッチ CLIに戻るには、次を入力します。
Ctrl+Shift+6、x

スイッチプロンプトに戻ります。

asasm# [Ctrl-Shift-6, x]
Router#

米国および英国キーボードの Shift+6はキャレット記号（^）を出力します。別のキー
ボードを使用しており、単独の文字としてキャレット記号（^）を出力できない場合、
一時的または永続的に、エスケープ文字を別の文字に変更できます。terminal
escape-character ascii_numberコマンド（このセッションで変更する場合）、または
default escape-character ascii_numberコマンド（永続的に変更する場合）を使用します。
たとえば、現在のセッションのシーケンスを Ctrl-w、xに変更するには、
terminal escape-character 23を入力します。

（注）

アクティブなコンソール接続の終了

コンソール接続の永続性のために、ASASMを正しくログアウトしないと、意図したよりも長い
時間にわたって接続が存在する可能性があります。他の人がログインする場合は、既存の接続を

終了する必要があります。

手順

ステップ 1 スイッチCLIから、[show users]コマンドを使用して、接続されたユーザを表示します。コンソー
ルユーザは「con」と呼ばれます。ホストアドレスは、127.0.0.slot0と表示されます（slotはモ
ジュールのスロット番号です）。
show users
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たとえば、次のコマンド出力は、スロット 2にあるモジュールのライン 0のユーザ「con」を示し
ています。

Router# show users
Line User Host(s) Idle Location
* 0 con 0 127.0.0.20 00:00:02

ステップ 2 コンソール接続のあるラインをクリアするには、次のコマンドを入力します。
clearline number

次に例を示します。

Router# clear line 0

Telnet セッションのログアウト

Telnetセッションを終了してスイッチ CLIにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

スイッチCLIに戻るには、ASASM特権モードまたはユーザEXECモードから exitを入力します。
コンフィギュレーションモードに入っている場合は、Telnetセッションが終了するまで繰り返し
exitを入力します。
スイッチプロンプトに戻ります。

asasm# exit
Router#

代わりに、エスケープシーケンス Ctrl+Shift+6、xを使用して、Telnetセッションをエス
ケープすることができます。このエスケープシーケンスを使用すると、スイッチプロ

ンプトでEnterキーを押すことで、Telnetセッションを再開できます。スイッチからTelnet
セッションを切断するには、スイッチCLIでdisconnectを入力します。セッションを切
断しない場合、ASASM設定に従って最終的にタイムアウトします。

（注）

ソフトウェアモジュールコンソールへのアクセス

ASA5506-XにASAFirePOWERなどのソフトウェアモジュールをインストールしている場合、モ
ジュールコンソールへのセッションを実行できます。

sessionコマンドを使用してASAバックプレーンを介してハードウェアモジュールCLIにアク
セスすることはできません。

（注）
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手順

ASA CLIから、モジュールへのセッションを実行します。
session {sfr | cxsc | ips} console

例：

ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Cisco ASA SFR Boot Image 5.3.1
asasfr login: admin
Password: Admin123

ASA 5506W-X ワイヤレスアクセスポイントコンソールへのアクセス
ワイヤレスアクセスポイントコンソールにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASA CLIから、アクセスポイントへのセッションを実行します。
sessionwlanconsole

例：

ciscoasa# session wlan console
opening console session with module wlan
connected to module wlan. Escape character sequence is ‘CTRL-^X’

ap>

ステップ 2 アクセスポイント CLIについては、『Cisco IOS Configuration Guide for Autonomous Aironet Access
Points』[英語]を参照してください。

ASDM アクセスの設定
ここでは、デフォルトコンフィギュレーションでASDMにアクセスする方法、およびデフォルト
設定がない場合にアクセスを設定する方法について説明します。
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ASDM アクセス（アプライアンス、ASAv）に対する工場出荷時のデフォルトコン
フィギュレーションの使用

工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションでは、ASDM接続はデフォルトのネットワーク
設定で事前設定されています。

手順

次のインターフェイスおよびネットワーク設定を使用して ASDMに接続します。

•管理インターフェイスは、ご使用のモデルによって異なります。

◦ ASA 5506-Xおよび ASA 5508-X、ASA 5516-X：ASDMに接続するインターフェイスは
GigabitEthernet 1/2です。

◦ ASA 5512-X以降：ASDMに接続するインターフェイスはManagement 0/0です。

◦ ASAv：ASDMに接続するインターフェイスはManagement 0/0です。

◦ ISA 3000：ASDMに接続するインターフェイスはManagement 1/1です。

◦ FXOSシャーシ上のASA：ASDMに接続するインターフェイスは、FXOSシャーシスー
パーバイザ上で定義されている任意の管理タイプのインターフェイスです。

•デフォルトの管理アドレスは次のとおりです。

◦ ASAアプライアンス：192.168.1.1。

◦ ASAv：導入時に管理インターフェイスの IPアドレスを設定します。

◦ FXOSシャーシ上のASA：導入時に管理インターフェイスの IPアドレスを設定します。

• ASDMにアクセスできるクライアントは次のとおりです。

◦ ASAアプライアンス：クライアントは 192.168.1.0/24ネットワーク上にある必要があり
ます。デフォルトコンフィギュレーションにより DHCPがイネーブルにされるため、
管理ステーションにはこの範囲内の IPアドレスを割り当てることができます。

◦ ASAv：導入時に管理クライアントの IPアドレスを設定します。ASAvは、接続された
クライアントに対して DHCPサーバとして機能しません。

◦ FXOSシャーシ上の ASA：すべてのホストは、管理インターフェイス上の ASDMへの
アクセスを許可されます。ASAvは、接続されたクライアントに対して DHCPサーバと
して機能しません。

マルチコンテキストモードに変更すると、上記のネットワーク設定を使用して管理コ

ンテキストから ASDMにアクセスできるようになります。
（注）
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関連トピック

工場出荷時のデフォルト設定, （50ページ）
マルチコンテキストモードの有効化またはディセーブル化, （230ページ）
ASDMの起動, （47ページ）

ASDM アクセスのカスタマイズ
この手順は、ASAサービスモジュールを除くすべてのモデルに適用されます。

次の条件に 1つ以上当てはまる場合は、この手順を使用します。

•工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションがない。

•トランスペアレントファイアウォールモードに変更したい。

•マルチコンテキストモードに変更したい。

シングルルーテッドモードの場合、ASDMに迅速かつ容易にアクセスするために、独自の管理
IPアドレスを設定できるオプションを備えた工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションを
適用することを推奨します。この項に記載されている手順は、特別なニーズ（トランスペアレン

トモードやマルチコンテキストモードの設定など）がある場合や、他の設定を維持する必要が

ある場合にのみ使用してください。

ASAvの場合、導入時にトランスペアレントモードを設定できるため、この手順は、設定をク
リアする必要がある場合など、導入後に特に役立ちます。

（注）

手順

ステップ 1 コンソールポートで CLIにアクセスします。

ステップ 2 （オプション）トランスペアレントファイアウォールモードをイネーブルにします。

このコマンドは、設定をクリアします。

firewall transparent

ステップ 3 管理インターフェイスを設定します。

interface interface_id
nameif name
security-level level
no shutdown
ip address ip_address mask

例：

ciscoasa(config)# interface management 0/0
ciscoasa(config-if)# nameif management
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ciscoasa(config-if)# security-level 100
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

security-levelは、1～100の番号です（100が最も安全です）。

ステップ 4 （直接接続された管理ホスト用）管理ネットワークの DHCPプールを設定します。

dhcpd address ip_address-ip_address interface_name
dhcpd enable interface_name

例：

ciscoasa(config)# dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
ciscoasa(config)# dhcpd enable management

その範囲にインターフェイスアドレスが含まれていないことを確認します。

ステップ 5 （リモート管理ホスト用）管理ホストへのルートを設定します。
routemanagement_ifcmanagement_host_ipmaskgateway_ip 1

例：

ciscoasa(config)# route management 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.50 1

ステップ 6 ASDMの HTTPサーバをイネーブルにします。
http server enable

ステップ 7 管理ホストの ASDMへのアクセスを許可します。
httpip_addressmaskinterface_name

例：

ciscoasa(config)# http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

ステップ 8 設定を保存します。
write memory

ステップ 9 （オプション）モードをマルチモードに設定します。
mode multiple

プロンプトが表示されたら、既存の設定を管理コンテキストに変換することを承認します。ASA
をリロードするよう求められます。

例

次の設定では、ファイアウォールモードがトランスペアレントモードに変換され、Management
0/0インターフェイスが設定され、管理ホストに対して ASDMがイネーブルにされます。

firewall transparent
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interface management 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
nameif management
security-level 100
no shutdown

dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd enable management
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

関連トピック

工場出荷時のデフォルト設定の復元, （51ページ）
ファイアウォールモード（シングルモード）の設定, （191ページ）
アプライアンスコンソールへのアクセス, （33ページ）
ASDMの起動, （47ページ）

ASA サービスモジュールの ASDM アクセスの設定
ASASMには物理インターフェイスがないため、ASDMアクセスが事前設定されていません。
ASASMの CLIを使用して ASDMアクセスを設定する必要があります。ASDMアクセス用に
ASASMを設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

ASASMのクイックスタートガイドに従って、ASASMに VLANインターフェイスを割り当てま
す。

手順

ステップ 1 ASASMに接続し、グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスします。

ステップ 2 （オプション）トランスペアレントファイアウォールモードをイネーブルにします。
firewall transparent

このコマンドは、設定をクリアします。

ステップ 3 ご使用のモードに応じて、次のいずれかの操作を行って管理インターフェイスを設定します。

•ルーテッドモード：インターフェイスをルーテッドモードで設定します。

interface vlan number
ip address ip_address [mask]
nameif name
security-level level

例：

ciscoasa(config)# interface vlan 1
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# nameif inside
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ciscoasa(config-if)# security-level 100

security-levelは、1～100の番号です（100が最も安全です）。

•トランスペアレントモード：ブリッジ仮想インターフェイスを設定し、ブリッジグループ
に管理 VLANを割り当てます。

interface bvi number
ip address ip_address [mask]

interface vlan number
bridge-group bvi_number
nameif name
security-level level

例：

ciscoasa(config)# interface bvi 1
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ciscoasa(config)# interface vlan 1
ciscoasa(config-if)# bridge-group 1
ciscoasa(config-if)# nameif inside
ciscoasa(config-if)# security-level 100

security-levelは、1～100の番号です（100が最も安全です）。

ステップ 4 （直接接続された管理ホスト用）管理インターフェイスネットワーク上の管理ホストのDHCPを
イネーブルにします。

dhcpd address ip_address-ip_address interface_name
dhcpd enable interface_name

例：

ciscoasa(config)# dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 inside
ciscoasa(config)# dhcpd enable inside

この範囲内には管理アドレスを含めないでください。

ステップ 5 （リモート管理ホスト用）管理ホストへのルートを設定します。
routemanagement_ifcmanagement_host_ipmaskgateway_ip1

例：

ciscoasa(config)# route management 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.50

ステップ 6 ASDMの HTTPサーバをイネーブルにします。
http server enable

ステップ 7 管理ホストの ASDMへのアクセスを許可します。
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httpip_addressmaskinterface_name

例：

ciscoasa(config)# http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

ステップ 8 設定を保存します。
write memory

ステップ 9 （オプション）モードをマルチモードに設定します。
mode multiple

プロンプトが表示されたら、既存の設定を管理コンテキストに変換することを承認します。ASASM
をリロードするよう求められます。

例

次のルーテッドモードの設定では、VLAN 1のインターフェイスを設定し、管理ホストの ASDM
のイネーブルにします。

interface vlan 1
nameif inside
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
security-level 100

dhcpd address 192.168.1.3-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside

次の設定では、ファイアウォールモードをトランスペアレントモードに変換し、VLAN 1イン
ターフェイスを設定して BVI 1に割り当てた後、管理ホストの ASDMをイネーブルにします。

firewall transparent
interface bvi 1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface vlan 1
bridge-group 1
nameif inside
security-level 100

dhcpd address 192.168.1.3-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside

関連トピック

ASAサービスモジュールコンソールへのアクセス, （35ページ）
ファイアウォールモード（シングルモード）の設定, （191ページ）
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ASDM の起動
ASDMは、次の 2つの方法で起動できます。

• ASDM-IDMランチャ：ランチャは、ASAからWebブラウザを使用してダウンロードされる
アプリケーションです。これを使用すると、任意の ASA IPアドレスに接続できます。他の
ASAに接続する場合、ランチャを再度ダウンロードする必要はありません。

• Java Web Start：管理する ASAごとにWebブラウザで接続して、Java Web Startアプリケー
ションを保存または起動する必要があります。任意でコンピュータにショートカットを保存

できます。ただし、ASA IPアドレスごとにショートカットを分ける必要があります。

ASDMでは、管理のために別の ASA IPアドレスを選択できます。ランチャと Java Web Startの機
能の違いは、主に、ユーザが最初にどのようにASAに接続し、ASDMを起動するかにあります。

ここでは、まず ASDMに接続する方法について説明します。次にランチャまたは Java Web Start
を使用して ASDMを起動する方法について説明します。

ASDMはローカルの \Users\<user_id>\.asdmディレクトリ内にキャッシュ、ログ、および設定など
のファイルを保存し、Tempディレクトリ内にも AnyConnectプロファイルなどのファイルを保存
します。

手順

ステップ 1 ASDMクライアントとして指定したコンピュータで次の URLを入力します。
https://asa_ip_address/admin

次のボタンを持つ ASDM起動ページが表示されます。

• Install ASDM Launcher and Run ASDM

• Run ASDM

• Run Startup Wizard

ステップ 2 ランチャをダウンロードするには、次の手順を実行します。

a) [Install ASDM Launcher and Run ASDM]をクリックします。
b) ユーザ名とパスワードのフィールドを空のままにし（新規インストールの場合）、[OK]をク
リックします。HTTPS認証が設定されていない場合は、ユーザ名およびイネーブルパスワー
ド（デフォルトで空白）を入力しないでASDMにアクセスできます。注：HTTPS認証をイネー
ブルにした場合、ユーザ名と関連付けられたパスワードを入力します。認証が有効でない場合

でも、ログイン画面で（ユーザ名をブランクのままにしないで）ユーザ名とパスワードを入力

すると、ASDMによってローカルデータベースで一致がチェックされます。
c) インストーラをコンピュータに保存して、インストーラを起動します。インストールが完了す
ると、ASDM-IDMランチャが自動的に開きます。
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d) 管理 IPアドレス、および同じユーザ名とパスワード（新規インストールの場合は空白）を入
力し、[OK]をクリックします。

ステップ 3 Java Web Startを使用するには：
a) [Run ASDM]または [Run Startup Wizard]をクリックします。
b) プロンプトが表示されたら、ショートカットをコンピュータに保存します。オプションで、ア
プリケーションを保存せずに開くこともできます。

c) ショートカットから Java Web Startを起動します。
d) 表示されたダイアログボックスに従って、任意の証明書を受け入れます。Cisco ASDM-IDM

Launcherが表示されます。
e) ユーザ名とパスワードのフィールドを空のままにし（新規インストールの場合）、[OK]をク
リックします。HTTPS認証が設定されていない場合は、ユーザ名およびイネーブルパスワー
ド（デフォルトで空白）を入力しないでASDMにアクセスできます。注：HTTPS認証をイネー
ブルにした場合、ユーザ名と関連付けられたパスワードを入力します。認証が有効でない場合

でも、ログイン画面で（ユーザ名をブランクのままにしないで）ユーザ名とパスワードを入力

すると、ASDMによってローカルデータベースで一致がチェックされます。

ASDM 動作のカスタマイズ
アイデンティティ証明書をインストールしてASDMを正常に起動するだけでなく、ASDMヒープ
メモリを増大することもできるため、より大きいサイズのコンフィギュレーションを処理できま

す。

ASDM のアイデンティティ証明書のインストール
Java 7 Update 51以降を使用する場合、ASDMランチャには信頼できる証明書が必要です。証明書
の要件は、自己署名付きの ID証明書をインストールすることによって簡単に満たすことができま
す。証明書をインストールするまで、Java Web Startを使用して ASDMを起動することができま
す。

ASDMで使用するために ASAに自己署名された ID証明書をインストールし、Javaを使用して証
明書を登録するには、次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/go/asdm-certificate

ASDM コンフィギュレーションメモリの増大
ASDMでサポートされる最大設定サイズは 512 KBです。このサイズを超えると、パフォーマン
スの問題が生じることがあります。たとえば、コンフィギュレーションのロード時には、完了し

たコンフィギュレーションの割合がステータスダイアログボックスに表示されます。このとき、

サイズの大きいコンフィギュレーションでは、ASDMによってまだコンフィギュレーションの処
理が行われていても、完了した割合の増分が停止し、操作が中断されているように見えます。こ
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のような状況が発生した場合は、ASDMシステムヒープメモリの増大を検討することを推奨しま
す。

Windows での ASDM コンフィギュレーションメモリの増大

ASDMヒープメモリサイズを増大するには、次の手順を実行して run.batファイルを編集しま
す。

手順

ステップ 1 ASDMインストールディレクトリ（たとえば、C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\ASDM）に移
動します。

ステップ 2 任意のテキストエディタを使用して run.batファイルを編集します。

ステップ 3 「start javaw.exe」で始まる行で、「-Xmx」のプレフィックスが付いた引数を変更し、目的のヒー
プサイズを指定します。たとえば、768MBの場合は -Xmx768Mに変更し、1GBの場合は -Xmx1G
に変更します。

ステップ 4 run.batファイルを保存します。

Mac OS での ASDM コンフィギュレーションメモリの増大

ASDMヒープメモリサイズを増大するには、次の手順を実行して Info.plistファイルを編集しま
す。

手順

ステップ 1 [Cisco ASDM-IDM]アイコンを右クリックし、[Show Package Contents]を選択します。

ステップ 2 [Contents]フォルダで、Info.plistファイルをダブルクリックします。開発者ツールをインストール
している場合は、プロパティリストエディタで開きます。そうでない場合は、TextEditで開きま
す。

ステップ 3 [Java] > [VMOptions]で、「-Xmx」のプレフィックスが付いた文字列を変更し、必要なヒープサ
イズを指定します。たとえば、768 MBの場合は -Xmx768Mに変更し、1 GBの場合は -Xmx1Gに
変更します。
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ステップ 4 このファイルがロックされると、次のようなエラーが表示されます。

ステップ 5 [Unlock]をクリックし、ファイルを保存します。
[Unlock]ダイアログボックスが表示されない場合は、エディタを終了します。[Cisco ASDM-IDM]
アイコンを右クリックし、[Copy Cisco ASDM-IDM]を選択して、書き込み権限がある場所（デス
クトップなど）に貼り付けます。その後、このコピーからヒープサイズを変更します。

工場出荷時のデフォルト設定

工場出荷時のデフォルト設定とは、シスコが新しい ASAに適用したコンフィギュレーションで
す。

• ASAアプライアンス：管理用のインターフェイスは工場出荷時のデフォルトコンフィギュ
レーションによって設定されるため、ASDMを使用してこのインターフェイスに接続して設
定を完了できます。

• FXOSシャーシ上のASA：ASAのスタンドアロンまたはクラスタを展開するとき、管理用の
インターフェイスは工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションによって設定されるた

め、ASDMを使用してこのインターフェイスに接続して設定を完了できます。

• ASAv：ハイパーバイザによっては、導入の一環として、管理用のインターフェイス導入設
定（初期の仮想導入設定）によって設定されるため、ASDMを使用してこのインターフェイ
スに接続して設定を完了できます。フェールオーバー IPアドレスも設定できます。また、必
要に応じて、「工場出荷時のデフォルト」コンフィギュレーションを適用することもできま

す。
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• ASASM：デフォルト設定はありません。コンフィギュレーションを開始するには、ASAサー
ビスモジュールコンソールへのアクセス, （35ページ）を参照してください。

FXOSシャーシ上のアプライアンスおよび ASAの場合、工場出荷時のデフォルト設定は、ルー
テッドファイアウォールモードとシングルコンテキストモードのみで使用できます。ASAvの
場合、導入時にトランスペアレントモードまたはルーテッドモードを選択できます。

イメージファイルと（隠された）デフォルトコンフィギュレーションに加え、log/、
crypto_archive/、および coredumpinfo/coredump.cfgがフラッシュメモリ内の標準のフォルダと
ファイルです。フラッシュメモリ内で、これらのファイルの日付は、イメージファイルの日

付と一致しない場合があります。これらのファイルは、トラブルシューティングに役立ちます

が、障害が発生したことを示すわけではありません。

（注）

工場出荷時のデフォルト設定の復元

この項では、工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションを復元する方法について説明しま

す。CLIおよび ASDMの両方の手順が提供されています。ASAvでは、この手順を実行すること
で導入設定が消去され、ASAアプライアンスの場合と同じ工場出荷時のデフォルトコンフィギュ
レーションが適用されます。

ASASMで出荷時のデフォルトコンフィギュレーションを復元すると、設定は消去されます。
工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションはありません。Firepower 9300ASAセキュリ
ティモジュールでは、出荷時のデフォルトコンフィギュレーションを復元すると単に設定が

消去されるだけです。デフォルトコンフィギュレーションを復元するには、スーパバイザか

ら ASAをもう一度展開する必要があります。

（注）

はじめる前に

この機能は、ルーテッドファイアウォールモードでのみ使用できます。トランスペアレントモー

ドの場合、インターフェイスの IPアドレスがサポートされません。さらに、この機能はシングル
コンテキストモードでのみ使用できます。コンフィギュレーションがクリアされた ASAには、
この機能を使用して自動的に設定する定義済みコンテキストがありません。

手順

ステップ 1 工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションを復元します。
configure factory-default [ip_address [mask]]

例：

ciscoasa(config)# configure factory-default 10.1.1.1 255.255.255.0
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ip_addressを指定する場合は、デフォルトの IPアドレス 192.168.1.1を使用する代わりに、お使い
のモデルに応じて、内部または管理インターフェイスの IPアドレスを設定します。httpコマンド
では、指定するサブネットが使用されます。同様に、dhcpdaddressコマンドの範囲は、指定した
サブネット内のアドレスで構成されます。

また、このコマンドは、boot systemコマンド（存在する場合）を他のコンフィギュレーションと
ともにクリアします。boot systemコマンドを使用すると、外部フラッシュメモリカードに保存さ
れているイメージなどの、特定のイメージからブートできます。出荷時の設定に戻した後、次回

ASAをリロードすると、内部フラッシュメモリの最初のイメージからブートします。内部フラッ
シュメモリにイメージがない場合、ASAはブートしません。

ステップ 2 デフォルトコンフィギュレーションをフラッシュメモリに保存します。
write memory

このコマンドでは、事前に boot configコマンドを設定して、別の場所を設定していた場合でも、
実行コンフィギュレーションはスタートアップコンフィギュレーションのデフォルトの場所に保

存されます。コンフィギュレーションがクリアされると、このパスもクリアされます。

ステップ 3 （ASDMでの手順。）メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、次を実行します。
a) [File] > [Reset Device to the Factory Default Configuration]の順に選択します。

[Reset Device to the Default Configuration]ダイアログボックスが表示されます。

b) （オプション）デフォルトアドレス 192.168.1.1を使用する代わりに、管理インターフェイス
の [Management IP address]を入力します。

c) （オプション）ドロップダウンリストから [Management Subnet Mask]を選択します。
d) [OK]をクリックします。
確認用のダイアログボックスが表示されます。

この操作により、ブートイメージが存在する場合はその場所も、他の設定とともに

クリアされます。[Configuration] > [Device Management] > [System Image/Configuration]
> [Boot Image/Configuration]ペインでは、外部メモリ上のイメージを含む、特定のイ
メージからブートできます。出荷時の設定に戻した後、次回 ASAをリロードする
と、内部フラッシュメモリの最初のイメージからブートします。内部フラッシュメ

モリにイメージがない場合、ASAはブートしません。

（注）

e) [Yes]をクリックします。
f) デフォルト設定を復元したら、この設定を内部フラッシュメモリに保存します。[File] > [Save

Running Configuration to Flash]を選択します。
このオプションを選択すると、以前に別の場所を設定している場合でも、実行コンフィギュ

レーションがスタートアップコンフィギュレーションのデフォルトの場所に保存されます。コ

ンフィギュレーションをクリアした場合は、このパスもクリアされています。

ASAv 導入設定の復元
この項では、ASAvの導入（第 0日）設定を復元する方法について説明します。
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手順

ステップ 1 フェールオーバーを行うために、スタンバイ装置の電源を切ります。

スタンバイ装置がアクティブになることを防止するために、電源を切る必要があります。電源を

入れたままにした場合、アクティブ装置の設定を消去すると、スタンバイ装置がアクティブにな

ります。以前アクティブであった装置がリロードされ、フェールオーバーリンクを介して再接続

されると、古い設定は新しいアクティブ装置から同期され、必要な導入設定が消去されます。

ステップ 2 リロード後に導入設定を復元します。フェールオーバーを行うために、アクティブ装置で次のコ

マンドを入力します。
write erase

ASAvが現在の実行イメージをブートするため、元のブートイメージには戻りません。
元のブートイメージを使用するには、boot imageコマンドを参照してください。

コンフィギュレーションは保存しないでください。

（注）

ステップ 3 ASAvをリロードし、導入設定をロードします。
reload

ステップ 4 フェールオーバーを行うために、スタンバイ装置の電源を投入します。

アクティブ装置のリロード後、スタンバイ装置の電源を投入します。導入設定がスタンバイ装置

と同期されます。

ASA 5506-X、5508-X、および 5516-X のデフォルト設定
ASA 5506-Xシリーズ、5508-X、および 5516-Xの工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりで
す。

•内部 -->外部へのトラフィックフロー：GigabitEthernet 1/1（外部）、GigabitEthernet 1/2（内
部）

• DHCPの外部 IPアドレス、内部 IPアドレス：192.168.1.1

•（ASA 5506W-X）WiFi<-->内部のトラフィックフロー、WiFi -->外部へのトラフィックフ
ロー：GigabitEthernet 1/9（WiFi）

•（ASA 5506W-X）WiFiの IPアドレス：192.168.10.1

•内部ネットワークおよびWiFiネットワーク上のクライアントに対する DHCP。アクセスポ
イントおよびそのすべてのクライアントが ASAを DHCPサーバとして使用します。

•管理 1/1インターフェイスが稼働しているが、そうでない場合は未設定。ASA Firepowerモ
ジュールは、このインターフェイスを使用して内部ネットワークに接続し、ASAの内部イン
ターフェイスをインターネットへのゲートウェイとして使用できます。

• ASDMアクセス：内部ホストおよびWiFiホストに許可されます。

• NAT：内部、WiFi、および管理から外部へのすべてのトラフィックのインターフェイスPAT。
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このコンフィギュレーションは次のコマンドで構成されています。

interface Management1/1
management-only
no nameif
no security-level
no ip address
no shutdown

interface GigabitEthernet1/1
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
no shutdown

interface GigabitEthernet1/2
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

!
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (any,outside) dynamic interface

!
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
!
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
!
logging asdm informational

ASA 5506W-Xの場合は、次のコマンドも含まれます。

same-security-traffic permit inter-interface
!
interface GigabitEthernet 1/9
security-level 100
nameif wifi
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown

!
http 192.168.10.0 255.255.255.0 wifi
!
dhcpd address 192.168.10.2-192.168.10.254 wifi
dhcpd enable wifi

ASA 5512-X、5515-X、5525-X およびそれ以降のデフォルト設定
ASA 5512-X、5515-X、5525-X以降の工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりです。

•管理インターフェイス：Management 0/0（管理）。

• IPアドレス：管理アドレスは 192.168.1.1/24です。

• DHCPサーバ：管理ホストでは DHCPサーバがイネーブルにされているため、管理インター
フェイスに接続するコンピュータには、192.168.1.2～ 192.168.1.254の間のアドレスが割り当
てられます。

• ASDMアクセス：管理ホストに許可されます。
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このコンフィギュレーションは次のコマンドで構成されています。

interface management 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
nameif management
security-level 100
no shutdown

!
asdm logging informational
asdm history enable
!
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
!
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd enable management

FXOS シャーシデフォルト設定の ASA
FXOSシャーシ上にASAを展開した場合、ASDMを使用して管理インターフェイスへの接続が可
能になる多くのパラメータを事前設定できます。一般的な構成には次の設定があります。

•管理インターフェイス：

◦ FXOSシャーシスーパバイザ上で定義された任意の管理タイプインターフェイス

◦名前は「management」

◦任意の IPアドレス

◦セキュリティレベル 0

◦管理専用

•管理インターフェイス内のデファルトルート

• ASDMアクセス：すべてのホストが許可されます。

スタンドアロンユニットの設定は、次のコマンドで構成されます。クラスタユニットの追加の設

定については、FXOSシャーシスーパバイザからのクラスタの導入, （402ページ）を参照してく
ださい。

interface <management_ifc>
management-only
ip address <ip_address> <mask>
ipv6 address <ipv6_address>
ipv6 enable
nameif management
security-level 0
no shutdown

http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
http ::/0 management
route management 0.0.0.0 0.0.0.0 <gateway_ip> 1
ipv6 route management ::/0 <gateway_ipv6>
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ISA 3000 のデフォルト設定
ISA 3000の工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりです。

•トランスペアレントファイアウォールモード：トランスペアレントファイアウォールは、
「Bump In The Wire」または「ステルスファイアウォール」のように動作するレイヤ 2ファ
イアウォールであり、接続されたデバイスへのルータホップとしては認識されません。

• 1ブリッジ仮想インターフェイス：すべてのメンバーインターフェイスは同じネットワーク
内に存在しています（IPアドレスは事前設定されていません。ネットワークと一致するよう
に設定する必要があります）：GigabitEthernet 1/1（outside1）、GigabitEthernet 1/2（inside1）、
GigabitEthernet 1/3（outside2）、GigabitEthernet 1/4（inside2）

•すべての内部および外部インターフェイスは相互通信できます。

•管理 1/1インターフェイス：ASDMアクセスの 192.168.1.1/24。

•管理上のクライアントに対する DHCP。

• ASDMアクセス：管理ホストに許可されます。

•ハードウェアバイパスは、次のインターフェイスペアで有効になっています。GigabitEthernet
1/1および 1/2。GigabitEthernet 1/3および 1/4

ISA 3000への電源が切断され、ハードウェアバイパスモードに移行すると、
通信できるのは上記のインターフェイスペアのみになります。inside1と inside2
および outside1と outside2は通信できなくなります。これらのインターフェイ
ス間の既存の接続がすべて失われます。電源が再投入されると、ASAがフロー
を引き継ぐため、接続が短時間中断されます。

（注）

• ASA Firepowerモジュール：すべてのトラフィックが、Inline Tap Monitor-Onlyモードのモ
ジュールに送信されます。このモードでは、モニタリング目的でのみトラフィックの重複ス

トリームが ASA Firepowerモジュールに送信されます。

このコンフィギュレーションは次のコマンドで構成されています。

firewall transparent

interface GigabitEthernet1/1
bridge-group 1
nameif outside1
security-level 0
no shutdown

interface GigabitEthernet1/2
bridge-group 1
nameif inside1
security-level 100
no shutdown

interface GigabitEthernet1/3
bridge-group 1
nameif outside2
security-level 0
no shutdown

interface GigabitEthernet1/4
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bridge-group 1
nameif inside2
security-level 100
no shutdown

interface Management1/1
management-only
no shutdown
nameif management
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

interface BVI1
no ip address

access-list allowAll extended permit ip any any
access-group allowAll in interface outside1
access-group allowAll in interface outside2

same-security-traffic permit inter-interface

hardware-bypass GigabitEthernet 1/1-1/2
hardware-bypass GigabitEthernet 1/3-1/4

http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.254 management
dhcpd enable management

access-list sfrAccessList extended permit ip any any
class-map sfrclass
match access-list sfrAccessList

policy-map global_policy
class sfrclass
sfr fail-open monitor-only

service-policy global_policy global

ASAv 導入設定
ASAv上に ASAを展開した場合、ASDMを使用して管理 0/0インターフェイスへの接続が可能に
なる多くのパラメータを前もって設定できます。一般的な構成には次の設定があります。

•ルーテッドファイアウォールモードまたはトランスペアレントファイアウォールモード

• Management 0/0インターフェイス：

◦名前は「management」

◦ IPアドレスまたは DHCP

◦セキュリティレベル 0

◦管理専用

•管理ホスト IPアドレスのスタティックルート（管理サブネット上にない場合）

• HTTPサーバの有効または無効

•管理ホスト IPアドレス用の HTTPアクセス

•（オプション）GigabitEthernet 0/8用のフェールオーバーリンク IPアドレス、Management0/0
のスタンバイ IPアドレス
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• DNSサーバ

•スマートライセンス IDトークン

•スマートライセンスのスループットレベルおよび標準機能ティア

•（オプション）Smart Call Home HTTPプロキシ URLおよびポート

•（オプション）SSH管理設定：

◦クライアント IPアドレス

◦ローカルユーザ名とパスワード

◦ローカルデータベースを使用する SSHに必要な認証

•（オプション）REST APIの有効または無効

Cisco認証局に正常に登録するには、ASAvをインターネットアクセスが必要です。インター
ネットアクセスを実行して正常にライセンス登録するには、導入後に追加の設定が必要にな

ることがあります。

（注）

スタンドアロンユニットについては、次の設定例を参照してください。

interface Management0/0
nameif management
security-level 0
ip address ip_address
management-only
no shutdown

http server enable
http managemment_host_IP mask management
route management management_host_IP mask gateway_ip 1
dns server-group DefaultDNS
name-server ip_address

call-home
http-proxy ip_address port port

license smart
feature tier standard
throughput level {100M | 1G | 2G}
license smart register idtoken id_token

aaa authentication ssh console LOCAL
username username password password
ssh source_IP_address mask management
rest-api image boot:/path
rest-api agent

フェールオーバーペアのプライマリユニットについては、次の設定例を参照してください。

nameif management
security-level 0
ip address ip_address standby standby_ip
management-only
no shutdown

route management management_host_IP mask gateway_ip 1
http server enable
http managemment_host_IP mask management
dns server-group DefaultDNS
name-server ip_address
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call-home
http-proxy ip_address port port

license smart
feature tier standard
throughput level {100M | 1G | 2G}
license smart register idtoken id_token

aaa authentication ssh console LOCAL
username username password password
ssh source_IP_address mask management
rest-api image boot:/path
rest-api agent
failover
failover lan unit primary
failover lan interface fover gigabitethernet0/8
failover link fover gigabitethernet0/8
failover interface ip fover primary_ip mask standby standby_ip

設定の開始

ASAを設定してモニタするには、次の手順を実行します。

ASDMでは、最大 512 KBの設定をサポートしています。このサイズを超えると、パフォーマ
ンスの問題が生じることがあります。ASDMコンフィギュレーションメモリの増大,（48ペー
ジ）を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 Startup Wizardを使用して初期設定を行うには、[Wizards] > [Startup Wizard]を選択します。

ステップ 2 IPsec VPN Wizardを使用して IPsec VPN接続を設定するには、[Wizards]> [IPsecVPN Wizard]を選
択して、表示される各画面で設定を行います。

ステップ 3 SSL VPN Wizardを使用して SSL VPN接続を設定するには、[Wizards]> [SSL VPN Wizard]を選択
して、表示される各画面で設定を行います。

ステップ 4 高可用性とスケーラビリティに関する設定値を設定するには、[Wizards]> [High Availability and
Scalability Wizard]を選択します。

ステップ 5 Packet Capture Wizardを使用してパケットキャプチャを設定するには、[Wizards]> [Packet Capture
Wizard]を選択します。

ステップ 6 ASDMGUIで使用できるさまざまな色とスタイルを表示するには、[View] > [Office Look and Feel]
を選択します。

ステップ 7 機能を設定するには、ツールバーの [Configuration]ボタンをクリックし、いずれかの機能ボタンを
クリックして、関連する設定ペインを表示します。

[Configuration]画面が空白の場合は、ツールバーで [Refresh]をクリックして、画面のコ
ンテンツを表示します。

（注）

ステップ 8 ASAをモニタするには、ツールバーの [Monitoring]ボタンをクリックし、機能ボタンをクリック
して、関連するモニタリングペインを表示します。
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ASDM でのコマンドラインインターフェイスツールの使用
この項では、ASDMを使用してコマンドを入力する方法および CLIの使用方法について説明しま
す。

コマンドラインインターフェイスツールの使用

この機能には、コマンドをASAに送信して結果を表示する、テキストベースのツールが用意され
ています。

CLIツールによって入力可能なコマンドは、ユーザ権限によって異なります。メイン ASDMアプ
リケーションウィンドウの下部にあるステータスバーの権限レベルを見て、CLI特権コマンドを
実行するために必要な特権があるかどうかを確認してください。

はじめる前に

• ASDMの CLIツールから入力するコマンドは、ASAの接続ターミナルから入力するコマン
ドと動作が異なる場合があります。

•コマンドエラー：誤った入力コマンドによってエラーが発生した場合、その誤ったコマンド
はスキップされ、その他のコマンドは処理されます。[Response]領域には、他の関連情報と
ともに、エラーが発生したかどうかについての情報を示すメッセージが表示されます。

•インタラクティブコマンド：インタラクティブコマンドは、CLIツールではサポートされて
いません。これらのコマンドをASDMで使用するには、次のコマンドに示すように、noconfirm
キーワード（使用可能な場合）を使用します。

crypto key generate rsa modulus 1024 noconfirm

•他の管理者との競合を回避：複数の管理ユーザがASAの実行コンフィギュレーションをアッ
プデートできます。ASDMのCLIツールでコンフィギュレーションを変更する場合は、アク
ティブな管理セッションが他にないことを事前に確認してください。複数のユーザが同時に

ASAを設定した場合、最新の変更が有効になります。

同じASAで現在アクティブな他の管理セッションを表示するには、[Monitoring] > [Properties]
> [Device Access]の順に選択します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [Command Line Interface]の順に選択し
ます。

[Command Line Interface]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2 必要なコマンドのタイプ（1行または複数行）を選択し、ドロップダウンリストからコマンドを
選択するか、または表示されたフィールドにコマンドを入力します。

ステップ 3 [Send]をクリックしてコマンドを実行します。

ステップ 4 新しいコマンドを入力するには、[Clear Response]をクリックしてから、実行する別のコマンドを
選択（または入力）します。

ステップ 5 この機能の状況依存ヘルプを表示するには、[Enable context-sensitive help (?)]チェックボックスを
オンにします。文脈依存ヘルプをディセーブルにするには、このチェックボックスをオフにしま

す。

ステップ 6 設定を変更した場合は、[Command Line Interface]ダイアログボックスを閉じた後に、[Refresh]を
クリックして ASDMでの変更内容を表示します。

ASDM によって無視されるコマンドのデバイス上での表示
この機能により、ASDMがサポートしていないコマンドの一覧を表示できます。通常ASDMは、
これらのコマンドを無視します。ASDMは、実行コンフィギュレーションのこれらのコマンドを
変更、削除することはありません。詳細については、「サポートされていないコマンド, （101
ページ）」を参照してください。

手順

ステップ 1 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [Show Commands Ignored by ASDM on
Device]の順に選択します。

ステップ 2 完了したら、[OK]をクリックします。

接続の設定変更の適用

コンフィギュレーションに対してセキュリティポリシーの変更を加えた場合は、すべての新しい

接続で新しいセキュリティポリシーが使用されます。既存の接続では、その接続が確立された時

点で設定されていたポリシーの使用が続行されます。古い接続に対する showコマンドの出力は古
いコンフィギュレーションを反映しており、場合によっては古い接続に関するデータが含まれな

いことがあります。

たとえば、インターフェイスからQoSサービスポリシーを削除した後に変更されたバージョンを
再追加した場合、show service-policyコマンドは、新しいサービスポリシーに一致する新たな接
続に関連したQoSカウンターのみを表示します。古いポリシーの既存の接続はコマンドアウトポ
ストでは表示されなくなります。

すべての接続が新しいポリシーを確実に使用するように、現在の接続を解除し、新しいポリシー

を使用して再度接続できるようにします。
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接続を解除するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

• clear local-host[ip_address] [all]

このコマンドは、接続制限値や初期接続の制限など、クライアントごとのランタイムステー

トを再初期化します。これにより、このコマンドは、これらの制限を使用しているすべての

接続を削除します。ホストごとの現在のすべての接続を表示するには、show local-host allコ
マンドを参照してください。

引数を指定しないと、このコマンドは、影響を受けるすべての through-the-box接続をクリア
します。to-the-box接続もクリアするには（現在の管理セッションを含む）、allキーワード
を使用します。特定の IPアドレスから出入りする接続をクリアするには、ip_address引数を
使用します。

• clear conn [all] [protocol {tcp | udp}] [addresssrc_ip [-src_ip] [netmaskmask]] [portsrc_port
[-src_port]] [addressdest_ip [-dest_ip] [netmaskmask]] [portdest_port [-dest_port]]

このコマンドは、すべての状態の接続を終了します。現在のすべての接続を表示するには、

show connコマンドを参照してください。

引数を指定しないと、このコマンドはすべての through-the-box接続をクリアします。to-the-box
接続もクリアするには（現在の管理セッションを含む）、allキーワードを使用します。送信
元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、ポート、プロトコルに基づいて特定の接続をクリアする
には、必要なオプションを指定できます。
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第 3 章

ASDM グラフィカルユーザインターフェイ
ス

この章では、ASDMユーザインターフェイスの使用方法について説明します。

• ASDMユーザインターフェイスについて, 64 ページ

• ASDMユーザインターフェイスのナビゲーション, 66 ページ

• メニュー, 67 ページ

• ツールバー, 73 ページ

• [ASDM Assistant], 74 ページ

• ステータスバー, 75 ページ

• Device List, 76 ページ

• 共通ボタン, 76 ページ

• キーボードショートカット, 77 ページ

• ASDMペインの検索機能, 80 ページ

• [ACL Manager]ペインの検索機能, 80 ページ

• 拡張スクリーンリーダサポートの有効化, 81 ページ

• 整理用フォルダー, 81 ページ

• [Home]ペイン（シングルモードとコンテキスト）, 82 ページ

• [Home]ペイン（システム）, 96 ページ

• ASDM設定の定義, 98 ページ

• ASDM Assistantでの検索, 100 ページ

• 履歴メトリックの有効化, 101 ページ

• サポートされていないコマンド, 101 ページ
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ASDM ユーザインターフェイスについて
ASDMユーザインターフェイスは、ASAがサポートしているさまざまな機能に簡単にアクセスで
きるように設計されています。ASDMユーザインターフェイスには次の要素があります。

•ファイル、ツール、ウィザード、およびヘルプにすぐにアクセスできるメニューバー。メ
ニュー項目の多くにはキーボードショートカットもあります。

• ASDMの操作のためのツールバー。ツールバーから [Home]ペイン、[Configuration]ペイン、
および [Monitoring]ペインにアクセスできます。また、ヘルプの参照やペイン間のナビゲー
ションもできます。

•ドッキング可能な左側の [Navigation]ペイン。[Configuration]ペインや [Monitoring]ペイン内の
移動に使用します。ヘッダーにある 3つのボタンをそれぞれクリックすると、ペインの最大
化または復元、移動可能なフローティングペインへの変更、ペインの非表示化、またはペイ

ンを閉じることができます。[Configuration]ペインおよび [Monitoring]ペインにアクセスする
には、次のいずれかを実行します。

◦アプリケーションウィンドウの左端にある左側の [Navigation]ペインのリンクをクリッ
クします。選択した [Content]ペインのタイトルバーにパスが表示されます（[Configuration]
> [Device Setup] > [Startup Wizard]など）。

◦正確なパスがわかっている場合、左側の [Navigation]ペインでリンクをクリックしなく
ても、アプリケーションウィンドウの右側にある [Content]ペインのタイトルバーに直
接入力できます。

•左側の [Navigation]ペインを非表示/表示できる [Content]ペインの右端にある [maximize and
restore]ボタン。

•ドッキング可能な [Device List]ペイン。ASDMからアクセスできるデバイスのリストを表示
します。ヘッダーにある 3つのボタンをそれぞれクリックすると、ペインの最大化または復
元、移動可能なフローティングペインへの変更、ペインの非表示化、またはペインを閉じる

ことができます。

•時間、接続ステータス、ユーザ、メモリステータス、実行コンフィギュレーションステー
タス、権限レベル、およびSSLステータスをアプリケーションウィンドウの下部に表示する
ステータスバー。

•左側の [Navigation]ペイン。アクセスルール、NATルール、AAAルール、フィルタルール、
およびサービスルールの作成時にルールテーブルで使用できるさまざまなオブジェクトを

表示します。ペイン内のタブタイトルは、表示している機能に応じて変わります。また、こ

のペインには ASDM Assistantが表示されます。
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次の図に、ASDMユーザインターフェイスの要素を示します。

図 1：ASDM ユーザインターフェイス

凡例

説明GUI 要素

メニューバー1

検索フィールド2

ツールバー3

ナビゲーションパス4

[Device List]ペイン5

左側のナビゲーションペイン6

\[Content\]ペイン7

右側のナビゲーションペイン8
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説明GUI 要素

ステータスバー9

ツールヒントが、[Wizards]、[Configuration]ペイン、[Monitoring]ペイン、ステータスバーを
含む、GUIのさまざまな部分に追加されています。ツールヒントを表示するには、マウスを
ステータスバーにあるアイコンなど、特定のユーザインターフェイス要素の上に置きます。

（注）

ASDM ユーザインターフェイスのナビゲーション
ASDMユーザインターフェイスを効率的に移動するために、前の項で説明したメニュー、ツール
バー、ドッキング可能ペイン、および左側と右側の [Navigation]ペインを組み合わせて使用できま
す。使用できる機能は、[DeviceList]ペインの下のボタンリストに表示されます。リスト例には、
次の機能ボタンが入っている場合があります。

• Device Setup

•ファイアウォール

• Botnet Traffic Filter

• Remote Access VPN

• Site to Site VPN

• Device Management

表示される機能ボタンのリストは、購入したライセンス機能に基づいて表示されます。コンフィ

ギュレーションビューまたはモニタリングビューの選択した機能の最初のペインにアクセスする

には、それぞれのボタンをクリックします。ホームビューでは、機能ボタンは使用できません。

機能ボタンの表示を変える場合は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 最後の機能ボタンの下にあるドロップダウンリストボタンを選択して、コンテキストメニュー

を表示します。

ステップ 2 次のいずれかのオプションを選択します。

•表示するボタンを増やすには、[Show More Buttons]をクリックします。

•表示するボタンを減らすには、[Show Fewer Buttons]をクリックします。

•ボタンを追加または削除するには、[AddorRemoveButtons]をクリックし、表示されたリスト
から追加または削除するボタンをクリックします。
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• [Option]を選択すると [Option]ダイアログボックスが表示され、ボタンのリストが現在の順序
で表示されます。次のいずれかを選択します。

◦リスト内のボタンを上に移動するには、[Move Up]をクリックします。

◦リスト内のボタンを下に移動するには、[Move Down]をクリックします。

◦リスト内の項目の順序をデフォルト設定に戻すには、[Reset]をクリックします。

ステップ 3 [OK]をクリックして設定を保存し、ダイアログボックスを閉じます。

メニュー

ASDMの各メニューには、マウスまたはキーボードを使用してアクセスできます。

[File] メニュー
[File]メニューでは、ASAのコンフィギュレーションを管理できます。

説明[File] メニュー項目

実行コンフィギュレーションのコピーを ASDMにロードしま
す。

Refresh ASDM with the Running
Configuration on the Device

コンフィギュレーションを工場出荷時のデフォルトに復元しま

す。

Reset Device to the FactoryDefault
Configuration

現在の実行コンフィギュレーションを新しいウィンドウに表示

します。

Show Running Configuration in
New Window

実行コンフィギュレーションのコピーをフラッシュメモリに書

き込みます。

Save Running Configuration to
Flash

現在の実行コンフィギュレーションファイルのコピーを TFTP
サーバに保存します。

Save Running Configuration to
TFTP Server

プライマリ装置の実行コンフィギュレーションファイルのコ

ピーを、フェールオーバースタンバイ装置の実行コンフィギュ

レーションに送信します。

Save Running Configuration to
Standby Unit

内部ログバッファをフラッシュメモリに保存します。Save Internal Log Buffer to Flash
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説明[File] メニュー項目

現在のページを印刷します。ルールを印刷する場合、ページを

横方向にすることをお勧めします。Internet Explorerの場合は、
署名付きアプレットを最初に承認した時点で印刷権限が与えら

れています。

Print

ローカルASDMイメージを削除します。ASDMに接続すると、
ASDMによりイメージがローカルにダウンロードされます。

Clear ASDM Cache

新しいパスワードを定義した後に、それとは異なる既存のパス

ワードがまだ残っている場合は、パスワードキャッシュを削除

します。

Clear ASDM Password Cache

syslogメッセージバッファを空にします。Clear Internal Log Buffer

ASDMを閉じます。終了

[View] メニュー
[View]メニューでは、ASDMユーザインターフェイスのさまざまな部分を表示できます。現在の
ビューに応じた特定の項目が表示されます。現在のビューに表示できない項目は選択できません。

説明[View] メニュー項目

ホームビューを表示します。ホーム

コンフィギュレーションビューを表示します。設定（Configuration）

モニタリングビューを表示します。モニタリング

ドッキング可能なペインにデバイスのリストを表示します。Device List

コンフィギュレーションビューおよびモニタリングビューで

[Navigation]ペインを表示または非表示にします。
ナビゲーション

タスクに応じたASDMの使用方法のヘルプを検索し、見つけ
ます。

[ASDM Assistant]
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説明[View] メニュー項目

ホームビューで [Latest ASDM Syslog Messages]ペインを表示
または非表示にします。このペインは、ホームビューでのみ

使用できます。最新のリリースにアップグレードするための

メモリが不足している場合は、syslogメッセージ
%ASA-1-211004が生成され、インストールされているメモ
リ、および必要なメモリが示されます。このメッセージは、

メモリがアップグレードされるまで、24時間ごとに再表示さ
れます。

Latest ASDM Syslog Messages

[Addresses]ペインを表示または非表示にします。[Addresses]ペ
インは、コンフィギュレーションビューの [Access Rules]、
[NAT Rules]、[Service Policy Rules]、[AAA Rules]、および
[Filter Rules]ペインでのみ使用できます。

Addresses

[Services]ペインを表示または非表示にします。[Services]ペイ
ンは、コンフィギュレーションビューの [AccessRules]、[NAT
Rules]、[Service Policy Rules]、[AAA Rules]、および [Filter
Rules]ペインでのみ使用できます。

Services

[Time Ranges]ペインを表示または非表示にします。[Time
Ranges]ペインは、コンフィギュレーションビューの [Access
Rules]、[Service Policy Rules]、[AAA Rules]、および [Filter
Rules]ペインでのみ使用できます。

時間範囲

マルチペイン画面で次のペインを強調表示します。たとえば、

[Service Policies Rules]ペインからその隣の [Address]ペインに
移動します。

Select Next Pane

マルチペイン画面で前のペインを強調表示します。Select Previous Pane

前のペインに戻ります。Back

以前に表示した次のペインに移動します。Forward

機能や ASDM Assistantなどの項目を検索します。Find in ASDM

レイアウトをデフォルトのコンフィギュレーションに戻しま

す。

Reset Layout

画面のフォントと色をMicrosoft Office設定に変更します。Office Look and Feel
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[Tools] メニュー
[Tools]メニューは、ASDMで使用できる次の一連のツールを提供します。

説明[Tools] メニュー項目

コマンドを ASAに送信して結果を表示します。Command Line Interface

ASDMに無視されたサポート対象外のコマンドを表示しま
す。

[Show Commands Ignored by
ASDM on Device]

指定した送信元アドレスとインターフェイスから宛先まで、

パケットをトレースします。プロトコルおよびポートをデー

タタイプに関わりなく指定でき、そこで実行された処理の詳

細データを含むパケットの一部始終を表示できます。詳細に

ついては、ファイアウォールの設定ガイドを参照してくださ

い。

Packet Tracer

ASAおよび関係する通信リンクのコンフィギュレーションや
動作を検証し、他のネットワークデバイスの基本的なテスト

を実行します。詳細については、ファイアウォールの設定ガ

イドを参照してください。

ping

パケットが宛先に到着するまでのルートを判断します。詳細

については、ファイアウォールの設定ガイドを参照してくだ

さい。

traceroute

フラッシュメモリに保存されたファイルを表示、移動、コ

ピー、および削除します。また、フラッシュメモリにディレ

クトリを作成することもできます。また、TFTP、フラッシュ
メモリ、ローカル PCなどさまざまなファイルシステム間で
ファイル転送ができます。

ファイル管理

ウィザードを使用して ASAソフトウェアおよび ASDMソフ
トウェアをアップグレードします。

[Check for ASA/ASDM Updates]

ASAイメージ、ASDMイメージ、またはユーザ PCの他のイ
メージをフラッシュメモリにアップロードします。

Upgrade Software from Local
Computer

現在実行中のものよりも古いASAイメージをロードします。Downgrade Software

ASAのコンフィギュレーション、Cisco Secure Desktopイメー
ジ、および SSL VPN Clientイメージおよびプロファイルを
バックアップします。

Backup Configurations
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説明[Tools] メニュー項目

ASAのコンフィギュレーション、Cisco Secure Desktopイメー
ジ、および SSL VPN Clientイメージおよびプロファイルを復
元します。

Restore Configurations

ASDMを再起動し、保存したコンフィギュレーションをメモ
リにリロードします。

System Reload

管理者が、クライアントレスSSLVPNユーザにアラートメッ
セージを送信できるようにします。詳細については、VPN構
成ガイドを参照してください。

Administrator’s Alert to Clientless
SSL VPN Users

8.3以降に移行する場合、ASAは名前付きネットワークオブ
ジェクトを作成して、一部の機能のインライン IPアドレスを
置き換えます。名前付きオブジェクトに加えて、ASDMはコ
ンフィギュレーションで使用されているすべての IPアドレス
に対して名前なしオブジェクトを自動的に作成します。これ

らの自動作成されるオブジェクトは IPアドレスによってのみ
識別され、名前がなく、プラットフォーム設定に名前付きオ

ブジェクトとしては存在しません。

移行の一部として名前付きオブジェクトをASAが作成する場
合、合致する非名前付きASDM専用オブジェクトは、名前付
きオブジェクトに置換されます。唯一の例外は、ネットワー

クオブジェクトグループの非名前付きオブジェクトです。

ネットワークオブジェクトグループ内にある IPアドレスの
名前付きオブジェクトを ASAが作成する場合、ASDMは非
名前付きオブジェクトを維持したまま、重複したオブジェク

トをASDMで作成します。これらのオブジェクトをマージす
るには、[Tools] > [Migrate Network Object Group Members]を選
択します。

詳細については、「Cisco ASA 5500 Migration to Version 8.3 and
Later」を参照してください。

[Migrate Network Object Group
Members]

セッション間での特定の ASDM機能の動作を変更します。プリファレンス

Javaコンソールを表示します。ASDM Java Console

[Wizards] メニュー
[Wizards]メニューにより、さまざまな機能を設定するウィザードを実行できます。
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説明[Wizards] メニュー項目

ASAの初期設定を段階的にガイドします。スタートアップウィザード

さまざまな VPN設定用のウィザードが用意されています。
詳細については、VPN構成ガイドを参照してください。

VPNウィザード

フェールオーバーの設定が可能になります：VPNクラスタ
ロードバランシングまたは ASA上の ASAクラスタリング

High Availability and Scalability
Wizard

ASA上で、IP電話などのユニファイドコミュニケーション
機能の設定が可能になります。詳細については、ファイア

ウォールの設定ガイドを参照してください。

Unified Communication Wizard

Java 7Update 51以降を使用する場合、ASDMランチャには信
頼できる証明書が必要です。証明書の要件は、自己署名付き

の ID証明書をインストールすることによって簡単に満たす
ことができます。このウィザードを使用して証明書をインス

トールするまでは、Java Web Startを使用して ASDMを起動
することができます。詳細については、http://www.cisco.com/
go/asdm-certificateを参照してください。

[ASDMIdentityCertificateWizard]

ASA上で、パケットキャプチャの設定が可能になります。
このウィザードは、入出力インターフェイスのそれぞれでパ

ケットキャプチャを1回実行します。キャプチャの実行後、
キャプチャをコンピュータに保存し、パケットアナライザを

使用してキャプチャを調査および分析できます。

Packet Capture Wizard

[Window] メニュー
[Window]メニューを使用して、ASDMのウィンドウ間を移動できます。アクティブなウィンドウ
が選択されたウィンドウとして表示されます。

メニュー

[Help]メニューでは、オンラインヘルプへのリンクの他に、ASDMと ASAの情報も提供されま
す。

説明[Help] メニュー項目

新しいブラウザウィンドウが開いてASDMのオンラインヘルプが
表示されます。ASDMで ASA Firepowerモジュールを管理してい
る場合は、この項目に [ASDM Help Topics]というラベルが表示さ
れます。

Help Topics

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
72

メニュー

http://www.cisco.com/go/asdm-certificate
http://www.cisco.com/go/asdm-certificate


説明[Help] メニュー項目

新しいブラウザウィンドウが開いて、ASAFirepowerモジュールの
オンラインヘルプが表示されます。この項目は、ASDMでモジュー
ルをインストールして管理している場合にだけ使用できます。

ASA Firepowerのヘルプト
ピック

表示されている画面に関する状況依存ヘルプが開きます。または、?
をクリックすることもできます。ツールバーの [Help]ボタン。

Help for Current Screen

Cisco.comにある最新バージョンの [ASDM release notes]を開きま
す。リリースノートには、ASDMのソフトウェアとハードウェア
要件の最新情報、およびソフトウェア変更に関する最新情報が記

載されています。

リリースノート

入手可能なすべての製品マニュアルへのリンクを含むCisco.com上
のドキュメントが開きます。

Cisco ASA Series
Documentation

Cisco.comからダウンロード可能なコンテンツを検索でき、特定の
タスクの実行に関する詳細がわかるASDMAssistantを開きます。

[ASDM Assistant]

ソフトウェアバージョン、ハードウェア構成、スタートアップ時

にロードされるコンフィギュレーションファイルやソフトウェア

イメージなど、ASAに関する情報を表示します。これらはトラブ
ルシューティングの際に役立つ情報です。

About Cisco Adaptive
Security Appliance (ASA)

ソフトウェアバージョン、ホスト名、権限レベル、オペレーティ

ングシステム、デバイスタイプ、Javaのバージョンなど、ASDM
に関する情報を表示します。

Cisco ASDMについて

ツールバー

メニューの下にあるツールバーから、ホームビュー、コンフィギュレーションビュー、およびモ

ニタリングビューにアクセスできます。また、マルチコンテキストモードでシステムとセキュ

リティコンテキストを選択したり、ナビゲーションおよびその他よく使用する機能を実行できま

す。

説明ツールバーボタン

インターフェイスのステータス、実行中のバージョン、ライセンス情

報、パフォーマンスなど、ASAの重要な情報を表示できる [Home]ペイ
ンを表示します。マルチモードの場合、[Home]ペインはありません。

ホーム

ASAを設定します。左側の [Navigation]ペインの機能ボタンをクリック
して機能を設定します。

設定（Configuration）
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説明ツールバーボタン

ASAをモニタします。左側の [Navigation]ペインの機能ボタンをクリッ
クして、さまざまな要素をモニタします。

モニタリング

書き込みアクセスが可能なコンテキストに限り、実行コンフィギュレー

ションをスタートアップコンフィギュレーションとして保存します。

デバイス上にASA FirePOWERモジュールがインストールされており、
それを ASDM経由で設定している場合は、このボタンに [Save ASA
Changes]というラベルが表示されます。

Save

現在の実行コンフィギュレーションで ASDMをリフレッシュします。
ただし、モニタリングペインのグラフはリフレッシュしません。

Refresh

直前に表示した ASDMのペインに戻ります。Back

直前に表示した ASDMのペインに進みます。Forward

その時点で表示されている画面の状況依存ヘルプを表示します。Help

ASDM内で機能を検索します。検索機能は、各ペインのタイトルをすべ
て検索して一致項目を表示します。ハイパーリンクをクリックすると、

該当ペインがただちに表示されます。[Back]または [Forward]をクリッ
クすると、検出した 2つのペインをすばやく切り替えることができま
す。

検索

[ASDM Assistant]
ASDMAssistantでは、タスクに応じたASDMの使用方法のヘルプを検索し、表示できます。この
機能は、シングルコンテキストとシステムコンテキストのルーテッドモードおよびトランスペ

アレントモードで使用できます。

[View] > [ASDMAssistant] > [How Do I?]の順に選択するか、メニューバーの [Look For]フィールド
から検索リクエストを入力して情報にアクセスします。検索を開始するには、[Find]ドロップダ
ウンリストから [How Do I?]を選択します。

ASDM Assistantを使用するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [View] > [ASDM Assistant]の順に選択します。
[ASDM Assistant]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Search]フィールドに検索する情報を入力して [Go]をクリックします。
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要求された情報が [Search Results]ペインに表示されます。

ステップ 3 [Search Results]領域および [Features]領域に表示される任意のリンクをクリックし、詳細情報を入
手します。

ステータスバー

ステータスバーはADSMウィンドウの下部に表示されます。次の表に、左から右に表示される領
域を示します。

説明エリア

コンフィギュレーションのステータス（「Device configuration loaded
successfully.」など）。

Status（ステータス）

フェールオーバー装置のステータスで、アクティブまたはスタンバイの

いずれか。

フェールオーバー

ASDMユーザのユーザ名。ユーザ名なしでログインした場合、ユーザ名
は「admin」です。

ユーザ名

ASDMユーザの特権。User Privilege

アイコンをクリックすると、ASDMで処理されなかったコンフィギュレー
ションのコマンドのリストが表示されます。これらのコマンドはコンフィ

ギュレーションから削除されません。

ASDMに無視された
コマンド

ASDMの ASAとの接続ステータス。Connection to Device

syslog接続が動作しており、ASAが監視されています。Syslog Connection

ASDMへの接続に SSLを使用し、安全であることを示します。SSL Secure

ASAに設定された時刻。時刻

Connection to Device
ASDMは ASAとの接続を常に維持し、[Monitoring]ペインおよび [Home]ペインのデータを最新に
保ちます。このダイアログボックスに接続ステータスが表示されます。コンフィギュレーション

を変更する場合、変更している間ASDMは接続をもう一つ開き、変更が終わるとその接続を閉じ
ますが、このダイアログボックスには 2つ目の接続は表示されません。
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Device List
[Device List]はドッキング可能なペインです。ヘッダーにある 3つのボタンをそれぞれクリックす
ると、ペインの最大化または復元、移動可能なフローティングペインへの変更、ペインの非表示

化、またはペインを閉じることができます。このペインはホーム、コンフィギュレーション、モ

ニタリング、およびシステムの各ビューで使用できます。このペインを使用して、別のデバイス

に切り替えたり、システムとコンテキスト間で切り替えたりすることができますが、現在実行中

のものと同じバージョンのASDMがそのデバイスでも動作している必要があります。ペインを完
全に表示するには、少なくとも 2つのデバイスがリストに表示されている必要があります。この
ペインは、シングルコンテキスト、マルチコンテキストおよびシステムコンテキストのルーテッ

ドモードおよびトランスペアレントモードで使用できます。

このペインを使用して別のデバイスに接続するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Add]をクリックしてリストに別のデバイスを追加します。
[Add Device]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 デバイス名またはデバイスの IPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。

ステップ 3 リストから選択したデバイスを削除するには、[Delete]をクリックします。

ステップ 4 [Connect]をクリックして別のデバイスに接続します。
[Enter Network Password]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 ユーザ名とパスワードを該当するフィールドに入力し、[Login]をクリックします。

共通ボタン

多くのASDMペインには、次の表に示すボタンが含まれています。目的の作業を完了するには、
該当するボタンをクリックします。

説明ボタン

ASDMでの変更内容を ASAに送信し、実行コンフィギュレーションに
適用します。

Apply

実行コンフィギュレーションのコピーをフラッシュメモリに書き込み

ます。

[Save]

変更内容を破棄して、変更前、または [Refresh]や [Apply]を最後にク
リックした時点の表示情報に戻します。[Reset]をクリックした後、
[Refresh]をクリックして、現在の実行コンフィギュレーションの情報が
表示されていることを確認します。

Reset
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説明ボタン

選択した設定をクリアしてデフォルト設定に戻します。Restore Default

変更内容を破棄して、前のペインに戻ります。Cancel

機能について読み取り専用の統計情報を表示します。Enable

開いているダイアログボックスを閉じます。Close

フィールドから情報を削除します。または、チェックボックスをオフに

します。

Clear

前のペインに戻ります。Back

次のペインに移動します。Forward

選択したペインまたはダイアログボックスを表示します。Help

キーボードショートカット

キーボードを使用して ASDMユーザインターフェイスをナビゲートできます。

次の表に、ASDMユーザインターフェイスの 3つの主要な領域間を移動するために使用可能な
キーボードショートカットの一覧を示します。

表 3：メインウィンドウ内のキーボードショートカット

MacOSWindows/Linux表示対象

Shift+Command+HCtrl+H[Home]ペイン

Shift+Command+GCtrl+G[Configuration]ペイン

Shift+Command+MCtrl+M[Monitoring]ペイン

Command+?F1Help

Command+[Alt+左矢印Back

Command+]Alt+右矢印Forward

Command+RF5表示のリフレッシュ

Command+XCtrl+XCut
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MacOSWindows/Linux表示対象

Command+CCtrl+CCopy

Command+VCtrl+VPaste

Command+SCtrl+Sコンフィギュレーションの保存

—Shift+F10ポップアップメニュー

Command+WAlt+F4セカンダリウィンドウを閉じる

Command+FCtrl+FFind

Command+QAlt+F4終了

Ctril+Shiftまたは
Ctrl+Shift+Tab

Ctrl_Shiftまたは
Ctrl+Shift+Tab

テーブルまたはテキスト領域の終了

次に表に、ペイン内部のナビゲーションに使用可能なキーボードショートカットの一覧を示しま

す。

表 4：ペイン内のキーボードショートカット

キーフォーカスの移動先

タブ次のフィールド

Shift+Tab前のフィールド

Ctrl+Tab次のフィールド（テーブル内にフォーカスがある場

合）

Shift+Ctrl+Tab前のフィールド（テーブル内にフォーカスがある場

合）

右矢印次のタブ（タブにフォーカスがある場合）

左矢印前のタブ（タブにフォーカスがある場合）

タブテーブル内の次のセル

Shift+Tabテーブル内の前のセル

F6次のペイン（複数のペインが表示されている場合）

Shift+F6前のペイン（複数のペインが表示されている場合）
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次の表に、Log Viewerで使用可能なキーボードショートカットの一覧を示します。

表 5：ログビューアのキーボードショートカット

MacOSWindows/Linux目的

Command+Ctrl+UReal-Time Log Viewerの一時停止および再開

Command+RF5ログバッファペインのリフレッシュ

Command+DeleteCtrl+DeleteClear Internal Log Buffer

Command+CCtrl+C選択したログエントリのコピー

Command+SCtrl+Sログの保存

Command+PCtrl+PPrint

Command+WAlt+F4セカンダリウィンドウを閉じる

次の表に、メニュー項目へのアクセスに使用可能なキーボードショートカットの一覧を示しま

す。

表 6：メニュー項目にアクセスするためのキーボードショートカット

Windows/Linuxアクセス対象

Altメニューバー

右矢印次のメニュー

左矢印前のメニュー

下矢印次のメニューオプション

上矢印前のメニューオプション

Enter選択したメニューオプション
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ASDM ペインの検索機能
一部のASDMペインには、多くの要素を持つテーブルが含まれています。特定のエントリを簡単
に検索および強調表示して編集するために、複数のASDMペインには、これらのペイン内のオブ
ジェクトを検索できる検索機能が含まれています。

検索を実行する場合は、[Find]フィールドにフレーズを入力し、特定のペイン内のすべてのカラ
ムを検索できます。フレーズにはワイルドカード文字の「*」および「?」を含めることができま
す。*は 1つ以上の文字と一致し、?は 1つの文字と一致します。[Find]フィールドの右にある上
矢印と下矢印を使用して、次（上）または前（下）のフレーズの出現に移動します。[MatchCase]
チェックボックスをオンにすると、入力した大文字および小文字に正確に一致するエントリを検

索します。

たとえば、B*ton-L*と入力すると、次の一致が返されます。

Boston-LA, Boston-Lisbon, Boston-London

Bo?tonと入力すると、次の一致が返されます。

Boston, Bolton

[ACL Manager] ペインの検索機能
ACLおよびACEにはさまざまなタイプの多数の要素が含まれているため、[ACLManager]ペイン
の検索機能では、他のペインの検索機能よりも対象を絞った検索を実行できます。

[ACL Manager]ペイン内で要素を検索するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [ACL Manager]ペインで [Find]をクリックします。

ステップ 2 [Filter]フィールドで、ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。

• [Source]：検索には、トラフィックを許可または拒否する送信元のネットワークオブジェクト
グループの IPアドレス、インターフェイスの IPアドレス、またはその他のアドレスが含ま
れます。このアドレスは手順 4で必要になります。

• [Destination]：検索には、[Source]セクションにリストされているIPアドレスへのトラフィッ
クの送信を許可または拒否されている宛先 IPアドレス（ホストまたはネットワーク）が含ま
れます。このアドレスは手順 4で必要になります。

• [Source orDestination]：検索には、手順 4で指定した送信元または宛先のいずれかのアドレス
が含まれます。

• [Service]：検索には、手順 4で指定したサービスグループまたは事前定義済みサービスポリ
シーが含まれます。
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• [Query]：[Query]をクリックすると、[Source]、[Destination]、[Source or Destination]、[Service]
の 4つのオプションすべての詳細検索を指定できます。

ステップ 3 2番目のフィールドで、ドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択します。

• [is]：手順 4で入力する詳細に対する完全一致を指定します。

• [contains]：手順 4で入力する詳細を含むが、それだけに限定されない ACLまたは ACEの検
索を指定します。

ステップ 4 3番目のフィールドで、検索するACLまたはACEに関する具体的な条件を入力するか、[Browse]
をクリックして ACLまたは ACEのコンフィギュレーションにおける主要な要素を検索します。

ステップ 5 検索を実行するには、[Filter]をクリックします。
ASDMの検索機能により、指定した条件を含む ACLおよび ACEのリストが返されます。

ステップ 6 検出された ACLおよび ACEのリストをクリアするには、[Clear]をクリックします。

ステップ 7 赤い [x]をクリックして、[find function]ダイアログボックスを閉じます。

拡張スクリーンリーダサポートの有効化

デフォルトでは、Tabキーを押してペイン内を移動するときに、ラベルと説明はタブの移動先から
除外されます。JAWSのような一部のスクリーンリーダだけが、フォーカスのある画面オブジェ
クトを読み取ります。拡張スクリーンリーダサポートをイネーブルにすると、ラベルと説明にも

タブを移動させることができます。

拡張スクリーンリーダサポートをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Tools] > [Preferences]の順に選択します。
[Preferences]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [General]タブの [Enable screen reader support]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 スクリーンリーダサポートをアクティブにするには、ASDMを再起動します。

整理用フォルダー

コンフィギュレーションビューおよびモニタリングビューのナビゲーションペインに含まれる

一部のフォルダには、関連付けられたコンフィギュレーションペインやモニタリングペインがあ
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りません。これらのフォルダは、関連するコンフィギュレーションタスクやモニタリングタスク

を整理するために使用します。これらのフォルダをクリックすると、右側の [Navigation]ペインに
サブ項目のリストが表示されます。サブ項目の名前をクリックするとその項目に移動できます。

[Home] ペイン（シングルモードとコンテキスト）
ASDMの [Home]ペインでは、ASAに関する重要な情報を表示できます。[Home]ペインのステー
タス情報は 10秒間隔で更新されます。このペインには通常、[Device Dashboard]と [Firewall
Dashboard]の 2つのタブがあります。

IPSモジュール、CXモジュール、ASAFirepowerモジュールなどのハードウェアまたはソフトウェ
アモジュールがデバイスにインストールされている場合は、それ専用のタブが表示されます。

[Device Dashboard] タブ
[Device Dashboard]タブでは、インターフェイスのステータス、実行中のバージョン、ライセンス
情報、パフォーマンスなど、ASAの重要な情報を一目で確認できます。

次の図に、[Device Dashboard]タブの要素を示します。

図 2：[Device Dashboard] タブ
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凡例

説明GUI 要素

[Device Information]ペイン, （83ページ）1

[Interface Status]ペイン, （84ページ）2

[VPN Sessions]ペイン, （85ページ）3

[Traffic Status]ペイン, （85ページ）4

[System Resources Status]ペイン, （85ページ）5

[Traffic Status]ペイン, （85ページ）6

Device List, （76ページ）—

[Latest ASDM Syslog Messages]ペイン, （85ページ）—

[Device Information] ペイン

[Device Information]ペインには、[General]タブと [License]タブというデバイス情報を表示する 2つ
のタブがあります。[General]タブでは、システムヘルスが一目でわかる [Environment Status]ボタ
ンにアクセスできます。

[General] タブ
このタブには、ASAに関する次の基本情報が表示されます。

• [Hostname]：デバイスのホスト名を表示します。

• [ASA version]：デバイス上で実行されている ASAソフトウェアのバージョンを示します。

• [ASDMversion]：デバイス上で実行されている ASDMソフトウェアのバージョンを表示しま
す。

• [Firewallmode]：デバイスが実行されているファイアウォールモードを表示します。

• [Totalflash]：現在使用されている RAMの合計を表示します。

• [ASA Cluster Role]：クラスタリングが有効の場合に、この装置のロール（マスターまたはス
レーブ）を表示します。

• [Deviceuptime]：最後にソフトウェアをアップロードしてから、デバイスが動作している時間
を表示します。

• [Contextmode]：デバイスが実行されているコンテキストモードを表示します。

• [Total Memory]：ASAにインストールされている DRAMを表示します。
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• [Environmentstatus]：システムヘルスを表示します。[General]タブの [Environment Status]とい
うラベルの右側にあるプラス記号（+）をクリックして、ハードウェア統計情報を表示しま
す。設置されている電源装置数の確認、ファンと電源モジュールの動作ステータスの追跡、

および CPUの温度とシステムの周囲温度の追跡を実行できます。

一般に、[Environment Status]ボタンでシステムヘルスが一目でわかります。システム内のモ
ニタ対象のすべてのハードウェアコンポーネントが正常な範囲内で動作している場合、プラ

ス記号（+）ボタンには [OK]が緑で表示されます。一方、ハードウェアシステム内のコン
ポーネントが 1つでも正常な範囲外で動作している場合は、プラス記号（+）ボタンが赤色
の丸になってクリティカルステータスを示し、ハードウェアコンポーネントに関してすぐ

に対処が必要であることを示します。

特定のハードウェアの統計情報に関する詳細については、そのデバイスの『ハードウェアガ

イド』を参照してください。

最新リリースの ASAにアップグレードするにはメモリが不足している場合は、[Memory
InsufficientWarning]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスに表示され
る指示に従って、サポートされている方法でASAおよびASDMを継続して使用します。[OK]
をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

（注）

[License] タブ
このタブには、ライセンス機能のサブセットが表示されます。詳細なライセンス情報の表示また

は新しいアクティベーションキーの入力を行うには、[More Licenses]をクリックします。
[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Activation Key]ペインが表示されます。

[Cluster] タブ
このタブには、クラスタのインターフェイスモードおよびクラスタのステータスが表示されま

す。

仮想リソースタブ（ASAv）
このタブは、ASAによって使用されている仮想リソースを表示します。vCPUの数、RAM、ASA
のプロビジョニングの過不足が含まれます。

[Interface Status] ペイン

このペインには、各インターフェイスのステータスが表示されます。インターフェイスの行を選

択すると、入力および出力スループットが Kbps単位でテーブルの下に表示されます。
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[VPN Sessions] ペイン

このペインには、VPNトンネルステータスが表示されます。[Details]をクリックすると、[Monitoring]
> [VPN] > [VPN Statistics] > [Sessions]ペインに移動します。

[Failover Status] ペイン

このペインには、フェールオーバーステータスが表示されます。

[Configure]をクリックして、High Availability and Scalability Wizardを起動します。このウィザード
を完了すると、フェールオーバーコンフィギュレーションステータス（[Active/Active]または
[Active/Standby]）が表示されます。

フェールオーバーが設定されている場合は、[Details]をクリックすると、[Monitoring] > [Properties]
> [Failover] > [Status]ペインが開きます。

[System Resources Status] ペイン

このペインには、CPUおよびメモリの使用状況に関する統計情報が表示されます。

[Traffic Status] ペイン

このペインには、インターフェイス全体の接続数/秒と、最も遅いセキュリティインターフェイス
のトラフィックスループットのグラフが表示されます。

コンフィギュレーションにセキュリティレベルが最も低いインターフェイスが複数含まれてお

り、そのいずれかの名前が「outside」である場合、そのインターフェイスがトラフィックスルー
プットのグラフに使用されます。それ以外の場合、ASDMはセキュリティレベルが最も低いイン
ターフェイスのアルファベット順のリストから最初のインターフェイスを選択します。

[Latest ASDM Syslog Messages] ペイン

このペインには、ASAが生成した最新のシステムメッセージが 100個まで表示されます。ロギン
グがディセーブルになっている場合は、[Enable Logging]をクリックしてイネーブルにします。

次の図に、[Latest ASDM Syslog Messages]ペインの要素を示します。

図 3：[Latest ASDM Syslog Messages] ペイン
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凡例

説明GUI 要素

ペインのサイズを変更するには、ディバイダを上または下にドラッグします。1

ペインを展開します。ペインをデフォルトのサイズに戻すには、二重の正方形の

アイコンをクリックします。

2

フローティングペインを作成します。ペインをドッキングするには、ドッキング

したペインアイコンをクリックします。

3

自動非表示をイネーブルまたはディセーブルにします。自動非表示がイネーブル

な場合は、左下隅にある [Latest ASDM Syslog Messages]ボタンの上にカーソルを
移動すると、ペインが表示されます。カーソルをペインから離すと、ペインは非

表示になります。

4

ペインを閉じます。ペインを表示するには、[View Latest ASDM Syslog Messages]
を選択します。

5

右側にある緑のアイコンをクリックすると、syslogメッセージの表示の更新を続
行します。

6

右側にある赤いアイコンをクリックすると、syslogメッセージの表示の更新を停
止します。

7

右側にあるフィルタアイコンをクリックすると、[Logging Filters]ペインが開き
ます。

8

•イベントを右クリックして [Clear Content]を選択すると、現在のメッセージを消去します。

•イベントを右クリックして [Save Content]をクリックすると、現在のメッセージを PC上の
ファイルに保存します。

•イベントを右クリックして [Copy]を選択すると、現在の内容をコピーします。

•イベントを右クリックして [Color Settings]を選択すると、重大度に基づいて syslogメッセー
ジの背景色と前景色を変更します。

[Firewall Dashboard] タブ
[FirewallDashboard]タブでは、ASAを通過するトラフィックに関する重要な情報を確認できます。
このダッシュボードは、シングルコンテキストモードまたはマルチコンテキストモードのどち

らであるかにより異なります。マルチコンテキストモードでは、[Firewall Dashboard]は各コンテ
キスト内に表示できます。
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次の図に、[Firewall Dashboard]タブの要素の一部を示します。

図 4：[Firewall Dashboard] タブ

凡例

説明GUI 要素

[Traffic Overview]ペイン, （88ページ）1

[Top 10 Access Rules]ペイン, （88ページ）2

[Top Usage Status]ペイン, （88ページ）3

[Top Ten Protected Servers Under SYN Attack]ペイン, （89ページ）（表示なし）

[Top 200 Hosts]ペイン, （89ページ）（表示なし）

[Top Botnet Traffic Filter Hits]ペイン, （90ページ）（表示なし）
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[Traffic Overview] ペイン

デフォルトでは、イネーブルです。基本脅威検出をディセーブルにすると（を参照）、この領域

には [Enable]ボタンが表示されます。[Enable]ボタンを使用して基本脅威検出をディセーブルにで
きます。実行時の統計情報には、表示専用の次の情報が含まれます。

•接続数と NAT変換数。

•アクセスリストによる拒否およびアプリケーションインスペクションによってドロップさ
れたパケット数/秒。

•ドロップパケット数/秒。これは、スキャン攻撃の一部として特定される場合と、不完全な
セッションとして検出される場合（TCP SYN攻撃やデータなし UDPセッション攻撃を検出
した場合など）があります。

[Top 10 Access Rules] ペイン

デフォルトでは、イネーブルです。アクセスルールの脅威検出統計情報をディセーブルにすると

（『ファイアウォールの設定ガイド』を参照）、この領域には [Enable]ボタンが表示されます。
[Enable]ボタンを使用してアクセスルールの統計情報を有効にできます。

テーブルビューでは、リストからルールを選択して右クリックし、ポップアップメニュー項目の

[ShowRule]を表示できます。この項目を選択して [AccessRules]テーブルに移動し、テーブル内に
あるそのルールを選択します。

[Top Usage Status] ペイン

デフォルトでは、ディセーブルです。このペインには、次の 4つのタブがあります。

• [Top10 Services]：脅威検出サービス

• [Top10 Sources]：脅威検出サービス

• [Top10 Destinations]：脅威検出サービス

• [Top10 Users]：アイデンティティファイアウォールサービス

最初の 3つのタブ（[Top10 Services]、[Top 10 Sources]、および [Top10 Destinations]）では、脅威検
出サービスに関する統計情報を提供します。各タブには、それぞれの脅威検出サービスをイネー

ブルにする [Enable]ボタンがあります。『ファイアウォールの設定ガイド』に従って、これらを有
効にできます。

[Top 10 Services Enable]ボタンを使用すると、ポートとプロトコルの両方の統計情報がイネーブル
になります（どちらも表示用にイネーブルにする必要があります）。[Top 10 Sources]ボタンおよ
び [Top 10 Destinations Enable]ボタンを使用すると、ホストの統計情報がイネーブルになります。
ホスト（送信元および宛先）の上位使用ステータス統計情報、およびポートとプロトコルが表示

されます。

4番目のタブ [Top 10 Users]では、アイデンティティファイアウォールサービスに関する統計情報
を提供します。アイデンティティファイアウォールサービスでは、ユーザのアイデンティティに
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基づくアクセスコントロールを提供します。送信元 IPアドレスではなくユーザ名とユーザグルー
プ名に基づいてアクセスルールとセキュリティポリシーを設定できます。ASAは、IPとユーザ
のマッピングデータベースにアクセスして、このサービスを提供します。

[Top 10 Users]タブは、次のいずれかを設定した場合のみ、データを表示します。

• Identity Firewallサービスコンフィギュレーション：Microsoft Active Directoryおよび Cisco
Active Directory（AD）エージェンの追加コンポーネントの設定を含みます。Identity Firewall
サービスは、user-identity enableコマンド（デフォルトで有効）およびuser-accounting statistics
コマンドを使用して有効化されます。

• VPNユーザの認証、認可またはアカウンティングを行うために RADIUSサーバを使用する
VPNコンフィギュレーション。

選択したオプションに応じて、[Top 10 Users]タブに、上位 10ユーザの受信した EPSパケット、
送信した EPSパケット、および送信された攻撃に関する統計情報が表示されます。
（domain\user_nameとして表示される）各ユーザに関して、このタブには、そのユーザの平均EPS
パケット、現在の EPSパケット、トリガー、および合計イベント数が表示されます。

拡張統計情報を有効にすると、有効にする統計情報のタイプに応じて、ASAのパフォーマン
スが影響を受けます。ホストの統計情報をイネーブルにすると、パフォーマンスに大きな影響

があります。トラフィックの負荷が高い場合は、このタイプの統計情報は一時的にイネーブル

にすることを検討してください。ただし、ポートの統計情報をイネーブルにしても、それほど

影響はありません。

注意

[Top Ten Protected Servers Under SYN Attack] ペイン

デフォルトでは、ディセーブルです。この領域に表示されている [Enable]ボタンを使用して、この
機能を有効にできます。または、『ファイアウォール設定ガイド』に従って有効にすることもで

きます。攻撃を受けて保護された上位 10サーバの統計情報が表示されます。

平均攻撃レートの場合、ASAはレート間隔（デフォルトは 30分）に対して 30秒ごとにデータを
サンプリングします。

複数の攻撃者がいる場合は、「<various>」の後に最後の攻撃者の IPアドレスが表示されます。

[Detail]をクリックして、10台のサーバだけでなく、すべてのサーバ（最大 1000台）の統計情報
を表示します。履歴サンプリングデータを確認することもできます。ASAはレート間隔の間に攻
撃の数を 60回サンプリングするので、デフォルトの 30分間隔では、60秒ごとに統計情報が収集
されます。

[Top 200 Hosts] ペイン

デフォルトでは、ディセーブルです。ASAを介して接続中の上位 200のホストを表示します。ホ
ストの各エントリには、ホストの IPアドレスと、ホストによって開始された接続の数が含まれ、
このエントリは 120秒ごとにアップデートされます。この表示をイネーブルにするには hpm
topnenableコマンドを入力します。
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[Top Botnet Traffic Filter Hits] ペイン

デフォルトでは、ディセーブルです。この領域には、ボットネットトラフィックフィルタを設定

するためのリンクが含まれています。上位 10個のボットネットサイト、ポート、および感染ホ
ストのレポートは、データのスナップショットを提供し、統計情報の収集開始以降の上位10項目
に一致しない場合があります。IPアドレスを右クリックすると、whoisツールが起動してボット
ネットサイトの詳細が表示されます。

詳細については、『ボットネット設定ガイド』を参照してください。

[Cluster Dashboard] タブ
ASAクラスタリングをイネーブルにして、マスターユニットに接続している場合は、[Cluster
Dashboard]タブにクラスタのメンバーシップとリソース使用率の概要が表示されます。
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• [ClusterMembers]：クラスタを構成するメンバーの名前と基本情報（管理 IPアドレス、バー
ジョン、クラスタ内のロールなど）およびメンバーのヘルスステータス（環境ステータス、

ヘルスステータス、およびリソース使用率）を表示します。

マルチコンテキストモードでは、管理コンテキストにASDMを接続し、次に
別のコンテキストに変更しても、リスト表示されている管理 IPアドレスは現
在のコンテキストの管理 IPアドレスに変更されません。ASDMが現在接続さ
れているメインクラスタの IPアドレスを含む管理コンテキストの管理 IPア
ドレスを、引き続き表示し続けます。

（注）

• [SystemResourceStatus]：クラスタ全体のリソース使用率（CPUおよびメモリ）とトラフィッ
クのグラフ（クラスタ全体およびデバイスごと）を表示します。

• [TrafficStatus]：各タブには次のグラフがあります。

◦ [Connections Per Second]タブ

[ClusterOveral]：クラスタ全体の秒単位の接続数が表示されます。

[Per-MemberTotal]：各メンバーの秒単位の平均接続数が表示されます。

◦ [Throughput]タブ

[ClusterOverall]：クラスタ全体の総出力スループットが表示されます。

[Per-MemberThroughput]：メンバーのスループットが、メンバーごとに 1行ずつ表示さ
れます。

◦ [Load Balancing]タブ

[Per-MemberPercentage of Total Traffic]：メンバーが受信した総クラスタトラフィックの
割合が、メンバーごとに表示されます。

[Per-MemberLocally Processed Traffic]：ローカルに処理されたトラフィックの割合が、メ
ンバーごとに表示されます。

◦ [Control Link Usage]タブ

[Per-MemberReceival Capacity Utilization]：送信容量の使用率が、メンバーごとに表示さ
れます。

[Per-MemberTransmittal Capacity Utilization]：受信容量の使用率が、メンバーごとに表示
されます。

[Cluster Firewall Dashboard] タブ
[Cluster Firewall Dashboard]タブには、[Firewall Dashboard]に表示される情報と同様のトラフィック
の概要および「top N」統計情報が表示されますが、クラスタ全体にわたる総計は表示されませ
ん。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

91

[Home] ペイン（シングルモードとコンテキスト）



[Content Security] タブ
[Content Security]タブでは、CSC（Content Security and Control）SSMに関する重要な情報を確認で
きます。このペインは、CSC SSMで動作している CSCソフトウェアが ASAにインストールされ
ている場合のみ表示されます。

[Configuration] > [Trend Micro Content Security] > [CSC Setup]を選択して CSC Setup Wizardを完
了していないと、[Home] > [Content Security]の下にあるペインにアクセスできません。代わり
にダイアログボックスが表示され、この場所からCSCSetupWizardに直接アクセスできます。

（注）
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次の図に、[Content Security]タブの要素を示します。

図 5：[Content Security] タブ

凡例

説明GUI 要素

[CSC SSM Information]ペイン。1

[Threat Summary]ペイン。CSC SSMにより検出された脅威の集約データを表示し
ます。ウイルス、スパイウェア、フィルタリングまたはブロックされたURL、ブ
ロックされたスパム、ブロックされたファイル、損害制御サービスなどがありま

す。

2

[System Resources Status]ペイン。3

[Email Scan]ペイン。グラフには、10秒間隔でデータが表示されます。4

[Latest CSC Security Events]ペイン。5
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[Intrusion Prevention] タブ
[Intrusion Prevention]タブでは、IPSに関する重要な情報を確認できます。このタブは、ASAに IPS
モジュールがインストールされている場合にのみ表示されます。

IPSモジュールに接続するには、次の手順を実行します。

1 [Intrusion Prevention]タブをクリックします。

[Connecting to IPS]ダイアログボックスが表示されます。

2 IPアドレス、ポート、ユーザ名、およびパスワードを入力します。デフォルトの IPアドレス
とポートは 192.168.1.2:443です。デフォルトのユーザ名およびパスワードは、ciscoと ciscoで
す。

3 ログイン情報をローカル PCに保存するには、[Save IPS login information on local host]チェック
ボックスをオンにします。

4 [Continue]をクリックします。

侵入防御に関する詳細については、『IPSクイックスタートガイド』を参照してください。
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次の図に、[Intrusion Prevention]タブにある [Health Dashboard]タブの要素を示します。

図 6：[Intrusion Prevention] タブ（Health Dashboard）

凡例

説明GUI 要素

[Sensor Information]ペイン。1

[Sensor Health]ペイン。2

[CPU,Memory, and Load]ペイン。3

[Interface Status]ペイン。4

[Licensing]ペイン。5

[ASA CX Status] タブ
[ASACXStatus]タブには、ASACXモジュールに関する重要な情報が表示されます。このタブは、
ASAに ASA CXモジュールがインストールされている場合にのみ表示されます。
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[ASA Firepower Status] タブ
[ASA FirepowerStatus]タブには、このモジュールに関する情報が表示されます。この情報には、
モデル、シリアル番号、ソフトウェアバージョンなどのモジュール情報と、アプリケーション

名、アプリケーションステータス、データプレーンステータス、全体のステータスなどのモ

ジュールステータスが含まれます。モジュールがFireSIGHTManagementCenterに登録されている
場合は、リンクをクリックしてアプリケーションを開き、詳細な分析やモジュールの設定を行う

ことができます。

このタブは、ASAFirepowerモジュールがデバイスにインストールされている場合にのみ表示され
ます。

FireSIGHTManagement Centerではなく ASDMを使用して ASA Firepowerモジュールを管理してい
る場合は、追加のタブが表示されます。

• [ASAFirepowerDashboard]：ダッシュボードには、モジュールで実行中のソフトウェア、製
品のアップデート、ライセンシング、システムの負荷、ディスクの使用、システム時間、お

よびインターフェイスのステータスについての概要情報が提示されます。

• [ASA FirepowerReporting]：レポート作成のページには、Webカテゴリ、ユーザ、送信元、
モジュールを通じてトラフィックが渡される宛先など、さまざまなモジュールの統計に対し

て上位 10個のダッシュボードが提示されます。

[Home] ペイン（システム）
ASDMシステムの [Home]ペインでは、ASAに関する重要なステータス情報を表示できます。ASDM
システムの [Home]ペインに表示される詳細のほとんどは、ASDMの他の場所でも参照できます
が、このペインでは ASAの動作状態を一目で確認できます。システムの [Home]ペインのステー
タス情報は 10秒間隔で更新されます。
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次の図に、システムの [Home]ペインの要素を示します。

図 7：システムの [Home] ペイン

凡例

説明GUI 要素

システムとコンテキストの選択。1

[Interface Status]ペイン。インターフェイスを通過するトラフィックの総数を表示
するには、インターフェイスを選択します。

2

[Connection Status]ペイン。3

[CPU Status]ペイン。4

[Memory Status]ペイン。5
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ASDM 設定の定義
特定の ASDM設定の動作を定義できます。

ASDMのさまざまな設定を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Tools] > [Preferences]の順に選択します。
[General]、[Rules Table]、および[Syslog]の 3つのタブのある [Preferences]ダイアログボックスが
表示されます。

ステップ 2 設定を定義するには、これらのタブの 1つをクリックします。[General]タブでは汎用プリファレ
ンスを指定し、[Rules Table]タブでは [Rules]テーブルのプリファレンスを指定します。また、
[Syslog]タブでは、[Home]ペインに表示される syslogメッセージの外観を指定したり、NetFlow
関連の syslogメッセージの警告メッセージの表示をイネーブルにしたりできます。

ステップ 3 [General]タブでは、次の項目を指定します。

•スタートアップコンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションが同期していないと
きに通知されるようにする場合は、[Warn that configuration in ASDM is out of sync with the
configuration in ASA]チェックボックスをオンにします。

•起動時に read-onlyユーザに対して次のメッセージを表示する場合は、[Show configuration
restriction message to read-only user]チェックボックスをオンにします。このオプションは、デ
フォルトでオンです。

“You are not allowed to modify the ASA configuration,
because you do not have sufficient privileges.”

•スレーブユニットに接続されたユーザに設定制限メッセージを表示するには、[Show
configuration restriction message on a slave unit in an ASA cluster]チェックボックスをオンにしま
す。

• ASDMを閉じるときに終了を確認するプロンプトが表示されるようにするには、[Confirm
beforeexiting from]チェックボックスをオンにします。このオプションは、デフォルトでオン
です。

•スクリーンリーダーをイネーブルにするには、[Enable screen reader support (requires ASDM
restart)]チェックボックスをオンにします。このオプションをイネーブルにするには、ASDM
を再起動する必要があります。

• ASAメモリの最小空き容量が、ASDMアプリケーションの完全な機能を実行するには不十分
である場合に通知を受信するには、[Warn of insufficient ASAmemory when ASDM loads]チェッ
クボックスをオンにします。ASDMは、起動時にテキストバナーメッセージにメモリ警告
を表示し、ASDMのタイトルバーテキストにメッセージを表示し、24時間ごとに syslogア
ラートを送信します。
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• [Communications]領域で：

◦ ASDMによって生成される CLIコマンドを表示するには、[Preview commands before
sending them to the device]チェックボックスをオンにします。

◦ ASAに複数のコマンドを 1つのグループとして送信するには、[Enable cumulative (batch)
CLI delivery]チェックボックスをオンにします。

◦タイムアウトメッセージ送信設定の最短時間を秒単位で入力します。デフォルトは 60
秒です。

• [Logging]領域で：

◦ Javaロギングを設定するには、[Enable logging to the ASDM Java console]チェックボック
スをオンにします。

◦ドロップダウンリストから [Logging Level]を選択して、重大度を設定します。

• [Packet Capture Wizard]領域で、キャプチャされたパケットを表示するには、[Network Sniffer
Application]に名前を入力するか、[Browse]をクリックしてファイルシステムで検索します。

ステップ 4 [Rules Table]タブで、次の項目を指定します。

• [Display settings]では、[Rules]テーブルでのルールの表示方法を変更できます。

◦ Auto-ExpandPrefix設定に基づいて自動展開されたネットワークおよびサービスオブジェ
クトグループを表示するには、[Auto-expand network and service object groups with specified
prefix]チェックボックスをオンにします。

◦ [Auto-Expand Prefix]フィールドに、表示するときに自動的に展開するネットワークおよ
びサービスオブジェクトグループのプレフィックスを入力します。

◦ネットワークおよびサービスオブジェクトグループのメンバーとそのグループ名を
[Rules]テーブルに表示するには、[Showmembers of network and service object groups]チェッ
クボックスをオンにします。チェックボックスがオフの場合は、グループ名だけが表示

されます。

◦ [Limit Members To]フィールドに、表示するネットワークおよびサービスオブジェクト
グループの数を入力します。オブジェクトグループメンバーが表示されるときには、

最初の n個のメンバーだけが表示されます。

◦ [Rules]テーブルにすべてのアクションを表示するには、[Show all actions for service policy
rules]チェックボックスをオンにします。オフの場合は、サマリーが表示されます。

• [Deployment Settings]では、[Rules]テーブルに変更内容を適用するときの ASAの動作を設定
できます。

◦新しいアクセスリストを適用するときに NATテーブルをクリアするには、[Issue “clear
xlate” commandwhen deploying access lists]チェックボックスをオンにします。この設定に
より、ASAで設定されるアクセスリストが、すべての変換アドレスに対して確実に適
用されるようにします。
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• [Access Rule Hit Count Settings]では、[Access Rules]テーブルのヒット数をアップデートする
頻度を設定できます。ヒット数は、明示的なルールにだけ適用されます。暗黙的なルールの

ヒット数は、[Access Rules]テーブルには表示されません。

◦ [Access Rules]テーブルでヒット数が自動的にアップデートされるようにするには、
[Update access rule hit counts automatically]チェックボックスをオンにします。

◦ [Access Rules]テーブルに、ヒット数カラムを更新する頻度を秒単位で指定します。有
効値の範囲は 10～ 86400秒です。

ステップ 5 [Syslogl]タブでは、次の項目を指定します。

• [SyslogColors]領域では、重大度レベルごとに背景色と前景色を設定し、メッセージ表示をカ
スタマイズできます。[Severity]カラムには、各重大度レベルが名前および番号ごとに表示さ
れます。各重大度レベルでメッセージの背景色または前景色を変更するには、対応するカラ

ムをクリックします。[Pick a Color]ダイアログボックスが表示されます。次のいずれかのタ
ブをクリックします。

◦ [Swatches]タブでパレットから色を選択し、[OK]をクリックします。

◦ [HSB]タブで H、S、Bの設定を指定し、[OK]をクリックします。

◦ [RGB]タブで赤、緑、青の設定を指定し、[OK]をクリックします。

•冗長な syslogメッセージをディセーブルにするよう警告するメッセージの表示をイネーブル
にするには、[NetFlow]領域で [Warn to disable redundant syslog messages when NetFlow action is
first applied to the global service policy rule]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 これら3つのタブの設定を指定した後で、[OK]をクリックして設定を保存し、[Preferences]ダイア
ログボックスを閉じます。

プリファレンス設定をオンまたはオフにするたびに、変更内容は .confファイルに保存
され、その時点でワークステーション上で実行中のその他の ASDMセッションから利
用できるようになります。すべての変更を有効にするには、ASDMを再起動する必要が
あります。

（注）

ASDM Assistant での検索
ASDM Assistantツールでは、タスクに応じた ASDMの使用方法のヘルプを検索し、表示できま
す。

情報にアクセスするには [View] > [ASDMAssistant] > [HowDo I?]の順に選択するか、メニューバー
の [Look For]フィールドから検索要求を入力します。[Find]ドロップダウンリストから [How Do
I?]を選択すると、検索が開始します。

ASDM Assistantを表示するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [View] > [ASDM Assistant]を選択します。
[ASDM Assistant]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Search]フィールドに検索する情報を入力して [Go]をクリックします。
要求された情報が [Search Results]ペインに表示されます。

ステップ 3 [Search Results]セクションおよび [Features]セクションに表示される任意のリンクをクリックし、
詳細情報を入手します。

履歴メトリックの有効化

[HistoryMetrics]ペインでは、さまざまな統計情報の履歴を保存するようにASAを設定でき、ASDM
を使用してそれをグラフやテーブルに表示できます。履歴メトリックをイネーブルにしない場合、

監視できるのはリアルタイムの統計情報だけです。履歴メトリックをイネーブルにすると、直前

の 10分間、60分間、12時間、5日間の統計グラフを表示できます。

履歴メトリックを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [History Metrics]を選択します。
[History Metrics]ペインが表示されます。

ステップ 2 [ASDMHistory Metrics]チェックボックスをオンにして履歴メトリックをイネーブルにし、[Apply]
をクリックします。

サポートされていないコマンド

ASAで使用可能なコマンドはほとんどすべてASDMでサポートされますが、既存のコンフィギュ
レーションのコマンドの一部はで無視される場合があります。これらのコマンドのほとんどはコ

ンフィギュレーションに残すことができます。詳細については、[Tools] > [ShowCommands Ignored
by ASDM on Device]を参照してください。

無視される表示専用コマンド

次の表に、CLI経由で追加された場合に ASDMのコンフィギュレーションでサポートされるが、
ASDMで追加または編集できないコマンドの一覧を示します。ASDMで無視されるコマンドは
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ASDMのGUIに一切表示されません。表示専用コマンドはGUIに表示されますが、編集はできま
せん。

表 7：サポートされていないコマンドの一覧

ASDM の動作サポートされていないコマンド

無視されます。capture

無視されます。これは、CLIを使用してのみ設定できま
す。

coredump

無視されます。crypto engine large-mod-accel

ASDMでは、すべての DHCPサーバに対して 1つの設
定のみが許可されます。

[dhcp-server]（トンネルグループ名一般
属性）

サポート対象外eject

無視されます。established

無視されます。failover timeout

無視されます。fips

無視されます。nat-assigned-to-public-ip

無視されます。pager

無視されます。ASDMでは [List]オプションだけ設定
可。

pim accept-register route-map

match access-listクラスで使用されている場合は無視。
次に例を示します。

access-list myacl extended permit ip any any
class-map mycm
match access-list myacl

policy-map mypm
class mycm
inspect ftp

service-policy mypm global

service-policy global

無視されます。set metric

無視されます。sysopt nodnsalias

無視されます。sysopt uauth allow-http-cache

無視されます。terminal
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ASDM の動作サポートされていないコマンド

無視されます。threat-detection rate

サポートされていないコマンドの影響

既存の実行コンフィギュレーションをASDMにロードした場合、そこにサポート対象外のコマン
ドがあっても、ASDMの操作には影響しません。サポート対象外のコマンドを表示するには、
[Tools] > [Show Commands Ignored by ASDM on Device]を選択します。

サポート対象外の連続していないサブネットマスク

ASDMでは、255.255.0.255のように連続していないサブネットマスクはサポートされていませ
ん。たとえば、次は使用できません。

ip address inside 192.168.2.1 255.255.0.255

ASDM CLI ツールでサポートされていないインタラクティブユーザコマンド
ASDM CLIツールは、インタラクティブユーザコマンドをサポートしていません。インタラク
ティブな確認を必要とするCLIコマンドを入力すると、「[yes/no]」の入力を要求するプロンプト
が表示されますが、入力内容は認識されません。続いてASDMは、応答の待機をタイムアウトし
ます。

次に例を示します。

1 [Tools] > [Command Line Interface]を選択します。

2 crypto key generate rsaコマンドを入力します。

デフォルトの 1024ビット RSAキーが生成されます。

3 crypto key generate rsaコマンドを再度入力します。

以前の RSAキーを上書きして再生成するのではなく、次のエラーが表示されます。

Do you really want to replace them? [yes/no]:WARNING: You already have
RSA ke0000000000000$A key
Input line must be less than 16 characters in length.

%Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them [yes/no]:

%ERROR: Timed out waiting for a response.
ERROR: Failed to create new RSA keys names <Default-RSA-key>

回避策：

• [ASDM]ペインから、ユーザ介入が必要なほとんどのコマンドを設定できます。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

103

サポートされていないコマンド



• noconfirmオプションがある CLIコマンドについては、CLIコマンド入力時にこのオプショ
ンを使用します。次に例を示します。

crypto key generate rsa noconfirm
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第 4 章

製品の認証キーライセンス

ライセンスでは、特定のCiscoASA上で有効にするオプションを指定します。このマニュアルで
は、すべての物理 ASAの製品認証キー（PAK）のライセンスについて説明します。ASAvにつ
いては、FXOSシャーシ上の ASAvおよび ASAのスマートソフトウェアライセンシング, （161
ページ）を参照してください。

• PAKライセンスについて, 105 ページ

• PAKライセンスのガイドライン, 120 ページ

• PAKライセンスの設定, 122 ページ

• 共有ライセンスの設定（AnyConnect 3以前）, 127 ページ

• モデルごとにサポートされている機能のライセンス, 133 ページ

• PAKライセンスのモニタリング, 150 ページ

• PAKライセンスの履歴, 151 ページ

PAK ライセンスについて
ライセンスでは、特定の ASA上でイネーブルにするオプションを指定します。ライセンスは、
160ビット（32ビットのワードが 5個、または 20バイト）値であるアクティベーションキーで
表されます。この値は、シリアル番号（11文字の文字列）とイネーブルになる機能とを符号化し
ます。

事前インストール済みライセンス

デフォルトでは、ASAは、ライセンスがすでにインストールされた状態で出荷されます。このラ
イセンスは、注文した内容およびベンダーがインストールした内容に応じて、ライセンスを追加

できる基本ライセンスの場合と、すべてのライセンスがすでにインストールされている場合があ

ります。
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関連トピック

PAKライセンスのモニタリング, （150ページ）

永続ライセンス

永続アクティベーションキーを 1つインストールできます。永続アクティベーションキーは、1
つのキーにすべてのライセンス機能を格納しています。時間ベースライセンスもインストールす

ると、ASAは永続ライセンスと時間ベースライセンスを 1つの実行ライセンスに結合します。

関連トピック

永続ライセンスと時間ベースライセンスの結合, （107ページ）

時間ベースライセンス

永続ライセンスに加えて、時間ライセンスを購入したり、時間制限のある評価ライセンスを入手

したりできます。たとえば、SSL VPNの同時ユーザの短期増加に対処するために時間ベースの
AnyConnect Premiumライセンスを購入したり、1年間有効なボットネットトラフィックフィルタ
時間ベースライセンスを注文したりできます。

ASA 5506-Xおよび ASA 5506W-Xは、時間ベースライセンスをサポートしません。（注）

時間ベースライセンス有効化ガイドライン

•複数の時間ベースライセンスをインストールし、同じ機能に複数のライセンスを組み込むこ
とができます。ただし、一度にアクティブ化できる時間ベースライセンスは、1機能につき
1つだけです。非アクティブのライセンスはインストールされたままで、使用可能な状態で
す。たとえば、1000セッションAnyConnectPremiumライセンスと2500セッションAnyConnect
Premiumライセンスをインストールした場合、これらのライセンスのうちいずれか 1つだけ
をアクティブにできます。

•キーの中に複数の機能を持つ評価ライセンスをアクティブにした場合、そこに含まれている
機能のいずれかに対応する時間ベースライセンスを同時にアクティブ化することはできませ

ん。たとえば、評価ライセンスにボットネットトラフィックフィルタと 1000セッション
AnyConnect Premiumライセンスが含まれる場合、スタンドアロンの時間ベース2500セッショ
ンAnyConnect Premiumライセンスをこの評価ライセンスと同時にアクティブ化することはで
きません。

時間ベースライセンスタイマーの動作

•時間ベースライセンスのタイマーは、ASA上でライセンスをアクティブにした時点でカウ
ントダウンを開始します。
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•タイムアウト前に時間ベースライセンスの使用を中止すると、タイマーが停止します。時間
ベースライセンスを再度アクティブ化すると、タイマーが再開します。

•時間ベースライセンスがアクティブになっているときに ASAをシャットダウンすると、タ
イマーはカウントダウンを停止します。時間ベースライセンスでは、ASAが動作している
場合にのみカウントダウンします。システムクロック設定はライセンスに影響しません。

つまり、ASA稼働時間ではライセンス継続期間に対してのみカウントします。

永続ライセンスと時間ベースライセンスの結合

時間ベースライセンスをアクティブにすると、永続ライセンスと時間ベースライセンスに含まれ

る機能を組み合わせた実行ライセンスが作成されます。永続ライセンスと時間ベースライセンス

の組み合わせ方は、ライセンスのタイプに依存します。次の表に、各機能ライセンスの組み合わ

せルールを示します。

永続ライセンスが使用されていても、時間ベースライセンスがアクティブな場合はカウント

ダウンが続行されます。

（注）

表 8：時間ベースライセンスの組み合わせルール

結合されたライセンスのルール時間べース機能

時間ベースライセンスまたは永続ライセンスのうち、値の高い方が

使用されます。たとえば、永続ライセンスが 1000セッション、時
間ベースライセンスが 2500セッションの場合、2500セッションが
イネーブルになります。通常は、永続ライセンスよりも機能の低い

時間ベースライセンスをインストールすることはありませんが、そ

のようなインストールが行われた場合は永続ライセンスが使用され

ます。

AnyConnect Premium（セッ
ション）

時間ベースライセンスのセッションは、プラットフォームの制限数

まで永続セッションに追加されます。たとえば、永続ライセンスが

2500セッション、時間ベースライセンスが 1000セッションの場
合、時間ベースライセンスがアクティブである限り、3500セッショ
ンがイネーブルになります。

Unified Communications
Proxyセッション

時間ベースライセンスのコンテキストは、プラットフォームの制限

数まで永続コンテキストに追加されます。たとえば、永続ライセン

スが 10コンテキスト、時間ベースライセンスが 20コンテキストの
場合、時間ベースライセンスがアクティブである限り、30コンテ
キストがイネーブルになります。

セキュリティコンテキスト

使用可能な永続ボットネットトラフィックフィルタライセンスは

ありません。時間ベースライセンスが使用されます。

Botnet Traffic Filter
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結合されたライセンスのルール時間べース機能

時間ベースライセンスまたは永続ライセンスのうち、値の高い方が

使用されます。ライセンスのステータスがイネーブルまたはディ

セーブルの場合、イネーブルステータスのライセンスが使用されま

す。数値ティアを持つライセンスの場合、高い方の値が使用されま

す。通常は、永続ライセンスよりも機能の低い時間ベースライセン

スをインストールすることはありませんが、そのようなインストー

ルが行われた場合は永続ライセンスが使用されます。

その他

関連トピック

PAKライセンスのモニタリング, （150ページ）

時間ベースライセンスのスタッキング

多くの場合、時間ベースライセンスは更新の必要があり、旧ライセンスから新しいライセンスへ

シームレスに移行する必要があります。時間ベースライセンスだけで使用される機能では、新し

いライセンスが適用される前に、ライセンスの有効期限が切れてしまわないことが特に重要です。

ASAでは時間ベースライセンスをスタックできるので、ライセンスの有効期限が切れたり、新し
いライセンスを早めにインストールしたために時間が無駄になったりする心配はありません。

すでにインストールされているのと同じ時間ベースライセンスをインストールすると、それらの

ライセンスは結合され、有効期間は両者を合わせた期間になります。

次に例を示します。

1 52週のボットネットトラフィックフィルタライセンスをインストールし、このライセンスを
25週間使用します（残り 27週）。

2 次に、別の 52週ボットネットトラフィックフィルタライセンスを購入します。2つめのライ
センスをインストールすると、ライセンスが結合され、有効期間は 79週（52 + 27週）になり
ます。

同様の例を示します。

1 8週 1000セッションの AnyConnect Premiumライセンスをインストールし、これを 2週間使用
します（残り 6週）。

2 次に、別の 8週 1000セッションのライセンスをインストールすると、これらのライセンスは
結合され、14週（8 + 6週）1000セッションのライセンスになります。

これらのライセンスが同一でない場合（たとえば、1000セッション AnyConnect Premiumライセ
ンスと 2500セッションライセンス）、これらのライセンスは結合されません。1つの機能につき
時間ベースライセンスを 1つだけアクティブにできるので、ライセンスのうちいずれか 1つだけ
をアクティブにすることができます。
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同一でないライセンスは結合されませんが、現在のライセンスの有効期限が切れた場合、同じ機

能のインストール済みライセンスが使用可能であれば、ASAはそのライセンスを自動的にアク
ティブにします。

関連トピック

キーのアクティブ化または非アクティブ化, （126ページ）
時間ベースライセンスの有効期限, （109ページ）

時間ベースライセンスの有効期限

機能に対応する現在のライセンスが期限切れになると、同じ機能のインストール済みライセンス

が使用可能であれば、ASAはそのライセンスを自動的にアクティブにします。その機能に使用で
きる時間ベースライセンスが他にない場合は、永続ライセンスが使用されます。

その機能に対して複数の時間ベースライセンスを追加でインストールした場合、ASAは最初に検
出されたライセンスを使用します。どのライセンスを使用するかは、ユーザが設定することはで

きず、内部動作に依存します。ASAがアクティブ化したライセンスとは別の時間ベースライセン
スを使用するには、目的のライセンスを手動でアクティブにする必要があります。

たとえば、2500セッションの時間ベース AnyConnect Premiumライセンス（アクティブ）、1000
セッションの時間ベース AnyConnect Premiumライセンス（非アクティブ）、500セッションの永
続 AnyConnect Premiumライセンスを所有しているとします。2500セッションライセンスの有効
期限が切れた場合、ASAは 1000セッションライセンスを有効化します。1000セッションライセ
ンスの有効期限が切れた後、ASAは 500セッション永久ライセンスを使用します。

関連トピック

キーのアクティブ化または非アクティブ化, （126ページ）

ライセンスに関する注意事項

次の項で、ライセンスに関する追加情報について説明します。

AnyConnect Plus および Apex ライセンス

AnyConnect Plusおよび Apexライセンスは、ライセンスが指定するユーザプールを共有するすべ
ての複数のASAに適用できる同時使用ライセンスです。Http://www.cisco.com/go/licenseを参照し、
各ASAに個別に PAKを割り当てます。ASAに取得したアクティベーションキーを適用すると、
VPN機能が最大許容数に切り替わりますが、ライセンスを共有するすべての ASA上の実際の一
意のユーザ数はライセンス限度を超えることはできません。詳細については、以下を参照してく

ださい。

•『Cisco AnyConnect発注ガイド』

• AnyConnectライセンスに関するよく寄せられる質問（FAQ）
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その他の VPN ライセンス

その他の VPNセッションには、次の VPNタイプが含まれています。

• IKEv1を使用した IPsecリモートアクセス VPN

• IKEv1を使用した IPsecサイトツーサイト VPN

• IKEv2を使用した IPsecサイトツーサイト VPN

このライセンスは基本ライセンスに含まれています。

合計 VPN セッション、全タイプ

• VPNセッションの最大数の合計が、VPNAnyConnectとその他のVPNセッションの最大数よ
りも多くなっても、統合されたセッション数が VPNセッションの制限を超えることはでき
ません。VPNの最大セッション数を超えた場合、ASAをオーバーロードして、適切なネッ
トワークのサイズに設定してください。

•クライアントレス SSL VPNセッションを開始した後、ポータルから AnyConnectクライアン
トセッションを開始した場合は、合計 1つのセッションが使用されています。これに対し
て、最初に AnyConnectクライアントを（スタンドアロンクライアントなどから）開始した
後、クライアントレス SSLVPNポータルにログインした場合は、2つのセッションが使用さ
れています。

VPN ロードバランシング

VPNロードバランシングには、強力な暗号化（3DES/AES）ライセンスが必要です。

レガシー VPN ライセンス

既存の導入では、2つのAnyConnectプレミアムセッション（ASA5506-Xwith Security Plus、5508-X
および 5516-Xには 4セッション）が含まれているデフォルトライセンスを含む、レガシーライ
センスがまだサポートされています。ただし、完全互換性を確保するためには、AnyConnect Plus
または Apexライセンスにアップグレードする必要があります。

AnyConnect Essentials

AnyConnect Essentialsセッションには、次の VPNタイプが含まれています。

• SSL VPN

• IKEv2を使用した IPsecリモートアクセス

このライセンスは、ブラウザベース（クライアントレス）のSSLVPNアクセスまたはCiscoSecure
Desktopはサポートしていません。これらの機能に対しては、AnyConnect Essentialsライセンスの
代わりに AnyConnect Premiumライセンスがアクティブ化されます。
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AnyConnect Essentialsライセンスを所有するVPNユーザは、Webブラウザを使用してログイン
し、AnyConnectクライアントをダウンロードおよび起動（WebLaunch）することができます。

（注）

このライセンスと AnyConnect Premiumライセンスのいずれでイネーブル化されたかには関係な
く、AnyConnectクライアントソフトウェアには同じクライアント機能のセットが装備されていま
す。

特定のASAでは、AnyConnect Premiumライセンス（全タイプ）またはAdvancedEndpointAssessment
ライセンスを、AnyConnectEssentialsライセンスと同時にアクティブにすることはできません。た
だし、同じネットワーク内の異なる ASAで、AnyConnect Essentialsライセンスと AnyConnect
Premiumライセンスを実行することは可能です。

webvpnを使用し、次にno anyconnect-essentialsコマンドまたはASDMで [Configuration] > [Remote
Access VPN] > [Network (Client) Access] > [Advanced] > [AnyConnect Essentials]ペインを使用するこ
とで、このライセンスを無効にして他のライセンスを使用できます。

Cisco VPN Phone 用の AnyConnect

このライセンスを AnyConnect Premiumライセンスとともに使用すると、AnyConnectの互換性に
組み込まれているハードウェア IP電話からアクセスできます。

AnyConnect for Mobile

このライセンスは、Windows Mobile 5.0、6.0、および 6.1を実行しているタッチスクリーンモバ
イルデバイスでの AnyConnectクライアントへのアクセスを提供します。AnyConnect 2.3以降の
バージョンへのモバイルアクセスをサポートする場合は、このライセンスを使用することをお勧

めします。このライセンスを使用する場合は、AnyConnect Essentialsまたは AnyConnect Premium
のいずれかのライセンスをアクティブにする必要があります。これは、許可されるSSLVPNセッ
ションの合計数を指定するためです。

Mobile Postureサポート

リモートアクセスコントロールを適用し、モバイルデバイスからポスチャデータを収集するに

は、AnyConnect Mobileライセンスと、AnyConnect EssentialsまたはAnyConnect Premiumライセン
スのいずれかがASAにインストールされている必要があります。インストールしたライセンスに
基づいて、次の機能を使用できます。

• AnyConnect Premiumライセンス機能

◦ DAP属性およびその他の既存のエンドポイント属性に基づいて、サポート対象モバイル
デバイスに DAPポリシーを適用します。これには、モバイルデバイスからのリモート
アクセスの許可または拒否が含まれます。

• AnyConnect Essentialsライセンス機能

◦モバイルデバイスアクセスをグループ単位でイネーブルまたはディセーブルにします。
この機能を、ASDMを使用して設定します。
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◦ CLIまたは ASDMを使用して接続モバイルデバイスに関する情報を表示します（ただ
し、DAPポリシーを適用したり、これらのモバイルデバイスへのリモートアクセスを
拒否/許可したりする機能はありません）。

AnyConnect Premium

AnyConnect Premiumセッションには、次の VPNタイプが含まれています。

• SSL VPN

•クライアントレス SSL VPN

• IKEv2を使用した IPsecリモートアクセス

AnyConnect Premium Shared

共有ライセンスによって、ASAは複数のクライアント ASAの共有ライセンスサーバとして機能
します。共有ライセンスプールは大規模ですが、個々の ASAで使用されるセッションの最大数
は、永久ライセンスで指定された最大数を超えることはできません。

暗号化ライセンス

DESライセンスは無効にできません。3DESライセンスをインストールしている場合、DESは引
き続き使用できます。強力な暗号化だけを使用したい場合にDESの使用を防止するには、強力な
暗号化だけを使用するようにすべての関連コマンドを設定する必要があります。

合計 UCプロキシセッション

Encrypted Voice Inspectionの各 TLSプロキシセッションは、TLSライセンスの制限に対してカウ
ントされます。

TLSプロキシセッションを使用するその他のアプリケーション（ライセンスが不要なMobility
Advantage Proxyなど）では、TLS制限に対してカウントしません。

アプリケーションによっては、1つの接続に複数のセッションを使用する場合があります。たと
えば、プライマリとバックアップの Cisco Unified Communications Managerを電話に設定した場合
は、TLSプロキシ接続は 2つ使用されます。

TLSプロキシの制限は、tls-proxy maximum-sessionsコマンドまたは ASDMで [Configuration] >
[Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy]ペインを使用して個別に設定できます。モデル
の制限を表示するには、tls-proxy maximum-sessions ?コマンドを入力します。デフォルトの TLS
プロキシ制限よりも高いTLSプロキシライセンスを適用する場合、ASAでは、そのライセンスに
一致するようにTLSプロキシの制限が自動的に設定されます。ライセンスの制限よりもTLSプロ
キシ制限が優先されます。TLSプロキシ制限をライセンスよりも少なく設定すると、ライセンス
ですべてのセッションを使用できません。
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「K8」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が250未満のライセンス）では、TLS
プロキシセッション数は 1000までに制限されます。「K9」で終わるライセンス製品番号（た
とえばユーザ数が250以上のライセンス）では、TLSプロキシの制限はコンフィギュレーショ
ンに依存し、モデルの制限が最大数になります。K8とK9は、エクスポートについてそのライ
センスが制限されるかどうかを示します。K8は制限されず、K9は制限されます。

（たとえばclearconfigureallコマンドを使用して）コンフィギュレーションをクリアすると、
TLSプロキシ制限がモデルのデフォルトに設定されます。このデフォルトがライセンスの制限
よりも小さいと、tls-proxy maximum-sessionsコマンドを使用したときに、再び制限を高める
ようにエラーメッセージが表示されます（ASDMの [TLS Proxy]ペインを使用）。フェール
オーバーを使用して、write standbyコマンドを入力するか、または ASDMでプライマリユ
ニットに対して [File] > [SaveRunningConfiguration to StandbyUnit]を使用して強制的にコンフィ
ギュレーションの同期を行うと、セカンデリユニットで clear configure allコマンドが自動的
に生成され、セカンデリユニットに警告メッセージが表示されることがあります。コンフィ

ギュレーションの同期によりプライマリユニットの TLSプロキシ制限の設定が復元されるた
め、この警告は無視できます。

（注）

接続には、SRTP暗号化セッションを使用する場合もあります。

• K8ライセンスでは、SRTPセッション数は 250までに制限されます。

• K9ライセンスに制限はありません。

メディアの暗号化/復号化を必要とするコールだけが、SRTP制限に対してカウントされます。
コールに対してパススルーが設定されている場合は、両方のレッグがSRTPであっても、SRTP
制限に対してカウントされません。

（注）

VLAN、最大

VLAN制限の対象としてカウントするインターフェイスに、VLANを割り当てます。

ボットネットトラフィックフィルタライセンス

ダイナミックデータベースをダウンロードするには、強力な暗号化（3DES/AES）ライセンスが
必要です。

IPS モジュールのライセンス

IPSモジュールライセンスがあると、ASAで IPSソフトウェアモジュールを実行することができ
ます。また、IPS側の IPSシグニチャサブスクリプションが必要です。

次のガイドラインを参照してください。
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• IPSシグニチャサブスクリプションを購入するには、IPSがプリインストールされた ASAが
必要です（製品番号に、たとえばASA5515-IPS-K9のように「IPS」が含まれている必要があ
ります）。IPSではない製品番号のASAに IPSシグニチャサブスクリプションを購入するこ
とはできません。

•フェールオーバーについては、両方のユニットで IPSシグネチャサブスクリプションが必要
です。このサブスクリプションは ASAライセンスでないため、フェールオーバー時に共有
されません。

•フェールオーバーについて、IPSシグニチャサブスクリプションには、装置ごとに個別の IPS
モジュールライセンスが必要です。他の ASAのライセンスと同様に、IPSモジュールライ
センスも技術的にはフェールオーバークラスタライセンスで共有されます。しかし、IPSシ
グニチャサブスクリプションの要件によって、フェールオーバーの装置ごとに個別の IPSモ
ジュールライセンスを購入する必要があります。

AnyConnect Premium 共有ライセンス（AnyConnect 3 以前）

ASAの共有ライセンス機能は、AnyConnect 4以降のライセンスではサポートされていません。
AnyConnectライセンスが共有されているため、共有サーバまたは参加ライセンスは不要にな
りました。

（注）

共有ライセンスを使用すると、多数の AnyConnect Premiumセッションを購入し、それらのセッ
ションを ASAのグループ間で必要に応じて共有できます。そのためには、いずれかの ASAを共
有ライセンスサーバとして、残りを共有ライセンス参加システムとして設定します。

フェールオーバーまたは ASA クラスタライセンス
いくつかの例外を除き、フェールオーバーおよびクラスタユニットは、各ユニット上で同一のラ

イセンスを必要としません。以前のバージョンについては、お使いのバージョンに該当するライ

センシングマニュアルを参照してください。

フェールオーバーライセンスの要件および例外

フェールオーバーユニットは、各ユニット上で同じライセンスを必要としません。両方のユニッ

ト上にライセンスがある場合、これらのライセンスは単一の実行フェールオーバークラスタライ

センスに統合されます。このルールには、いくつかの例外があります。フェールオーバーの正確

なライセンス要件については、次の表を参照してください。
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ライセンス要件モデル

•アクティブ/スタンバイ：Security Plusライセンス。

•アクティブ/アクティブ：サポートなし。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

ASA 5506-Xおよび
ASA 5506W-X

• ASA 5512：Security Plusライセンス。

•その他のモデル：基本ライセンス。

各ユニットに、同じ暗号化ライセンスが必要です。各ユニットに、同じ IPSモジュー
ルライセンスが必要です。両方の装置の IPS側で IPSシグニチャサブスクリプショ
ンも必要です。次のガイドラインを参照してください。

（注）

• IPSシグニチャサブスクリプションを購入するには、IPSがプリインストールさ
れたASAが必要です（製品番号に、たとえばASA5515-IPS-K9のように「IPS」
が含まれている必要があります）。IPSではない製品番号の ASAに IPSシグニ
チャサブスクリプションを購入することはできません。

•両方の装置に IPSシグニチャサブスクリプションが必要です。このサブスクリ
プションはASAライセンスではないため、フェールオーバー間で共有されませ
ん。

• IPSシグニチャサブスクリプションには、装置ごとに個別の IPSモジュールラ
イセンスが必要です。他の ASAのライセンスと同様に、IPSモジュールライセ
ンスも技術的にはフェールオーバークラスタライセンスで共有されます。しか

し、IPSシグニチャサブスクリプションの要件によって、装置ごとに個別の IPS
モジュールライセンスを購入する必要があります。

ASA 5512-X～ ASA
5555-X

•アクティブ/スタンバイ：標準ライセンス。

•アクティブ/アクティブ：サポートなし。

スタンバイ装置に、プライマリ装置と同じモデルライセンスが必要です。各装置に、

同じ暗号化ライセンスが必要です。

（注）

ASAv

基本ライセンスまたは標準ライセンス。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

他のすべてのモデル
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有効な永続キーが必要です。まれに、PAK認証キーを削除できることもあります。キーがす
べて0の場合は、フェールオーバーを有効化するには有効な認証キーを再インストールする必
要があります。

（注）

ASA クラスタライセンスの要件および例外

クラスタユニットは、各ユニット上で同じライセンスを必要としません。一般的には、プライマ

リユニット用のライセンスのみを購入します。セカンデリユニットはプライマリのライセンスを

継承します。複数のユニットにライセンスがある場合は、これらが統合されて単一の実行ASAク
ラスタライセンスとなります。

このルールには例外があります。クラスタリングの正確なライセンス要件については、次の表を

参照してください。

ライセンス要件モデル

クラスタライセンス、最大 16ユニットをサポートします。

各ユニットに、同じ暗号化ライセンスが必要です。各ユニットに同じ10GEI/O/Security
Plusライセンスが必要です（ASA 5585-Xと SSP-10および SSP-20）。

（注）

ASA 5585-X

Security Plusライセンス、2ユニットをサポートします。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

ASA 5512-X

基本ライセンス、2ユニットをサポートします。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

ASA 5515-X、ASA
5525-X、ASA
5545-X、ASA5555-X

FXOSシャーシの ASAクラスタ, （385ページ）を参照してください。FXOSシャーシ上の
ASA

サポートなし。他のすべてのモデル

フェールオーバーまたは ASA クラスタライセンスの結合方法

フェールオーバーペアまたは ASAクラスタでは、各ユニットのライセンスが結合されて 1つの
実行クラスタライセンスとなります。ユニットごとに別のライセンスを購入した場合は、結合さ

れたライセンスには次のルールが使用されます。

•数値ティアを持つライセンスの場合は（セッション数など）、各ユニットのライセンスの値
が合計されます。ただし、プラットフォームの制限を上限とします。使用されているライセ

ンスがすべて時間ベースの場合は、ライセンスのカウントダウンは同時に行われます。

たとえば、フェールオーバーの場合は次のようになります。
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◦ 10 AnyConnect Premiumセッションの ASAを 2つ所有しています。ライセンスは結合さ
れ、合計で 20 AnyConnect Premiumセッションになります。

◦それぞれに 500の AnyConnect Premiumセッションがある 2つの ASA 5525-Xを所有し
ています。プラットフォーム制限は 750であるため、結合されたライセンスでは 750の
AnyConnect Premiumセッションが可能です。

上記の例で、AnyConnect Premiumライセンスが時間ベースの場合、いずれか
1つのライセンスをディセーブルにすると、プラットフォーム制限のために
500セッションのライセンスで 250セッションしか使用できないという「無
駄」が生じることはありません。

（注）

◦ 2つの ASA 5545-X ASAがあり、一方は 20コンテキスト、もう一方は 10コンテキスト
である場合、結合されたライセンスでは 30コンテキストを使用できます。アクティブ/
アクティブフェールオーバーの場合は、コンテキストが 2つのユニットに分配されま
す。たとえば、一方のユニットが 18コンテキストを使用し、他方が 12コンテキストを
使用します（合計 30の場合）。

たとえば、ASAクラスタリングの場合は次のようになります。

◦ SSP-10、それぞれ 50コンテキストの 3つのユニット、およびデフォルトの 2コンテキ
ストの 1ユニットを持つASA 5585-X ASAを 4つ所有しています。プラットフォームの
制限が 100であるため、結合されたライセンスでは最大 100のコンテキストが許容され
ます。したがって、マスターユニット上で最大100コンテキストを設定できます。各ス
レーブユニットも、コンフィギュレーションの複製を介して100コンテキストを持つこ
とになります。

◦ SSP-60、それぞれ 50コンテキストの 3つのユニット、およびデフォルトの 2コンテキ
ストの 1ユニットを持つASA 5585-X ASAを 4つ所有しています。プラットフォームの
制限が 250であるため、ライセンスは合計で 152コンテキストに結合されます。した
がって、マスターユニット上で最大 152コンテキストを設定できます。各スレーブユ
ニットも、コンフィギュレーションの複製を介して152コンテキストを持つことになり
ます。

•ライセンスのステータスがイネーブルまたはディセーブルの場合、イネーブルステータスの
ライセンスが使用されます。

•イネーブルまたはディセーブル状態（かつ数値ティアを持たない）の時間ベースライセンス
の場合、有効期間はすべてのライセンスの期間の合計となります。最初にプライマリ/マス
ターユニットのライセンスがカウントダウンされ、期限切れになると、セカンダリ/スレー
ブユニットのライセンスのカウントダウンが開始し、以下も同様です。このルールは、ア

クティブ/アクティブフェールオーバーと ASAクラスタリングにも適用されます（すべての
ユニットがアクティブに動作していても適用されます）。

たとえば、2つのユニットのボットネットトラフィックフィルタライセンスの有効期間が
48週残っている場合は、結合された有効期間は 96週です。
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関連トピック

PAKライセンスのモニタリング, （150ページ）

フェールオーバーまたは ASA クラスタユニット間の通信の途絶

ユニットの通信が途絶えてからの期間が30日を超えた場合は、各ユニットにはローカルにインス
トールされたライセンスが適用されます。30日の猶予期間中は、結合された実行ライセンスが引
き続きすべてのユニットで使用されます。

30日間の猶予期間中に通信が復旧した場合は、時間ベースライセンスについては、経過した時間
がプライマリ/マスターライセンスから差し引かれます。プライマリ/マスターライセンスが期限
切れになるまでは、セカンダリ/スレーブライセンスのカウントダウンが開始することはありま
せん。

30日間の期間が終了しても通信が復旧しなかった場合は、時間ベースライセンスについては、そ
の時間がすべてのユニットのライセンスから差し引かれます（インストールされている場合）。

これらはそれぞれ別のライセンスとして扱われ、ライセンスの結合によるメリットはありません。

経過時間には 30日の猶予期間も含まれます。

次に例を示します。

1 52週のボットネットトラフィックフィルタライセンスが 2つのユニットにインストールされ
ています。結合された実行ライセンスでは、合計期間は 104週になります。

2 これらのユニットが、1つのフェールオーバーユニット/ASAクラスタとして 10週間動作する
と、結合ライセンスの期間の残りは94週となります（プライマリ/マスターに42週、セカンダ
リ/スレーブに 52週）。

3 ユニットの通信が途絶えた場合（たとえば、プライマリ/マスターユニットが停止した場合）
は、セカンダリ/スレーブユニットは結合されたライセンスを引き続き使用し、94週からカウ
ントダウンを続行します。

4 時間ベースライセンスの動作は、通信がいつ復元されるかによって次のように異なります。

• 30日以内：経過した時間がプライマリ/マスターユニットのライセンスから差し引かれま
す。この場合、通信は4週間後に復元されます。したがって、4週がプライマリ/マスター
ライセンスから差し引かれて、残りは合計90週となります（プライマリに38週、セカン
ダリに 52週）。

• 30日経過以降：経過時間が両方の装置から差し引かれます。この場合、通信は 6週間後
に復元されます。したがって、6週がプライマリ/マスターとセカンダリ/スレーブの両方
のライセンスから差し引かれて、残りは合計84週となります（プライマリ/マスターに36
週、セカンダリ/スレーブに 46週）。

フェールオーバーペアのアップグレード

フェールオーバーペアでは、両方の装置に同一のライセンスがインストールされている必要はな

いので、ダウンタイムなしに各装置に新しいライセンスを適用できます。リロードが必要な永続
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ライセンスを適用する場合、リロード中に他の装置へのフェールオーバーを実行できます。両方

の装置でリロードが必要な場合は、各装置を個別にリロードするとダウンタイムは発生しません。

関連トピック

キーのアクティブ化または非アクティブ化, （126ページ）

ペイロード暗号化機能のないモデル

ペイロード暗号化機能のないモデルを購入することができます。輸出先の国によっては、Cisco
ASAシリーズでペイロード暗号化をイネーブルにできません。ASAソフトウェアは、ペイロード
暗号化なしモデルを検出し、次の機能をディセーブルにします。

•ユニファイドコミュニケーション

• [VPN]

このモデルでも管理接続用に高度暗号化（3DES/AES）ライセンスをインストールできます。たと
えば、ASDM HTTPS/SSL、SSHv2、Telnet、および SNMPv3を使用できます。ボットネットトラ
フィックフィルタ（SSLを使用）用のダイナミックデータベースをダウンロードすることもでき
ます。

ライセンスを表示すると、VPNおよびユニファイドコミュニケーションのライセンスはリストに
示されません。

関連トピック

PAKライセンスのモニタリング, （150ページ）

ライセンスの FAQ

AnyConnect Premiumとボットネットトラフィックフィルタなど、複数の時間ベースライセン
スをアクティブにできますか。

はい。一度に使用できる時間ベースライセンスは、1機能につき 1つです。

複数の時間ベースライセンスを「スタック」し、時間制限が切れると自動的に次のライセンス

が使用されるようにできますか。

はい。ライセンスが同一の場合は、複数の時間ベースライセンスをインストールすると、

時間制限が結合されます。ライセンスが同一でない場合（1000セッション AnyConnect
Premiumライセンスと 2500セッションライセンスなど）、ASAはその機能に対して検出さ
れた次の時間ベースライセンスを自動的にアクティブにします。

アクティブな時間ベースライセンスを維持しながら、新しい永続ライセンスをインストールで

きますか。

はい。永続ライセンスをアクティブ化しても、時間ベースライセンスには影響しません。
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フェールオーバーのプライマリ装置として共有ライセンスサーバを、セカンダリ装置として共

有ライセンスバックアップサーバを使用できますか。

いいえ。セカンダリ装置は、プライマリ装置と同じ実行ライセンスを使用します。共有ライ

センスサーバには、サーバライセンスが必要です。バックアップサーバには、参加ライセ

ンスが必要です。バックアップサーバは、2つのバックアップサーバの別々のフェールオー
バーペアに配置できます。

フェールオーバーペアのセカンダリ装置用に、同じライセンスを購入する必要がありますか。

いいえ。バージョン8.3(1)から、両方の装置に同一のライセンスをインストールする必要は
なくなりました。一般的に、ライセンスはプライマリ装置で使用するために購入されます。

セカンダリ装置は、アクティブになるとプライマリライセンスを継承します。セカンダリ

装置に別のライセンスを持っている場合は（たとえば、8.3よりも前のソフトウェアに一致
するライセンスを購入した場合）、ライセンスは実行フェールオーバークラスタライセン

スに結合されます。ただし、モデルの制限が最大数になります。

AnyConnectPremium（共有）ライセンスに加えて、時間ベースまたは永続のAnyConnectPremium
ライセンスを使用できますか。

はい。ローカルにインストールされたライセンス（時間ベースライセンスまたは永続ライ

センス）のセッション数を使い果たした後、共有ライセンスが使用されます。

共有ライセンスサーバでは、永続 AnyConnect Premiumライセンスは
使用されません。ただし、共有ライセンスサーバライセンスと同時

に時間ベースライセンスを使用することはできます。この場合、時間

ベースライセンスのセッションは、ローカルの AnyConnect Premium
セッションにだけ使用できます。共有ライセンスプールに追加して参

加システムで使用することはできません。

（注）

PAK ライセンスのガイドライン

コンテキストモードのガイドライン

マルチコンテキストモードでシステム実行スペース内にアクティベーションキーを適用します。

フェールオーバーのガイドライン

フェールオーバーまたは ASAクラスタライセンス, （114ページ）を参照してください。

モデルのガイドライン

•スマートライセンスは、ASAvでのみサポートされます。
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•共有ライセンスは、ASAv、ASA 5506-X、ASA 5508-Xおよび ASA 5516-Xではサポートされ
ません。

• ASA 5506-Xおよび ASA 5506W-Xは、時間ベースライセンスをサポートしません。

アップグレードとダウングレードのガイドライン

任意の旧バージョンから最新バージョンにアップグレードした場合、アクティベーションキーの

互換性は存続します。ただし、ダウングレード機能の維持には問題が生じる場合があります。

•バージョン 8.1以前にダウングレードする場合：アップグレード後に、8.2よりも前に導入さ
れた機能のライセンスを追加でアクティブ化すると、ダウングレードした場合でも旧バー

ジョンに対するアクティベーションキーの互換性は存続します。ただし、8.2以降で導入さ
れた機能ライセンスをアクティブ化した場合は、アクティベーションキーの下位互換性がな

くなります。互換性のないライセンスキーがある場合は、次のガイドラインを参照してくだ

さい。

◦以前のバージョンでアクティベーションキーを入力した場合は、ASAはそのキーを使
用します（バージョン 8.2以降でアクティブ化した新しいライセンスがない場合）。

◦新しいシステムで、以前のアクティベーションキーがない場合は、旧バージョンと互換
性のある新しいアクティベーションキーを要求する必要があります。

•バージョン 8.2以前にダウングレードする場合：バージョン 8.3では、よりロバストな時間
ベースキーの使用およびフェールオーバーライセンスの変更が次のとおり導入されました。

◦複数の時間ベースのアクティベーションキーがアクティブな場合、ダウングレード時に
は一番最近アクティブ化された時間ベースキーのみがアクティブになれます。他のキー

はすべて非アクティブ化されます。最後の時間ベースライセンスが 8.3で導入された機
能に対応している場合、そのライセンスは旧バージョンでの使用はできなくても、アク

ティブライセンスのままです。永続キーまたは有効な時間ベースキーを再入力してく

ださい。

◦フェールオーバーペアに不一致のライセンスがある場合、ダウングレードによりフェー
ルオーバーはディセーブルになります。キーが一致した場合でも、使用するライセンス

は、結合されたライセンスではなくなります。

◦ 1つの時間ベースライセンスをインストールしているが、それが 8.3で導入された機能
に対応している場合、ダウングレードの実行後、その時間ベースライセンスはアクティ

ブなままです。この時間ベースライセンスをディセーブルにするには、永続キーを再入

力する必要があります。

その他のガイドライン

•アクティベーションキーは、コンフィギュレーションファイルには保存されません。隠し
ファイルとしてフラッシュメモリに保存されます。

•アクティベーションキーは、デバイスのシリアル番号に関連付けられます。機能ライセンス
は、デバイス間で転送できません（ハードウェア障害の発生時を除く）。ハードウェア障害

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

121

PAK ライセンスのガイドライン



が発生したためにデバイスを交換する必要があり、このことが Cisco TACによってカバーさ
れている場合は、シスコのライセンスチームに連絡して、既存のライセンスを新しいシリア

ル番号に転送するよう依頼してください。シスコのライセンスチームから、製品認証キーの

参照番号と既存のシリアル番号を求められます。

•ライセンシングで使うシリアル番号は、（[Activation Key]ページ内）で表示されるもので
す。このシリアル番号は、ハードウェアの外側に印刷されているシャーシのシリアル番号と

は異なります。シャーシのシリアル番号は、テクニカルサポートで使用され、ライセンスに

は使用されません。

•購入後に、返金またはアップグレードしたライセンスのためにライセンスを返却できませ
ん。

• 1つのユニット上で、同じ機能の 2つの別個のライセンスを加算することはできません。た
とえば、25セッション SSLVPNライセンスを購入した後で 50セッションライセンスを購入
しても、75個のセッションを使用できるわけではなく、使用できるのは最大50個のセッショ
ンです。（アップグレード時に、数を増やしたライセンスを購入できることがあります。た

とえば 25セッションから 75セッションへの増加です。このタイプのアップグレードは、2
つのライセンスの加算とは別のものです）。

•すべてのライセンスタイプをアクティブ化できますが、機能によっては、機能どうしの組み
合わせができないものがあります。AnyConnect Essentialsライセンスの場合、次のライセン
スとは互換性がありません。AnyConnect Premiumライセンス、AnyConnect Premium（共有）
ライセンス、およびAdvancedEndpointAssessmentライセンス。デフォルトでは、AnyConnect
Essentialsライセンスをインストールした場合（使用中のモデルで利用できる場合）、このラ
イセンスが前述のライセンスの代わりに使用されます。[Configuration]> [RemoteAccessVPN]
> [Network (Client) Access] > [Advanced] > [AnyConnect Essentials]ペインを使用して、コン
フィギュレーションで AnyConnect Essentialsライセンスを無効にし、他のライセンスを使用
できます。

PAK ライセンスの設定
この項では、アクティベーションキーを取得する方法とそれをアクティブ化する方法について説

明します。また、キーを非アクティブ化することもできます。

ライセンスの PAK の注文とアクティベーションキーの取得
ASAにライセンスをインストールするには製品認証キーが必要です。その後、それを Cisco.com
に登録してアクティベーションキーを取得することができます。次に、ASAのアクティベーショ
ンキーを入力できます。機能ライセンスごとに個別の製品認証キーが必要になります。PAKが組
み合わせられて、1つのアクティベーションキーになります。デバイス発送時に、すべてのライ
センス PAKが提供されている場合もあります。ASAには基本ライセンスまたは Security Plusライ
センスがプリインストールされ、ご使用資格を満たしている場合にはStrongEncryption（3DES/AES）
ライセンスも提供されます。無料の Strong Encryptionライセンスを手動でリクエストする必要が
ある場合は、http://www.cisco.com/go/licenseを参照してください。
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はじめる前に

デバイスの1つ以上のライセンスを購入する場合は、CiscoSmart SoftwareManagerで管理します。

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

まだアカウントをお持ちでない場合は、このリンクをクリックして新しいアカウントをセットアッ

プしてください。Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。

手順

ステップ 1 追加ライセンスを購入するには、http://www.cisco.com/go/ccwを参照してください。次のAnyConnect
発注ガイドおよび FAQを参照してください。

• Cisco AnyConnect発注ガイド

• AnyConnectライセンスに関するよく寄せられる質問（FAQ）

ライセンスを購入した後、製品認証キー（PAK）が記載された電子メールを受け取ります。
AnyConnectライセンスの場合、ユーザセッションの同じプールを使用する複数の ASAに適用で
きるマルチユース PAKを受け取ります。場合によっては、PAKが記載された電子メールを受け
取るまで数日かかることがあります。

ASA FirePOWERモジュールは、ASAとは別のライセンスメカニズムを使用します。詳しくは、
ご使用のモデルのクイックスタートガイドを参照してください。

ステップ 2 [Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Activation Key]を選択して、ご使用のASA
のシリアル番号を取得します（マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースにシリア

ル番号を表示します）。

ライセンスに使用されるシリアル番号は、ハードウェアの外側に印刷されているシャーシのシリ

アル番号とは異なります。シャーシのシリアル番号は、テクニカルサポートで使用され、ライセ

ンスには使用されません。

ステップ 3 アクティベーションキーを取得するには、以下のライセンスWebサイトに移動します。
http://www.cisco.com/go/license

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、次の情報を入力します。

• Product Authorization Key（キーが複数ある場合は、まず 1つを入力します。キーごとに個別
のプロセスとして入力する必要があります）

• ASAのシリアル番号

•電子メールアドレス

アクティベーションキーが自動的に生成され、指定した電子メールアドレスに送信されます。こ

のキーには、永続ライセンス用にそれまでに登録した機能がすべて含まれています。時間ベース

ライセンスの場合は、ライセンスごとに個別のアクティベーションキーがあります。
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ステップ 5 さらに追加の製品認証キーがある場合は、製品認証キーごとにこの手順を繰り返します。すべて

の Product AuthorizationKeyを入力した後、最後に送信されるアクティベーションキーには、登録
した永続機能がすべて含まれています。

ステップ 6 キーのアクティブ化または非アクティブ化,（126ページ）に基づいて、アクティベーションキー
をインストールします。

高度暗号化ライセンスの取得

ASDM（および他の多数の機能）を使用するには、高度暗号化（3DES/AES）ライセンスをインス
トールする必要があります。ASAに高度暗号化ライセンスがプリインストールされていない場合
は、ライセンスを無料で入手できます。高度暗号化ライセンスに関するそれぞれ国の資格を満た

す必要があります。

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、ASAのシリアル番号を取得します。
show version | grep Serial

このシリアル番号は、ハードウェアの外側に印刷されているシャーシのシリアル番号とは異なり

ます。シャーシのシリアル番号は、テクニカルサポートで使用され、ライセンスには使用されま

せん。

ステップ 2 Http://www.cisco.com/go/licenseを参照し、[Get Other Licenses]をクリックします。

ステップ 3 [IPS、暗号、その他（IPS, Crypto, Other）]を選択します。
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ステップ 4 [キーワードによる検索（Search by Keyword）]フィールドに asaと入力し、[Cisco ASA 3DES/AES
ライセンス（Cisco ASA 3DES/AES License）]を選択します。

ステップ 5 [Smart Account]、[Virtual Account]を選択し、ASAの [Serial Number]を入力して、[Next]をクリッ
クします。

ステップ 6 送信先の電子メールアドレスとエンドユーザ名は自動的に入力されます。必要に応じて追加の電

子メールアドレスを入力します。[I Agree]チェックボックスをオンにして、[Submit]をクリック
します。
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ステップ 7 その後、アクティベーションキーの記載された電子メールが届きますが、[Manage] > [Licenses]エ
リアからキーをすぐにダウンロードすることもできます。

ステップ 8 キーのアクティブ化または非アクティブ化,（126ページ）に基づいて、アクティベーションキー
を適用します。

キーのアクティブ化または非アクティブ化

この項では、新しいアクティベーションキーの入力と、時間ベースキーのアクティブ化および非

アクティブ化の方法について説明します。

はじめる前に

•すでにマルチコンテキストモードに入っている場合は、システム実行スペースにこのアク
ティベーションキーを入力します。

•一部の永続ライセンスでは、アクティブ化後に ASAをリロードする必要があります。次の
表に、リロードが必要なライセンスを示します。

表 9：永続ライセンスのリロード要件

リロードが必要なライセンスアクションモデル

暗号化ライセンスのダウングレードすべてのモデル

vCPUライセンスのダウングレード。ASAv
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management]の順に選択してから、モデルに応じて、[Licensing] >
[Activation Key]または [Licensing Activation Key]を選択します。

ステップ 2 永続または時間ベースの新しいアクティベーションキーを入力するには、[New Activation Key]
フィールドで新しいアクティベーションキーを入力します。

キーは、5つの要素で構成される 16進ストリングで、各要素は 1つのスペースで区切られていま
す。先頭の 0x指定子は任意です。すべての値が 16進数と見なされます。次に例を示します。

ASA0xd11b3d48 0xa80a4c0a 0x48e0fd1c 0xb0443480 0x843fc490

1つの永続キーおよび複数の時間ベースキーをインストールできます。新しい永続キーを入力し
た場合、すでにインストール済みのキーが上書きされます。新しい時間ベースキーを入力した場

合、デフォルトでアクティブになり、[Time-basedLicenseKeys Installed]テーブルに表示されます。
特定の機能に対して最後にアクティブ化した時間ベースキーがアクティブになります。

ステップ 3 インストール済みの時間ベースキーをアクティブ化または非アクティブ化するには、そのキーを

[Time-based License Keys Installed]テーブルで選択し、[Activate]または [Deactivate]をクリックしま
す。

各機能でアクティブにできる時間ベースキーは 1つのみです。

ステップ 4 [Update Activation Key]をクリックします。
永続ライセンスによっては、新しいアクティベーションキーの入力後に ASAをリロードする必
要があります。必要な場合は、リロードするよう求められます。

関連トピック

時間ベースライセンス, （106ページ）

共有ライセンスの設定（AnyConnect 3 以前）

ASAの共有ライセンス機能は、AnyConnect 4以降のライセンスではサポートされていません。
AnyConnectライセンスが共有されているため、共有サーバまたは参加ライセンスは不要にな
りました。

（注）

この項では、共有ライセンスサーバと参加者を設定する方法について説明します。
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共有ライセンスについて

共有ライセンスを使用すると、多数の AnyConnect Premiumセッションを購入し、それらのセッ
ションを ASAのグループ間で必要に応じて共有できます。そのためには、いずれかの ASAを共
有ライセンスサーバとして、残りを共有ライセンス参加システムとして設定します。

共有ライセンスのサーバと参加システムについて

次に、共有ライセンスの動作手順を示します。

1 いずれのASAを共有ライセンスサーバとするかを決定し、デバイスシリアル番号を使用する
共有ライセンスサーバのライセンスを購入します。

2 いずれのASAを共有ライセンスバックアップサーバを含む共有ライセンス参加者とするかを
決定し、各デバイスシリアル番号を使用して各デバイスに対して共有ライセンス参加ライセン

スを取得します。

3 （オプション）別の ASAを共有ライセンスバックアップサーバとして指定します。バック
アップサーバには 1台のみ指定できます。

共有ライセンスバックアップサーバに必要なのは参加ライセンスのみです。（注）

4 共有ライセンスサーバ上に共有秘密を設定します。共有秘密を保持する参加者であればいずれ

も共有ライセンスを使用できます。

5 ASAを参加者として設定する場合、ローカルライセンスおよびモデル情報を含む自身の情報
を送信することで共有ライセンスサーバに登録します。

参加者は IPネットワークを経由してサーバと通信できる必要がありますが、同じサブネット
上にある必要はありません。

（注）

6 共有ライセンスサーバは、参加者がサーバにポーリングするべき頻度の情報で応答します。

7 参加者がローカルライセンスのセッションを使い果たした場合、参加者は共有ライセンスサー

バに 50セッション単位で追加セッションの要求を送信します。

8 共有ライセンスサーバは、共有ライセンスで応答します。1台の参加者が使用する合計セッ
ション数は、プラットフォームモデルの最大セッション数を超えられません。

共有ライセンスサーバは、共有ライセンスプールに参加することもできます。参加には参加

ライセンスもサーバライセンスも必要ありません。

（注）

a 参加者に対して共有ライセンスプールに十分なセッションがない場合、サーバは使用可能

な限りのセッション数で応答します。
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b 参加者はさらなるセッションを要求するリフレッシュメッセージの送信をサーバが要求に

適切に対応できるまで続けます。

9 参加者の負荷が減少した場合、参加者はサーバに共有セッションを解放するようにメッセージ

を送信します。

ASAは、サーバと参加者間のすべての通信の暗号化に SSLを使用します。（注）

参加者とサーバの間の通信問題

参加者とサーバ間の通信問題については、次のガイドラインを参照してください。

•参加者が更新の送信に失敗して更新間隔 3倍の時間が経過した後で、サーバはセッションを
解放して共有ライセンスプールに戻します。

•参加者が更新を送信するためにライセンスサーバに到達できない場合、参加者はサーバから
受信した共有ライセンスを最大 24時間使用し続けられます。

• 24時間を経過しても参加者がまだライセンスサーバと通信できない場合、参加者はセッショ
ンがまだ必要であっても共有ライセンスを解放します。参加者は既存の確立している接続を

維持しますが、ライセンス制限を超える新しい接続を受け入れられません。

•参加者が 24時間経過前にサーバに再接続したものの、サーバが参加セッションを期限切れ
にした後である場合、参加者はセッションに対する新しい要求を送信する必要があります。

サーバは、参加者に再割り当てできる限りのセッション数で応答します。

共有ライセンスバックアップサーバについて

共有ライセンスバックアップサーバは、バックアップの役割を実行する前にメインの共有ライセ

ンスサーバへの登録に成功している必要があります。登録時には、メインの共有ライセンスサー

バは共有ライセンス情報に加えてサーバ設定もバックアップと同期します。情報には、登録済み

参加者の一覧および現在のライセンス使用状況が含まれます。メインサーバとバックアップサー

バは、10秒間隔でデータを同期します。初回同期の後で、バックアップサーバはリロード後でも
バックアップの役割を実行できます。

メインサーバがダウンすると、バックアップサーバがサーバ動作を引き継ぎます。バックアップ

サーバは継続して最大 30日間動作できます。30日を超えると、バックアップサーバは参加者へ
のセッション発行を中止し、既存のセッションはタイムアウトします。メインサーバをこの 30
日間中に確実に復旧するようにします。クリティカルレベルの syslogメッセージが 15日めに送
信され、30日めに再送信されます。

メインサーバが復旧した場合、メインサーバはバックアップサーバと同期してから、サーバ動

作を引き継ぎます。

バックアップサーバがアクティブでないときは、メインの共有ライセンスサーバの通常の参加者

として動作します。
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メインの共有ライセンスサーバの初回起動時には、バックアップサーバは独立して 5日間の
み動作できます。動作制限は 30日に到達するまで日ごとに増加します。また、メインサーバ
がその後短時間でもダウンした場合、バックアップサーバの動作制限は日ごとに減少します。

メインサーバが復旧した場合、バックアップサーバは再び日ごとに増加を開始します。たと

えば、メインサーバが 20日間ダウンしていて、その期間中バックアップサーバがアクティブ
であった場合、バックアップサーバには、10日間の制限のみが残っています。バックアップ
サーバは、非アクティブなバックアップとしてさらに 20日間が経過した後で、最大の 30日間
まで「充電」されます。この充電機能は共有ライセンスの誤使用を防ぐために実装されていま

す。

（注）

フェールオーバーと共有ライセンス

ここでは、共有ライセンスとフェールオーバーの相互作用について説明します。

フェールオーバーと共有ライセンスサーバ

この項では、メインサーバおよびバックアップサーバと、フェールオーバーとの相互作用につい

て説明します。共有ライセンスサーバでは、VPNゲートウェイやファイアウォールなど、ASA
としての通常機能も実行されます。このため、メインとバックアップの共有ライセンスサーバに

フェールオーバーを設定して、信頼性を高めることをお勧めします。

バックアップサーバメカニズムとフェールオーバーは異なりますが、両者には互換性があり

ます。

共有ライセンスはシングルコンテキストモードでだけサポートされるため、アクティブ/アク
ティブフェールオーバーはサポートされません。

（注）

アクティブ/スタンバイフェールオーバーでは、プライマリ装置が主要な共有ライセンスサーバ
として機能し、スタンバイ装置はフェールオーバー後に主要な共有ライセンスサーバとして機能

します。スタンバイ装置は、バックアップの共有ライセンスサーバとしては機能しません。必要

に応じて、バックアップサーバとして機能する装置のペアを追加します。

たとえば、2組のフェールオーバーペアがあるネットワークを使用するとします。ペア #1にはメ
インのライセンスサーバが含まれます。ペア #2にはバックアップサーバが含まれます。ペア #1
のプライマリ装置がダウンすると、ただちに、スタンバイ装置が新しくメインライセンスサーバ

になります。ペア #2のバックアップサーバが使用されることはありません。ペア #1の装置が両
方ともダウンした場合だけ、ペア #2のバックアップサーバが共有ライセンスサーバとして使用
されるようになります。ペア #1がダウンしたままで、ペア #2のプライマリ装置もダウンした場
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合は、ペア #2のスタンバイ装置が共有ライセンスサーバとして使用されるようになります（次
の図を参照）。

図 8：フェールオーバーと共有ライセンスサーバ

スタンバイバックアップサーバは、プライマリバックアップサーバと同じ動作制限を共有しま

す。スタンバイ装置がアクティブになると、その時点からプライマリ装置のカウントダウンを引

き継ぎます。

関連トピック

共有ライセンスバックアップサーバについて, （129ページ）

フェールオーバーと共有ライセンス参加システム

参加システムのペアについては、両方の装置を共有ライセンスサーバに登録します。登録時に

は、個別の参加システム IDを使用します。アクティブ装置の参加システム IDは、スタンバイ装
置と同期されます。スタンバイ装置は、アクティブに切り替わるときに、この IDを使用して転送
要求を生成します。この転送要求によって、以前にアクティブだった装置から新しくアクティブ

になる装置に共有セッションが移動します。
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参加者の最大数

ASAでは、共有ライセンスの参加システム数に制限がありません。ただし、共有ネットワークの
規模が非常に大きいと、ライセンスサーバのパフォーマンスに影響する場合があります。この場

合は、参加システムのリフレッシュ間隔を長くするか、共有ネットワークを 2つ作成することを
お勧めします。

共有ライセンスサーバの設定

この項では、ASAを共有ライセンスサーバとして設定する方法について説明します。

はじめる前に

サーバが共有ライセンスサーバキーを持っている必要があります。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Licenses] > [Shared SSL VPN Licenses]ペインを選択しま
す。

ステップ 2 [Shared Secret]フィールドに、共有秘密を 4～ 128 ASCII文字のストリングで入力します。
この秘密を持つすべての参加ユニットがライセンスサーバを使用できます。

ステップ 3 （オプション）[TCP IPPort]フィールドに、サーバが参加ユニットからのSSL接続を受信するポー
ト（1～ 65535）を入力します。
デフォルトは、TCPポート 50554です。

ステップ 4 （オプション）[Refresh interval]フィールドで、10～ 300秒の更新間隔を入力します。
この値は、サーバと通信する頻度を設定するために参加ユニットに提供されます。デフォルトは

30秒です。

ステップ 5 [Interfaces that serve shared licenses]領域で、[Shares Licenses]チェックボックスをオンにします。
パーティシパントからサーバへの通信には、このチェックボックスに対応するインターフェイス

が使用されます。

ステップ 6 （オプション）バックアップサーバを指定するには、[Optional backup shared SSLVPN license server]
領域で次の手順を実行します。

a) [Backup server IP address]フィールドにバックアップサーバの IPアドレスを入力します。
b) [Primary backup server serial number]フィールドにバックアップサーバのシリアル番号を入力し
ます。

c) バックアップサーバがフェールオーバーペアの一部の場合は、[Secondary backup server serial
number]フィールドでスタンバイユニットのシリアル番号を指定します。

1つのバックアップサーバとそのオプションのスタンバイユニットのみを指定できます。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。
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共有ライセンスパーティシパントとオプションのバックアップサーバの設定

この項では、共有ライセンスサーバと通信する共有ライセンス参加システムを設定します。この

セクションでは、オプションで参加者をバックアップサーバとして設定する方法も説明します。

はじめる前に

参加システムが共有ライセンス参加キーを持っている必要があります。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Licenses] > [Shared SSL VPN Licenses]ペインを選択しま
す。

ステップ 2 [Shared Secret]フィールドに、共有秘密を 4～ 128 ASCII文字のストリングで入力します。

ステップ 3 （任意）[TCP IP Port]フィールドに、SSLを使用してサーバと通信するポート（1～ 65535）を入
力します。

デフォルトは、TCPポート 50554です。

ステップ 4 （任意）参加ユニットをバックアップサーバとして指定するには、[Select backup role of participant]
エリアで、次の手順を実行します。

a) [Backup Server]オプションボタンをクリックします。
b) [Shares Licenses]チェックボックスをオンにします。パーティシパントからバックアップサー
バへの通信には、このチェックボックスに対応するインターフェイスが使用されます。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

モデルごとにサポートされている機能のライセンス

この項では、各モデルに使用できるライセンスと、ライセンスに関する特記事項について説明し

ます。

モデルごとのライセンス

この項では、各モデルに使用できる機能のライセンスを示します。

イタリック体で示された項目は、基本ライセンス（またはSecurityPlusなど）ライセンスバージョ
ンを置換できる個別のオプションライセンスです。オプションライセンスは、混在させることも

統一することもできます。
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一部の機能は互換性がありません。互換性情報については、個々の機能の章を参照してくださ

い。

ペイロード暗号化機能のないモデルの場合は、次に示す機能の一部がサポートされません。サ

ポートされない機能のリストについては、ペイロード暗号化機能のないモデル,（119ページ）
を参照してください。

（注）

ライセンスの詳細については、ライセンスに関する注意事項, （109ページ）を参照してくださ
い。

ASA 5506-X および ASA 5506W-X のライセンス機能

次の表に、ASA 5506-Xおよび ASA 5506W-Xのライセンス機能を示します。

Security Plus ライセンス基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

サポートなし

ライセンス情報は、このライセン

スが有効になっていることを示す

ことがあります。このライセンス

がサポートされていないため、

ディスプレイは無視するべきで

す。

（注）

サポートなしBotnet Traffic Filter

50,00020,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしサポートなしGTP/GPRS

160160合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションのAnyConnectPlus
または Apexライセンス：最
大 50

ディセーブルオプションのAnyConnectPlus
または Apexライセンス：最
大 50

ディセーブルAnyConnectピア

5010その他の VPNピア

5050合計 VPNピア。全タイプ
の合計

サポートなしサポートなしVPNロードバランシング
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Security Plus ライセンス基本ライセンスライセンス

一般ライセンス

オプションライセンス：強

化（3DES/AES）
基本（DES）オプションライセンス：強

化（3DES/AES）
基本（DES）暗号化

アクティブ/スタンバイサポートなしフェールオーバー

サポートなしサポートなしセキュリティコンテキスト

サポートなしサポートなしクラスタ

305VLAN、最大

ASA 5506H-X ライセンスの各機能

次の表に、ASA 5506H-Xのライセンス機能を示します。

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

サポートなし

ライセンス情報は、このライセンスが有効になっていることを示すことがあり

ます。このライセンスがサポートされていないため、ディスプレイは無視する

べきです。

（注）

Botnet Traffic Filter

50,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしGTP/GPRS

160合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

50AnyConnect Plusまたは
Apexライセンス（個別に
購入）、最大プレミアムピ

ア

50合計 VPNピア。全タイプ
の合計
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基本ライセンスライセンス

50その他の VPNピア

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本（DES）暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

サポートなしセキュリティコンテキスト

サポートなしクラスタ

30VLAN、最大

ASA 5508-X ライセンスの各機能

次の表に、ASA 5508-Xのライセンス機能を示します。

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

サポートなし

ライセンス情報は、このライセンスが有効になっていることを示すことがあり

ます。このライセンスがサポートされていないため、ディスプレイは無視する

べきです。

（注）

Botnet Traffic Filter

100,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしGTP/GPRS

320合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最
大 100

ディセーブルAnyConnectピア

100合計 VPNピア。全タイプ
の合計
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基本ライセンスライセンス

100その他の VPNピア

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本（DES）暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

5オプションライセンス：2セキュリティコンテキスト

サポートなしクラスタ

50VLAN、最大

ASA 5512-X ライセンスの機能

次の表に、ASA 5512-Xのライセンス機能を示します。

Security Plus ライセンス基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースラ

イセンス：使用可能

ディセーブルオプションの時間ベースラ

イセンス：使用可能

ディセーブルBotnet Traffic Filter

250,000100,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしサポートなしGTP/GPRS

オプションライセンス：2オプションライセンス：2合計UCプロキシセッショ
ン

50025010050245002501005024

VPNライセンス

オプションのAnyConnectPlus
または Apexライセンス：最
大 250

ディセーブルオプションのAnyConnectPlus
または Apexライセンス：最
大 250

ディセーブルAnyConnectピア

250250その他の VPNピア
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Security Plus ライセンス基本ライセンスライセンス

250250合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルサポートなしVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強

化（3DES/AES）
基本（DES）オプションライセンス：強

化（3DES/AES）
基本（DES）暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeサポートなしフェールオーバー

5オプションライセン

ス：

2サポートなしセキュリティコンテキスト

2サポートなしクラスタ

オプションライセンス：使

用可能

ディセーブルオプションライセンス：使

用可能

ディセーブルIPSモジュール

10050VLAN、最大

ASA 5515-X ライセンスの機能

次の表に、ASA 5515-Xのライセンス機能を示します。

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

250,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしGTP/GPRS

5002501005024オプションライセン

ス：

2合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス
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基本ライセンスライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 250ディセーブ

ル

AnyConnectピア

250その他の VPNピア

250合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

5オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

2クラスタ

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

IPSモジュール

100VLAN、最大

ASA 5516-X ライセンスの機能

次の表に、ASA 5516-Xのライセンス機能を示します。

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

サポートなし

ライセンス情報は、このライセンスが有効になっていることを示すことがあり

ます。このライセンスがサポートされていないため、ディスプレイは無視する

べきです。

（注）

Botnet Traffic Filter

250,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしGTP/GPRS
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基本ライセンスライセンス

1000合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最
大 300

ディセーブルAnyConnectピア

300その他の VPNピア

300合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本（DES）暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

5オプションライセンス：2セキュリティコンテキスト

サポートなしクラスタ

150VLAN、最大

ASA 5525-X ライセンスの各機能

次の表に、ASA 5525-Xのライセンス機能を示します。

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

500,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS
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基本ライセンスライセンス

10007505002501005024オプションライセン

ス：

2合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 750ディセーブ

ル

AnyConnectピア

750その他の VPNピア

750合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

20105オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

2クラスタ

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

IPSモジュール

200VLAN、最大

ASA 5545-X ライセンスの機能

次の表に、ASA 5545-Xのライセンス機能を示します。

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter
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基本ライセンスライセンス

750,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS

200010007505002501005024オプションライセン

ス：

2合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 2500ディセーブ

ル

AnyConnectピア

2500その他の VPNピア

2500合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

5020105オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

2クラスタ

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

IPSモジュール

300VLAN、最大

ASA 5555-X ライセンスの機能

次の表に、ASA 5555-Xのライセンス機能を示します。
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基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

1,000,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS

オプションライセンス：2合計UCプロキシセッショ
ン

3000200010007505002501005024

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 5000ディセーブ

ル

AnyConnectピア

5000その他の VPNピア

5000合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

1005020105オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

2クラスタ

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

IPSモジュール

500VLAN、最大
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ASA 5585-X（SSP-10）ライセンスの各機能

次の表に、ASA 5585-X（SSP-10）のライセンス機能を示します。

同一のシャーシで同じレベルの 2つの SSPを使用できます。レベルが混在した SSPはサポートさ
れていません（たとえば、SSP-10と SSP-20の組み合わせはサポートされていません）。各 SSP
は個別のコンフィギュレーションおよび管理を持つ独立したデバイスとして動作します。必要に

応じて 2つの SSPをフェールオーバーペアとして使用できます。

基本ライセンスと Security Plus ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

1,000,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS

オプションライセンス：2合計UCプロキシセッショ
ン

3000200010007505002501005024

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 5000ディセーブ

ル

AnyConnectピア

5000その他の VPNピア

5000合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

Security Plusライセンス：イネーブル。ファ
イバ ifcsは 10 GEで動作します

基本ライセンス：ディセーブル。ファイバ

ifcsは 1 GEで動作します
10 GE I/O

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー
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基本ライセンスと Security Plus ライセンスライセンス

1005020105オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

オプションライセンス: 16単位で利用可能ディセーブ

ル

クラスタ

1024VLAN、最大

ASA 5585-X（SSP-20）ライセンスの機能

次の表に、ASA 5585-X（SSP-20）のライセンス機能を示します。

同一のシャーシで同じレベルの 2つの SSPを使用できます。レベルが混在した SSPはサポートさ
れていません（たとえば、SSP-20と SSP-40の組み合わせはサポートされていません）。各 SSP
は個別のコンフィギュレーションおよび管理を持つ独立したデバイスとして動作します。必要に

応じて 2つの SSPをフェールオーバーペアとして使用できます。

10,000セッション UCライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000までです
が、電話プロキシセッションの最大数は 5000です。

（注）

基本ライセンスと Security Plus ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

2,000,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS

オプションライセンス：2合計UCプロキシセッショ
ン

10,00050003000200010007505002501005024

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 10,000ディセーブ

ル

AnyConnectピア
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基本ライセンスと Security Plus ライセンスライセンス

10,000その他の VPNピア

10,000合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

Security Plusライセンス：イネーブル。ファ
イバ ifcsは 10 GEで動作します

基本ライセンス：ディセーブル。ファイバ

ifcsは 1 GEで動作します
10 GE I/O

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

2501005020105オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

オプションライセンス: 16単位で利用可能ディセーブ

ル

クラスタ

1024VLAN、最大

ASA 5585-X（SSP-40 および -60）ライセンスの機能

次の表に、ASA 5585-X（SSP-40および -60）のライセンス機能を示します。

同一のシャーシで同じレベルの 2つの SSPを使用できます。レベルが混在した SSPはサポートさ
れていません（たとえば、SSP-40と SSP-60の組み合わせはサポートされていません）。各 SSP
は個別のコンフィギュレーションおよび管理を持つ独立したデバイスとして動作します。必要に

応じて 2つの SSPをフェールオーバーペアとして使用できます。

10,000セッション UCライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000までです
が、電話プロキシセッションの最大数は 5000です。

（注）

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス
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基本ライセンスライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

5585-X（SSP-60）：10,000,0005585-X（SSP-40）：4,000,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS

オプションライセンス：2合計UCプロキシセッショ
ン

10,00050003000200010007505002501005024

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 10,000ディセーブ

ル

AnyConnectピア

10,000その他の VPNピア

10,000合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

イネーブル。ファイバインターフェイスは 10 GEで動作10 GE I/O

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー

2501005020105オプションライセン

ス：

2セキュリティコンテキス

ト

オプションライセンス: 16単位で利用可能ディセーブ

ル

クラスタ

1024VLAN、最大
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ASASM ライセンスの機能

次の表に、ASAサービスモジュールのライセンス機能を示します。

10,000セッション UCライセンスの場合、組み合わせたセッション数は合計 10,000までです
が、電話プロキシセッションの最大数は 5000です。

（注）

基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

オプションの時間ベースライセンス：使用可能ディセーブ

ル

Botnet Traffic Filter

10,000,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：使用可能ディセーブ

ル

GTP/GPRS

オプションライセンス：2合計UCプロキシセッショ
ン

10,00050003000200010007505002501005024

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 10,000ディセーブ

ル

AnyConnectピア

10,000その他の VPNピア

10,000合計 VPNピア。全タイプ
の合計

イネーブルVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強化（3DES/AES）基本

（DES）
暗号化

Active/Standbyまたは Active/Activeフェールオーバー
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基本ライセンスライセンス

オプションライセンス：2セキュリティコンテキス

ト
2501005020105

サポートなしクラスタ

1000VLAN、最大

ISA 3000 ライセンスの各機能

次の表に、ISA 3000のライセンス機能を示します。

Security Plus ライセンス基本ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

サポートなしサポートなしBotnet Traffic Filter

50,00020,000ファイアウォールの接続、

同時

サポートなしサポートなしGTP/GPRS

160160合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションのAnyConnectPlus
または Apexライセンス：最
大 25

ディセーブルオプションのAnyConnectPlus
または Apexライセンス：最
大 25

ディセーブルAnyConnectピア

5010その他の VPNピア

5050合計 VPNピア。全タイプ
の合計

サポートなしサポートなしVPNロードバランシング

一般ライセンス

オプションライセンス：強

化（3DES/AES）
基本（DES）オプションライセンス：強

化（3DES/AES）
基本（DES）暗号化
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Security Plus ライセンス基本ライセンスライセンス

アクティブ/スタンバイサポートなしフェールオーバー

サポートなしサポートなしセキュリティコンテキスト

サポートなしサポートなしクラスタ

255VLAN、最大

PAK ライセンスのモニタリング
この項では、ライセンス情報の表示方法について説明します。

現在のライセンスの表示

この項では、現在のライセンスと、時間ベースアクティベーションキーの残り時間を表示する方

法について説明します。

はじめる前に

ペイロード暗号化機能のないモデルでライセンスを表示すると、VPNおよびUnifiedCommunications
ライセンスは一覧に示されません。詳細については、「ペイロード暗号化機能のないモデル, （
119ページ）」を参照してください。

手順

ステップ 1 （永続ライセンスとアクティブな時間ベースライセンスの組み合わせである）実行ライセンスを

表示するには、[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Activation Key]ペインを選
択します。

マルチコンテキストモードでは、[Configuration]> [DeviceManagement] > [Activation Key]ペインを
選択し、システム実行スペースでアクティベーションキーを表示します。

フェールオーバーペアの場合、表示される実行ライセンスは、プライマリ装置とセカンダリ装置

からの結合されたライセンスです。詳細については、「フェールオーバーまたは ASAクラスタ
ライセンスの結合方法,（116ページ）」を参照してください。数値が割り当てられた時間ベース
ライセンス（期間は結合されません）の場合、[License Duration]カラムには、プライマリ装置ま
たはセカンダリ装置からの最短の時間ベースライセンスが表示されます。このライセンスの有効

期限が切れると他の装置のライセンスの期間が表示されます。
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ステップ 2 （任意）時間ベースライセンスの詳細（ライセンスに含まれる機能やライセンス期間など）を

[Time-Based License Keys Installed]領域に表示するには、ライセンスキーを選択し、[Show License
Details]をクリックします。

ステップ 3 （任意）フェールオーバーユニットで、そのユニットにインストールされている（プライマリ装

置とセカンダリ装置からの結合ライセンスではない）ライセンスを [Running Licenses]領域に表示
するには、[Show information of license specifically purchased for this device alone]をクリックします。

共有ライセンスのモニタリング

共有ライセンスをモニタするには、[Monitoring] > [VPN] > [Clientless SSL VPN] > [Shared Licenses]
を選択して。

PAK ライセンスの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

次の制限値が増加されました。

• ASA5510 Baseライセンス接続は 32000から 5000
に、VLANは 0から 10に増加。

• ASA5510 Security Plusライセンス接続は 64000から
130000に、VLANは 10から 25に増加。

• ASA5520接続は 130000から 280000に、VLANは
25から 100に増加。

• ASA5540接続は 280000から 400000に、VLANは
100から 200に増加。

7.0(5)接続数と VLAN数の増加

SSL VPNライセンスが導入されました。7.1(1)SSL VPNライセンス

5000ユーザの SSL VPNライセンスが ASA 5550以降に
対して導入されました。

7.2(1)SSL VPNライセンスの追加

ASA 5510上の基本ライセンスについて、最大インター
フェイス数が3プラス管理インターフェイスから無制限
のインターフェイスに増加しました。

7.2(2)ASA 5510上の基本ライセンスに対する増加
したインターフェイス
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASA 5505上の Security Plusライセンスに対する VLAN
最大数が、5（3つのフル機能インターフェイス、1つの
フェールオーバーインターフェイス、1つのバックアッ
プインターフェイスに制限されるインターフェイス）

から20のフル機能インターフェイスに増加されました。
また、トランクポート数も1から8に増加されました。
フル機能のインターフェイスの数が 20になり、バック
アップ ISPインターフェイスを停止するために backup
interfaceコマンドを使用する必要がなくなりました。つ
まり、バックアップ ISPインターフェイス用にフル機能
のインターフェイスを使用できるようになりました。

backup interfaceコマンドは、これまでどおり Easy VPN
設定用に使用できます。

VLANの制限値も変更されました。ASA 5510の基本ラ
イセンスでは 10から 50に、Security Plusライセンスで
は 25から 100に、ASA 5520では 100から 150に、ASA
5550では 200から 250に増えています。

7.2(2)VLAN数の増加

ASA5510は、Security Plusライセンスを使用するEthernet
0/0および0/1ポート用にギガビットイーサネット（1000
Mbps）をサポートしています。基本ライセンスでは、
これらのポートは引き続きファストイーサネット（100
Mbps）ポートとして使用されます。いずれのライセン
スに対しても、Ethernet 0/2、0/3、および 0/4はファスト
イーサネットポートのままです。

インターフェイス名は Ethernet 0/0および
Ethernet 0/1のままです。

（注）

7.2(3)ASA 5510 Security Plusライセンスに対するギ
ガビットイーサネットサポート
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

AdvancedEndpointAssessmentライセンスが導入されまし
た。CiscoAnyConnectまたはクライアントレス SSLVPN
接続の条件としてリモートコンピュータでスキャン対

象となる、アンチウイルスアプリケーションやアンチ

スパイウェアアプリケーション、ファイアウォール、

オペレーティングシステム、および関連アップデート

の種類が、大幅に拡張されました。また、任意のレジス

トリエントリ、ファイル名、およびプロセス名を指定

してスキャン対象にすることもできます。スキャン結果

を ASAに送信します。ASAは、ユーザログインクレ
デンシャルとコンピュータスキャン結果の両方を使用

して、ダイナミックアクセスポリシー（DAP）を割り
当てます。

AdvancedEndpointAssessmentライセンスを使用すると、
バージョン要件を満たすように非準拠コンピュータの

アップデートを試行する機能を設定して、Host Scanを
拡張できます。

シスコは、Host Scanでサポートされるアプリケーショ
ンとバージョンの一覧に、CiscoSecureDesktopとは異な
るパッケージで、タイムリーなアップデートを提供でき

ます。

8.0(2)Advanced Endpoint Assessmentライセンス

VPNロードバランシングが ASA 5510 Security Plusライ
センスでサポートされるようになりました。

8.0(2)ASA 5510の VPNロードバランシング

AnyConnect for Mobileライセンスが導入されました。こ
れにより、Windowsモバイルデバイスは AnyConnectク
ライアントを使用して、ASAに接続できます。

8.0(3)AnyConnect for Mobileライセンス

時間ベースライセンスがサポートされるようになりま

した。

8.0(4)/8.1(2)時間ベースライセンス

ASA 5580上でサポートされる VLAN数が 100から 250
に増加されました。

8.1(2)ASA 5580の VLAN数の増加
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

UC Proxyセッションライセンスが導入されました。電
話プロキシ、Presence Federation Proxy、およびEncrypted
Voice Inspectionアプリケーションでは、それらの接続に
TLSプロキシセッションが使用されます。各 TLSプロ
キシセッションは、UCライセンスの制限に対してカウ
ントされます。これらのアプリケーションは、すべて

UC Proxyとして包括的にライセンスされるので、混在
させたり、組み合わせたりできます。

この機能は、バージョン 8.1では使用できません。

8.0(4)Unified Communications Proxyセッションライ
センス

ボットネットトラフィックフィルタライセンスが導入

されました。ボットネットトラフィックフィルタでは、

既知の不正なドメインや IPアドレスに対する接続を追
跡して、マルウェアネットワークアクティビティから

保護します。

8.2(1)ボットネットトラフィックフィルタライセ

ンス
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

AnyConnect Essentialsライセンスが導入されました。こ
のライセンスにより、AnyConnect VPNクライアントは
ASAにアクセスできるようになります。このライセン
スでは、ブラウザベースの SSL VPNアクセスまたは
CiscoSecureDesktopはサポートされていません。これら
の機能に対しては、AnyConnect Essentialsライセンスの
代わりに AnyConnect Premiumライセンスがアクティブ
化されます。

AnyConnect Essentialsライセンスを所有する
VPNユーザは、Webブラウザを使用してログ
インし、AnyConnectクライアントをダウン
ロードおよび起動（WebLaunch）することが
できます。

（注）

このライセンスと AnyConnect Premiumライセンスのい
ずれでイネーブル化されたかには関係なく、AnyConnect
クライアントソフトウェアには同じクライアント機能

のセットが装備されています。

特定の ASAでは、AnyConnect Premiumライセンス（全
タイプ）または Advanced Endpoint Assessmentライセン
スを、AnyConnectEssentialsライセンスと同時にアクティ
ブにすることはできません。ただし、同じネットワーク

内の異なるASAで、AnyConnect Essentialsライセンスと
AnyConnect Premiumライセンスを実行することは可能で
す。

デフォルトでは、ASAはAnyConnect Essentialsライセン
スを使用しますが、[Configuration] > [RemoteAccessVPN]
> [Network (Client) Access] > [Advanced] > [AnyConnect
Essentials]ペインを使用すると、AnyConnect Essentialsラ
イセンスを無効にして他のライセンスを使用できます。

8.2(1)AnyConnect Essentialsライセンス

SSL VPNライセンスの名前が AnyConnect Premium SSL
VPN Editionライセンスに変更されました。

8.2(1)SSL VPNライセンスの AnyConnect Premium
SSL VPN Editionライセンスへの変更

SSL VPNの共有ライセンスが導入されました。複数の
ASAで、SSL VPNセッションのプールを必要に応じて
共有できます。

8.2(1)SSL VPNの共有ライセンス

モビリティプロキシに UC Proxyライセンスが必要なく
なりました。

8.2(2)モビリティプロキシアプリケーションでの

Unified Communications Proxyライセンス不要
化
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASA 5585-X（SSP-20）の 10 GE I/Oライセンスを導入
し、ファイバポートでの 10ギガビットイーサネットの
速度をイネーブルにしました。SSP-60は、デフォルト
で 10ギガビットイーサネットの速度をサポートしま
す。

ASA 5585-Xは 8.3(x)ではサポートされていま
せん。

（注）

8.2(3)ASA 5585-X（SSP-20）用 10 GE I/Oライセン
ス

ASA 5585-X（SSP-10）の 10 GE I/Oライセンスを導入
し、ファイバポートでの 10ギガビットイーサネットの
速度をイネーブルにしました。SSP-40は、デフォルト
で 10ギガビットイーサネットの速度をサポートしま
す。

ASA 5585-Xは 8.3(x)ではサポートされていま
せん。

（注）

8.2(4)ASA 5585-X（SSP-10）用 10 GE I/Oライセン
ス

フェールオーバーライセンスが各ユニット上で同一で

ある必要がなくなりました。両方のユニットで使用する

ライセンスは、プライマリユニットおよびセカンダリ

ユニットからの結合されたライセンスです。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Licensing] > [Activation Key]。

8.3(1)同一でないフェールオーバーライセンス

時間ベースライセンスがスタッカブルになりました。

多くの場合、時間ベースライセンスは更新の必要があ

り、旧ライセンスから新しいライセンスへシームレスに

移行する必要があります。時間ベースライセンスだけ

で使用される機能では、新しいライセンスが適用される

前に、ライセンスの有効期限が切れてしまわないことが

特に重要です。ASAでは時間ベースライセンスをスタッ
クできるので、ライセンスの有効期限が切れたり、新し

いライセンスを早めにインストールしたために時間が無

駄になったりする心配はありません。

8.3(1)スタック可能な時間ベースライセンス

IMEライセンスが導入されました。8.3(1)Intercompany Media Engineライセンス

時間ベースライセンスを複数インストールできるよう

になり、同時に機能ごとに1つのアクティブなライセン
スを保持できるようになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Licensing] > [Activation Key]。

8.3(1)複数の時間ベースライセンスの同時アクティ

ブ化
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

コマンドを使用して、時間ベースライセンスをアクティ

ブ化または非アクティブ化できるようになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Licensing] > [Activation Key]。

8.3(1)時間ベースライセンスのアクティブ化と非ア

クティブ化の個別化

AnyConnect Premium SSL VPN Editionライセンスの名前
が AnyConnect Premium SSL VPNライセンスに変更され
ました。

8.3(1)AnyConnect Premium SSL VPN Editionライセ
ンスの AnyConnect Premium SSL VPNライセ
ンスへの変更

ASA 5505～ 5550にペイロード暗号化機能のないソフト
ウェアをインストールした場合、Unified
Communications、強力な暗号化VPN、強力な暗号化管理
プロトコルをディセーブルにします。

この特殊なイメージは 8.3(x)でのみサポート
されます。8.4(1)以降で暗号化機能のないソフ
トウェアをサポートするには、ASAの特別な
ハードウェアバージョンを購入する必要があ

ります。

（注）

8.3(2)輸出用のペイロード暗号化なしイメージ

ASA5550およびASA5585-X（SSP-10）では、コンテキ
ストの最大数が50から100に引き上げられました。ASA
5580および 5585-X（SSP-20）以降では、コンテキスト
の最大数が 50から 250に引き上げられました。

8.4(1)ASA 5550、5580、および 5585-Xでのコンテ
キストの増加

ASA 5580および ASA 5585-Xでは、VLANの最大数が
250から 1024に引き上げられました。

8.4(1)ASA5580および 5585-XでのVLAN数の増加
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ファイアウォール接続の最大数が次のように引き上げら

れました。

• ASA 5580-20：1,000,000から 2,000,000へ。

• ASA 5580-40：2,000,000から 4,000,000へ。

• ASA 5585-X with SSP-10：750,000から 1,000,000
へ。

• ASA 5585-X with SSP-20：1,000,000から 2,000,000
へ。

• ASA 5585-X with SSP-40：2,000,000から 4,000,000
へ。

• ASA 5585-X with SSP-60：2,000,000から 10,000,000
へ。

8.4(1)ASA 5580および 5585-Xでの接続数の増加

AnyConnect Premium SSL VPNライセンスの名前が
AnyConnect Premiumライセンスに変更されました。ライ
センス情報の表示が「SSLVPNピア」から「AnyConnect
Premiumピア」に変更されました。

8.4(1)AnyConnect Premium SSL VPNライセンスの
AnyConnect Premiumライセンスへの変更

AnyConnectVPNセッションの最大数が 5,000から 10,000
に引き上げられました。

8.4(1)ASA5580でのAnyConnectVPNセッション数
の増加

AnyConnect以外の VPNセッションの最大数が 5,000か
ら 10,000に引き上げられました。

8.4(1)ASA 5580での AnyConnect以外の VPNセッ
ション数の増加

AnyConnect Essentialsライセンスおよび AnyConnect
Premiumライセンスに IKEv2を使用した IPsecリモート
アクセス VPNが追加されました。

ASAでの IKEv2のサポートに関して、重複す
るセキュリティアソシエーションがサポート

されていないという制約が現在あります。

（注）

Other VPNライセンス（以前の IPsec VPN）には IKEv2
サイトツーサイトセッションが追加されました。Other
VPNライセンスは基本ライセンスに含まれています。

8.4(1)IKEv2を使用した IPsecリモートアクセス

ペイロード暗号化機能のないモデルでは（ASA 5585-X
など）、特定の国に ASAを輸出できるよう、ASAソフ
トウェアのユニファイドコミュニケーションと VPN機
能を無効にしています。

8.4(1)輸出用のペイロード暗号化なしハードウェア
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

SSP-40および SSP-60の場合、同じシャーシでレベルが
同じ 2つの SSPを使用できます。レベルが混在した SSP
はサポートされていません（たとえば、SSP-40とSSP-60
の組み合わせはサポートされていません）。各SSPは個
別のコンフィギュレーションおよび管理を持つ独立した

デバイスとして動作します。必要に応じて2つのSSPを
フェールオーバーペアとして使用できます。2個の SSP
をシャーシで使用する場合、VPNはサポートされませ
ん。しかし、VPNがディセーブルになっていないこと
に注意してください。

8.4(2)デュアル SSP（SSP-20および SSP-40）

ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5525-X、ASA5545-X、
および ASA 5555-Xでの IPS SSPソフトウェアモジュー
ルには IPSモジュールライセンスが必要です。

8.6(1)ASA 5512-X～ASA 5555-Xでの IPSモジュー
ルライセンス

クラスタリングライセンスが ASA 5580および ASA
5585-Xに対して追加されました。

9.0(1)ASA5580およびASA5585-Xのクラスタリン
グライセンス。

ASASMは、すべてのVPN機能をサポートするようにな
りました。

9.0(1)ASASMでの VPNのサポート

ASASMは、すべてのユニファイドコミュニケーション
機能をサポートするようになりました。

9.0(1)ASASMでのユニファイドコミュニケーショ
ンのサポート

ASA 5585-Xは、すべての SSPモデルでデュアル SSPを
サポートするようになりました（同一シャーシ内で同じ

レベルの SSPを 2つ使用できます）。デュアル SSPを
使用するときに VPNがサポートされるようになりまし
た。

9.0(1)SSP-10および SSP-20に対する ASA 5585-X
デュアルSSPサポート（SSP-40およびSSP-60
に加えて）、デュアル SSPに対する VPNサ
ポート

ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X
およびASA 5555-Xが 2ユニットクラスタをサポートす
るようになりました。2ユニットのクラスタリングは、
基本ライセンスではデフォルトでイネーブルになりま

す。ASA 5512-Xでは Security Plusライセンスが必要で
す。

9.1(4)ASA 5500-Xでのクラスタリングのサポート

ASA 5585-Xが 16ユニットクラスタをサポートするよ
うになりました。

9.2(1)ASA5585-Xの 16のクラスタメンバのサポー
ト
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

シンプルなライセンス方式で ASAvが導入されました
（標準またはプレミアムレベルのASAv4およびASAv30
永続ライセンス）。アドオンライセンスは使用できま

せん。

9.2(1)ASAv4およびASAv30の標準およびプレミア
ムモデルライセンスの導入
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第 5 章

FXOS シャーシ上の ASAv および ASA のス
マートソフトウェアライセンシング

シスコスマートソフトウェアライセンスによって、ライセンスを購入し、ライセンスのプール

を一元管理することができます。製品認証キー（PAK）ライセンスとは異なり、スマートライ
センスは特定のシリアル番号に関連付けられません。各ユニットのライセンスキーを管理しな

くても、簡単にASAを導入したり使用を終了したりできます。スマートソフトウェアライセン
スを利用すれば、ライセンスの使用状況と要件をひと目で確認することもできます。

スマートソフトウェアライセンシングは、ASAvと FirePOWERASAアプリケーションでのみ
サポートされます。他のモデルは、PAKライセンスを使用します。PAKライセンスについて,
（105ページ）を参照してください。

（注）

• スマートソフトウェアライセンスについて, 161 ページ

• スマートソフトウェアライセンスの前提条件, 169 ページ

• スマートソフトウェアライセンスのガイドライン, 169 ページ

• スマートソフトウェアライセンスのデフォルト, 169 ページ

• スマートソフトウェアライセンスの設定, 170 ページ

• モデルごとのライセンス, 175 ページ

• Smart Software Licensingのモニタリング, 178 ページ

• スマートソフトウェアライセンスの履歴, 179 ページ

スマートソフトウェアライセンスについて

ここでは、スマートソフトウェアライセンスの仕組みについて説明します。
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FXOS シャーシ上のアプリケーションのスマートソフトウェアライセンス
FXOSシャーシ上の ASAアプリケーションの場合、スマートソフトウェアライセンス設定は
FXOSシャーシスーパーバイザとアプリケーションの間で分割されます。

• FXOSシャーシ：LicenseAuthorityとの通信に使用するパラメータなど、スーパーバイザのす
べてのスマートソフトウェアライセンスインフラストラクチャを設定します。FXOSシャー
シ自体の動作にライセンスは必要ありません。

• ASAアプリケーション：アプリケーションのすべてのライセンスの権限付与を設定します。

Smart Software Manager とアカウント
デバイスの1つ以上のライセンスを購入する場合は、CiscoSmart SoftwareManagerで管理します。

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定してく

ださい。Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。
（注）

デフォルトでは、ライセンスはマスターアカウントの下の [Default Virtual Account]に割り当てら
れます。アカウント管理者は、必要に応じて追加の仮想アカウントを作成できます。たとえば、

地域、部署、子会社用のアカウントを作成できます。複数の仮想アカウントを使用すると、大量

のライセンスおよびデバイスをより簡単に管理できます。

仮想アカウントごとに管理されるライセンスとデバイス

ライセンスとデバイスは仮想アカウントごとに管理されます。アカウントに割り当てられたライ

センスを使用できるのは、その仮想アカウントのデバイスのみです。追加のライセンスが必要な

場合は、別の仮想アカウントから未使用のライセンスを転用できます。仮想アカウント間でデバ

イスを転送することもできます。

（FXOSシャーシ上動作する ASAの場合）FXOSシャーシのみがデバイスとして登録される一方
で、シャーシ内のASAアプリケーションはそれぞれ固有のライセンスを要求します。たとえば、
3つのセキュリティモジュールを搭載した Firepower 9300シャーシでは、全シャーシが 1つのデバ
イスとして登録されますが、各モジュールは合計 3つのライセンスを別個に使用します。

評価ライセンス(FXOS シャーシ)
FXOSシャーシは、次の 2タイプの評価ライセンスをサポートしています。

•シャーシレベル評価モード：FXOSシャーシによる Licensing Authorityへの登録の前に、評
価モードで 90日間（合計使用時間）動作します。このモードでは、アプリケーションは固
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有の権限付与を要求できません。デフォルトの権限のみが有効になります。この期間が終了

すると、FXOSシャーシはコンプライアンス違反の状態になります。

•権限付与ベースの評価モード：FXOSシャーシがLicensingAuthorityへの登録を行った後、ア
プリケーションに割り当てることができる時間ベースの評価ライセンスを取得できます。ア

プリケーションで、いつも通りに権限付与を要求します。時間ベースのライセンスの期限が

切れると、時間ベースのライセンスを更新するか、または永続ライセンスを取得する必要が

あります。

高度暗号化（3DES/AES）の評価ライセンスは取得できません。永続ライセン
スのみがこの権限をサポートします。

（注）

Smart Software Manager 通信
このセクションでは、デバイスのSmart SoftwareManagerに対する通信方法について説明します。

デバイスの登録とトークン

各仮想アカウントに対し、登録トークンを作成できます。このトークンは、デフォルトで30日間
有効です。各デバイスを展開するか、または既存のデバイスを登録する場合は、このトークン ID
と権限レベルを入力します。既存のトークンの有効期限が切れている場合は、新しいトークンを

作成できます。

デバイス登録は、ASAセキュリティモジュール上ではなく、FXOSシャーシスーパーバイザ
で設定されます。

（注）

展開後の起動時、または既存のデバイスでこれらのパラメータを手動で設定した後、デバイスは

Cisco License Authorityに登録されます。デバイスがトークンにより登録されると、デバイスとラ
イセンス機関との間の通信に使用する ID証明書がライセンス機関により発行されます。この証明
書の有効期間は 1年ですが、6か月ごとに更新されます。

License Authority との定期通信

デバイスは 30日ごとに License Authorityと通信します。Smart Software Managerに変更を行う場
合、デバイスの認証を更新して変更をすぐに反映させることができます。またはスケジュール設

定されたデバイスの通信を待つこともできます。

必要に応じて、HTTPプロキシを設定できます。

ASAvは直接またはHTTPプロキシ経由で少なくとも 30日ごとにインターネットアクセスを行う
必要があります。ASAvには猶予期間がありません。Licensing Authorityに連絡しない限り、正常
に再認証できるまで、ASAvは厳しくレート制限されます。
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FXOSシャーシは直接またはHTTPプロキシ経由で少なくとも 90日ごとにインターネットアクセ
スを行う必要があります。通常のライセンス通信が 30日ごとに行われますが、猶予期間によっ
て、デバイスはCall Homeなしで最大 90日間動作します。猶予期間後、LicensingAuthorityに連絡
しない限り、特別なライセンスを必要とする機能の設定変更を行なえませんが、動作には影響あ

りません。

オフラインライセンスはサポートされていません。（注）

コンプライアンス違反状態

デバイスは次の状況でコンプライアンス違反になる可能性があります。

•過剰使用：デバイスが利用不可のライセンスを使用した場合。

•ライセンスの有効期限切れ：時間ベースのライセンスの有効期限が切れた場合。

•通信の欠如：デバイスが Licensing Authorityにアクセスできず再認証されない場合。

コンプライアンスに違反している状態では、デバイスはアプリケーションに応じた方法で制限さ

れます。

• ASAv：正常に再認証できるまで、ASAvは厳しくレート制限されます。

• FXOSシャーシの ASA：特別なライセンスが必要な機能への設定変更は行えなくなります
が、動作には影響ありません。

Smart Call Home インフラストラクチャ

デフォルトでは、Licensing Authorityの URLを指定する Smart Call Homeプロファイルがコンフィ
ギュレーションに存在します。このプロファイルは削除できません。ライセンスプロファイルの

設定可能なオプションは Licensing Authorityの宛先アドレス URLのみであることに注意してくだ
さい。Cisco TACに指示されない限り、License Authorityの URLは変更しないでください。

FXOSシャーシの場合、ライセンスの Smart Call HomeはASAではなく FXOSシャーシスーパ
バイザで設定されます。

（注）

スマートソフトウェアライセンスの Smart Call Homeをディセーブルにすることはできません。
たとえば no service call-homeコマンドを使用して Smart Call Homeをディセーブルにしても、ス
マートソフトウェアライセンスはディセーブルになりません。

他の Smart Call Home機能は、特に設定しない限りオンにはなりません。

ライセンスに関する注意事項

次の表に、ライセンスに関する追加情報を示します。
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AnyConnect Plus および Apex ライセンス

AnyConnect Plusおよび Apexライセンスは、ライセンスが指定するユーザプールを共有するすべ
ての複数のASAに適用できる同時使用ライセンスです。Http://www.cisco.com/go/licenseを参照し、
各ASAに個別に PAKを割り当てます。ASAに取得したアクティベーションキーを適用すると、
VPN機能が最大許容数に切り替わりますが、ライセンスを共有するすべての ASA上の実際の一
意のユーザ数はライセンス限度を超えることはできません。詳細については、以下を参照してく

ださい。

•『Cisco AnyConnect発注ガイド』

• AnyConnectライセンスに関するよく寄せられる質問（FAQ）

その他の VPN ライセンス

その他の VPNセッションには、次の VPNタイプが含まれています。

• IKEv1を使用した IPsecリモートアクセス VPN

• IKEv1を使用した IPsecサイトツーサイト VPN

• IKEv2を使用した IPsecサイトツーサイト VPN

このライセンスは基本ライセンスに含まれています。

合計 VPN セッション数、全タイプ

• VPNセッションの最大数の合計が、VPNAnyConnectとその他のVPNセッションの最大数よ
りも多くなっても、統合されたセッション数が VPNセッションの制限を超えることはでき
ません。VPNの最大セッション数を超えた場合、ASAをオーバーロードして、適切なネッ
トワークのサイズに設定してください。

•クライアントレス SSL VPNセッションを開始した後、ポータルから AnyConnectクライアン
トセッションを開始した場合は、合計 1つのセッションが使用されています。これに対し
て、最初に AnyConnectクライアントを（スタンドアロンクライアントなどから）開始した
後、クライアントレス SSLVPNポータルにログインした場合は、2つのセッションが使用さ
れています。

暗号化ライセンス

DESライセンスは無効にできません。3DESライセンスをインストールしている場合、DESは引
き続き使用できます。強力な暗号化だけを使用したい場合にDESの使用を防止するには、強力な
暗号化だけを使用するようにすべての関連コマンドを設定する必要があります。
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合計 UCプロキシセッション

Encrypted Voice Inspectionの各 TLSプロキシセッションは、TLSライセンスの制限に対してカウ
ントされます。

TLSプロキシセッションを使用するその他のアプリケーション（ライセンスが不要なMobility
Advantage Proxyなど）では、TLS制限に対してカウントしません。

アプリケーションによっては、1つの接続に複数のセッションを使用する場合があります。たと
えば、プライマリとバックアップの Cisco Unified Communications Managerを電話に設定した場合
は、TLSプロキシ接続は 2つ使用されます。

TLSプロキシの制限は、tls-proxy maximum-sessionsコマンドまたは ASDMで [Configuration] >
[Firewall] > [Unified Communications] > [TLS Proxy]ペインを使用して個別に設定できます。モデル
の制限を表示するには、tls-proxy maximum-sessions ?コマンドを入力します。デフォルトの TLS
プロキシ制限よりも高いTLSプロキシライセンスを適用する場合、ASAでは、そのライセンスに
一致するようにTLSプロキシの制限が自動的に設定されます。ライセンスの制限よりもTLSプロ
キシ制限が優先されます。TLSプロキシ制限をライセンスよりも少なく設定すると、ライセンス
ですべてのセッションを使用できません。

「K8」で終わるライセンス製品番号（たとえばユーザ数が250未満のライセンス）では、TLS
プロキシセッション数は 1000までに制限されます。「K9」で終わるライセンス製品番号（た
とえばユーザ数が250以上のライセンス）では、TLSプロキシの制限はコンフィギュレーショ
ンに依存し、モデルの制限が最大数になります。K8とK9は、エクスポートについてそのライ
センスが制限されるかどうかを示します。K8は制限されず、K9は制限されます。

（たとえばclearconfigureallコマンドを使用して）コンフィギュレーションをクリアすると、
TLSプロキシ制限がモデルのデフォルトに設定されます。このデフォルトがライセンスの制限
よりも小さいと、tls-proxy maximum-sessionsコマンドを使用したときに、再び制限を高める
ようにエラーメッセージが表示されます（ASDMの [TLS Proxy]ペインを使用）。フェール
オーバーを使用して、write standbyコマンドを入力するか、または ASDMでプライマリユ
ニットに対して [File] > [SaveRunningConfiguration to StandbyUnit]を使用して強制的にコンフィ
ギュレーションの同期を行うと、セカンデリユニットで clear configure allコマンドが自動的
に生成され、セカンデリユニットに警告メッセージが表示されることがあります。コンフィ

ギュレーションの同期によりプライマリユニットの TLSプロキシ制限の設定が復元されるた
め、この警告は無視できます。

（注）

接続には、SRTP暗号化セッションを使用する場合もあります。

• K8ライセンスでは、SRTPセッション数は 250までに制限されます。

• K9ライセンスに制限はありません。
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メディアの暗号化/復号化を必要とするコールだけが、SRTP制限に対してカウントされます。
コールに対してパススルーが設定されている場合は、両方のレッグがSRTPであっても、SRTP
制限に対してカウントされません。

（注）

VLAN、最大

VLAN制限の対象としてカウントするインターフェイスに、VLANを割り当てます。

ボットネットトラフィックフィルタライセンス

ダイナミックデータベースをダウンロードするには、強力な暗号化（3DES/AES）ライセンスが
必要です。

フェールオーバーまたは ASA クラスタライセンス

ASAv のフェールオーバーライセンス

スタンバイユニットにはプライマリユニットと同じモデルライセンスが必要です。

FXOS シャーシの ASA のフェールオーバーライセンス

各シャーシに同じ暗号化ライセンスが必要です。通常の Smart Software Manager（SSM）ユーザの
場合、強力な暗号化ライセンスは、FXOSシャーシで登録トークンを適用すると、対象となるお
客様の場合には自動的に有効化されます。Smart Software Managerサテライトが導入されている場
合は以下を参照してください。

その他のライセンスについては、各フェールオーバーユニットで一致している必要はなく、各ユ

ニットで別途にライセンスを設定できます。各ユニットには、サーバからの各自のライセンスが

必要です。両方のユニットから要求されるライセンスは単一のフェールオーバーライセンスにま

とめられ、フェールオーバーのペアで共有されます。この集約ライセンスはスタンバイユニット

にキャッシュされ、将来アクティブなユニットとなったときに使用されます。通常、プライマリ

ユニットのみライセンスを設定すれば済みます。各ライセンスタイプは次のように処理されます:

• Standard：デフォルトで各ユニットに Standardライセンスが含まれています。したがって、
フェールオーバーのペアでは、サーバから 2つの標準ライセンスが要求されます。

• Context：各ユニットは自身の Contextライセンスを要求できます。ただし、デフォルトで
Standardライセンスには10のコンテキストが含まれ、これは両方のユニットにあります。各
ユニットの Standardライセンスの値と、両方のユニットにあるオプションの Contextライセ
ンスの値はプラットフォームの上限まで加算されます。次に例を示します。

◦ Standardライセンスに 10のコンテキストが含まれ、2つのユニットでは 20のコンテキ
ストがあります。250の Contextライセンスをアクティブ/スタンバイペアのプライマリ
ユニットに設定した場合を考えます。この場合、集約されたフェールオーバーライセン
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スには270のコンテキストが含まれています。しかし、ユニットごとのプラットフォー
ムの制限が 250であるため、結合されたライセンスでは最大 250のコンテキストが許容
されます。この場合では、プライマリの Contextライセンスとして 230コンテキストを
設定する必要があります。

◦ Standardライセンスには 10のコンテキストがあり、2つユニットがあるため、合計で
20のコンテキストがあります。アクティブ/アクティブペアのプライマリユニットに 10
Contextライセンスを設定し、セカンデリユニットにも 10 Contextライセンスを設定し
ます。この場合、集約されたフェールオーバーライセンスには 40のコンテキストが含
まれています。たとえば、一方のユニットが 22コンテキストを使用し、他方が 18コン
テキストを使用します（合計 40の場合）。ユニットごとのプラットフォームの制限が
250であるため、結合されたライセンスでは最大 250のコンテキストが許容されます。
40コンテキストは制限の範囲内です。

•キャリア：ユニット 1つのみがこのライセンスを要求する必要があり、両方のユニットがこ
れを使用できます。

•高度暗号化（3DES）（Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライト導入の場合の
み）：各ユニットがサーバからの各自のライセンスを要求する必要があります。他のライセ

ンス設定とは異なり、この設定はスタンバイユニットに複製されます。スマートソフトウェ

アマネージャサテライトが導入されている場合、ASDMや他の高度暗号機能を使用するに
は、クラスタ展開後にプライマリユニットでASACLIを使い高度暗号化ライセンスを有効に
する必要があります。高度暗号化（3DES）ライセンスの評価ライセンスは一切ありません。

FXOS シャーシの ASA クラスタライセンス

プライマリユニットでのみライセンスを要求できます。ライセンスはセカンデリユニットでは集

約されます。複数のユニットにライセンスがある場合は、これらが統合されて単一の実行ASAク
ラスタライセンスとなります。プライマリユニットで完了したライセンス設定はセカンデリユ

ニットに複製されません。クラスタリングを無効にし、ライセンスを設定し、クラスタリングを

再度有効にした場合限り、セカンデリユニットに個別のライセンス権限を設定できます。

ASDMや他の高度暗号機能を使用するには、クラスタ展開後にプライマリユニットでASACLI
を使って高度暗号化ライセンスを有効にする必要があります。このライセンスはセカンデリ

ユニットに継承されます。各ユニットでこのライセンスを個別に設定する必要はありません。

高度暗号化（3DES）ライセンスの評価ライセンスは一切ありません。

（注）

プライマリユニットが 30日（猶予期間）以内にクラスタ参加に失敗すると、継承されたライ
センスは消滅します。その場合、新しいプライマリユニットに消滅したライセンスを手作業

で設定する必要があります。

（注）
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スマートソフトウェアライセンスの前提条件

• Cisco Smart Software Managerでマスターアカウントを作成します。

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

まだアカウントをお持ちでない場合は、リンクをクリックして新しいアカウントを設定して

ください。Smart Software Managerでは、組織のマスターアカウントを作成できます。

• Cisco Software Centralから 1つ以上のライセンスを購入します。

• ASAv：デバイスが Licensing Authorityと通信できるように、デバイスからのインターネット
アクセスまたは HTTPプロキシアクセスを確認します。オフラインライセンスはサポート
されていません。

• ASAv：デバイスがライセンス認証局サーバの名前を解決できるように、DNSサーバを設定
します。

• ASAv：デバイスのクロックを設定します。

• FXOSシャーシスーパーバイザ：ASAライセンス資格を設定する前に、FXOSシャーシスー
パーバイザでスマートソフトウェアライセンスインフラストラクチャを設定します。

スマートソフトウェアライセンスのガイドライン

•スマートソフトウェアライセンスのみがサポートされます。ASAvの古いソフトウェアにつ
いては、PAKライセンスが供与された既存のASAvをアップグレードする場合、前にインス
トールしたアクティベーションキーは無視されますが、デバイスに保持されます。ASAvを
ダウングレードすると、アクティベーションキーが復活します。

•（FirePOWER 9300 ASAセキュリティモジュール）ASDMおよび VPNなどの他の強力な暗
号化機能を使用するには、ASAの展開後、ASACLIを使用するマスターユニット上でStrong
Encryption（3DES）ライセンスを有効にする必要があります。クラスタリングの場合、マス
ターユニットのライセンスを設定します。このライセンスは、スレーブユニットによって

継承されます。このライセンスは、各ユニットで個別に設定する必要はありません。

スマートソフトウェアライセンスのデフォルト

ASAv

• ASAvのデフォルト設定には、認証局の URLを指定する Smart Call Homeプロファイルが含
まれています。

• ASAvを導入するときに、機能層とスループットレベルを設定します。現時点では、標準レ
ベルのみを使用できます。

•また、導入時に任意で HTTPプロキシを設定できます。
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FXOS シャーシ上の ASA

デフォルト設定はありません。標準ライセンス階層、およびその他のオプションライセンスは手

動で有効化する必要があります。

スマートソフトウェアライセンスの設定

このセクションでは、サポート対象のモデルにスマートソフトウェアライセンスを設定する方法

を説明します。

ASAv：スマートソフトウェアライセンシングの設定
ASAvを導入すると、デバイスが License Authorityに登録され、導入時に入力した値に従ってス
マートソフトウェアライセンシングがイネーブルになります。ライセンス資格を変更したり、既

存のASAvにスマートソフトウェアライセンシングを設定したりする必要がある場合は、次のタ
スクを実行します。

FXOSシャーシ上の ASAについては、FXOSシャーシ上の ASA：スマートソフトウェアライ
センシングの設定, （172ページ）を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 （オプション）ASAv上の HTTPプロキシの設定, （170ページ）。

ステップ 2 ASAvスマートライセンス資格の設定, （171ページ）。

ステップ 3 ASAvの License Authorityへの登録, （171ページ）。

（オプション）ASAv 上の HTTP プロキシの設定

ネットワークでインターネットアクセスにHTTPプロキシを使用する場合、スマートソフトウェ
アライセンスのプロキシアドレスを設定する必要があります。このプロキシは、一般に Smart
Call Homeにも使用されます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Smart Call-Home]の順に選択します。

ステップ 2 [Enable HTTP Proxy]をオンにします。

ステップ 3 [Proxy server]フィールドと [Proxy port]フィールドに、プロキシの IPアドレスとポートを入力しま
す。たとえば、HTTPSサーバのポート 443を入力します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。
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ASAv スマートライセンス資格の設定

ライセンス資格を要求するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択します。

ステップ 2 [Enable Smart license configuration]をオンにします。

ステップ 3 [Feature Tier]ドロップダウンメニューから [Standard]を選択します。
使用できるのは標準層だけです。

ステップ 4 [Throughput Level]ドロップダウンメニューから [100M]、[1G]、または [2G]を選択します。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ASAv の License Authority への登録

License Authorityに ASAvを登録すると、ASAvと License Authorityの間の通信に使用する ID証明
書が発行されます。また、該当する仮想アカウントに ASAvが割り当てられます。通常、この手
順は 1回で済みます。ただし、通信の問題などが原因でアイデンティティ証明書の期限が切れた
場合は、ASAvの再登録が必要になります。

手順

ステップ 1 Smart Software Managerで、この ASAvを追加する仮想アカウントの登録トークンを要求してコ
ピーします。

ステップ 2 [Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択します。

ステップ 3 [Register]をクリックします。

ステップ 4 [ID Token]フィールドに登録トークンを入力します。

ステップ 5 （オプション）[Force registration]チェックボックスをオンにして、License Authorityと同期されて
いない可能性がある登録済みの ASAvを登録します。
たとえば、Smart Software Managerから誤って ASAvを削除した場合に Force registrationを使用し
ます。

ステップ 6 [Register]をクリックします。
ASAvは、License Authorityへの登録を試み、設定されたライセンス資格の認証を要求します。
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（オプション）ASAv の登録解除

ASAvの登録を解除すると、アカウントから ASAvが削除され、ASAvのすべてのライセンス資格
と証明書が削除されます。登録を解除することで、ライセンスを新しい ASAvに利用することも
できます。あるいは、Smart Software Manager（SSM）から ASAvを削除できます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択します。

ステップ 2 [Unregister]をクリックします。

（オプション）ASAv アイデンティティ証明書またはライセンス資格の更新

デフォルトでは、アイデンティティ証明書は 6ヵ月ごと、ライセンス資格は 30日ごとに自動的に
更新されます。インターネットアクセスの期間が限られている場合や、Smart SoftwareManagerで
ライセンスを変更した場合などは、これらの登録を手動で更新することもできます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択します。

ステップ 2 アイデンティティ証明書を更新するには、[Renew ID Certificate]をクリックします。

ステップ 3 ライセンス資格を更新するには、[Renew Authorization]をクリックします。

FXOS シャーシ上の ASA：スマートソフトウェアライセンシングの設定
ASAをFXOSシャーシ上に展開すると、対象となるお客様に対して強力な暗号化（3DES/AES）ラ
イセンスが適用されます。また、標準層ライセンスもリクエストする必要があります。そのほか

のオプションのライセンスも使用できます。

強力な暗号化（3DES/AES）ライセンスはデフォルトで有効になっていないため、ASA CLIを
使用して強力な暗号化ライセンスをリクエストするまで、ASAの設定に ASDMを使用するこ
とはできません。他の強力な暗号化機能も、このリクエストを行うまでは使用できません。

CLIで強力な暗号化を有効にした後、ASDMでライセンスを設定するには、[Configuration] >
[Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]ペインを参照してください。

（注）

ASAvについては、ASAv：スマートソフトウェアライセンシングの設定, （170ページ）を参
照してください。

（注）
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はじめる前に

ASAクラスタの場合は、設定作業のために標準出荷単位にアクセスする必要があります。Firepower
Chassis Managerで、標準出荷単位を確認します。この手順に示すように、ASA CLIからも確認で
きます。

手順

ステップ 1 FXOSシャーシ CLI（コンソールまたは SSH）に接続し、ASAへのセッションを実行します。
connect module slot console connect asa

例：

Firepower> connect module 1 console
Firepower-module1> connect asa

asa>

次回 ASAコンソールに接続するときは、ASAに直接移動します。connect asaを再入力する必要
はありません。

ASAクラスタの場合、ライセンス設定などの設定を行う場合にのみ、マスターユニットにアクセ
スする必要があります。通常、マスターユニットがスロット 1にあるため、このモジュールにま
ず接続する必要があります。

ステップ 2 ASACLIで、グローバルコンフィギュレーションモードを入力します。デフォルトでは、イネー
ブルパスワードは空白です。
enable configure terminal

例：

asa> enable
Password:
asa# configure terminal
asa(config)#

ステップ 3 ASAクラスタの場合は、必要に応じて、このユニットが標準出荷単位であることを確認します。
show cluster info

例：

asa(config)# show cluster info
Cluster stbu: On
This is "unit-1-1" in state SLAVE
ID : 0
Version : 9.5(2)
Serial No.: P3000000025
CCL IP : 127.2.1.1
CCL MAC : 000b.fcf8.c192
Last join : 17:08:59 UTC Sep 26 2015
Last leave: N/A

Other members in the cluster:
Unit "unit-1-2" in state SLAVE
ID : 1
Version : 9.5(2)
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Serial No.: P3000000001
CCL IP : 127.2.1.2
CCL MAC : 000b.fcf8.c162
Last join : 19:13:11 UTC Sep 23 2015
Last leave: N/A

Unit "unit-1-3" in state MASTER
ID : 2
Version : 9.5(2)
Serial No.: JAB0815R0JY
CCL IP : 127.2.1.3
CCL MAC : 000f.f775.541e
Last join : 19:13:20 UTC Sep 23 2015
Last leave: N/A

別のユニットが標準出荷単位の場合は、接続を終了し、正しいユニットに接続します。接続の終

了については、以下を参照してください。

ステップ 4 ライセンススマートコンフィギュレーションモードを開始します。
license smart

例：

ciscoasa(config)# license smart
ciscoasa(config-smart-lic)#

ステップ 5 機能層を設定します。
feature tier standard

使用できるのは標準層だけです。ティアライセンスは、他の機能ライセンスを追加するための前

提条件です。

ステップ 6 次の機能の 1つ以上をリクエストします。

•強力な暗号化（3DES/AES）

feature strong-encryption

•モバイル SP（GTP/GPRS）

featuremobile-sp

•セキュリティコンテキスト

feature context<1-248>

例：

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption
ciscoasa(config-smart-lic)# feature context 50

ステップ 7 ASAコンソールを終了して Telnetアプリケーションに戻るには、プロンプトで「~」と入力しま
す。スーパバイザ CLIに戻るには、「quit」と入力します。

ステップ 8 ASDMで、[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]の順に選択しま
す。

ステップ 9 [Feature Tier]ドロップダウンメニューから [Standard]を選択します。
使用できるのは標準層だけです。
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ステップ 10 [StrongEncryption]ライセンスをディセーブルにしないでください。これはASDMアクセスに必要
です。

ステップ 11 （任意） [Mobile SP][Carrier]を確認します。

ステップ 12 （任意） [Context]ドロップダウンメニューから、必要なコンテキストの番号を選択します。

ステップ 13 [Apply]をクリックします。

ステップ 14 ASDMを終了し、再起動します。
ライセンスを変更する場合、更新された画面を表示するには ASDMを再起動する必要がありま
す。

モデルごとのライセンス

このセクションでは、ASAvおよび FXOSシャーシASAセキュリティモジュールに使用可能なラ
イセンス資格を示します。

ASAv5 と ASAv10
次の表に、ASAv5と ASAv10のライセンス機能を示します。

Standard ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

イネーブルBotnet Traffic Filter

100,000ファイアウォールの接続、

同時

イネーブルGTP/GPRS

500合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 250ディセーブルAnyConnectピア

ASAv5: 50

ASAv10: 250
その他の VPNピア

ASAv5: 50

ASAv10: 250
合計 VPNピア。全タイプ
の合計
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Standard ライセンスライセンス

一般ライセンス

ASAv5：100 Mbps

ASAv10:1 Gbps

スループットレベル

アカウントのエクスポートコンプライアンス設定によって、Strong（3DES/AES）暗号化

アクティブ/スタンバイフェールオーバー

サポートなしセキュリティコンテキス

ト

サポートなしクラスタ

50VLAN、最大

2 GB、1 vCPURAM、vCPUs

ASAv30
次の表に、ASAv30のライセンス機能を示します。

Standard ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

イネーブルBotnet Traffic Filter

500,000ファイアウォールの接続、

同時

イネーブルGTP/GPRS

1000合計UCプロキシセッショ
ン

VPNライセンス

オプションの AnyConnect Plusまたは Apexライセンス：最大 750ディセーブルAnyConnectピア

750その他の VPNピア
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Standard ライセンスライセンス

750合計 VPNピア。全タイプ
の合計

一般ライセンス

2 Gbpsスループットレベル

アカウントのエクスポートコンプライアンス設定によって、Strong（3DES/AES）暗号化

アクティブ/スタンバイフェールオーバー

サポートなしセキュリティコンテキス

ト

サポートなしクラスタ

200VLAN、最大

8 GB、4 vCPUsRAM、vCPUs

Firepower 9300 ASA アプリケーション
次の表に、Firepower 9300 ASAアプリケーションのライセンス機能を示します。

Standard ライセンスライセンス

ファイアウォールライセンス

サポートなし。Botnet Traffic Filter

30,000,000、3つのモジュールを備えたシャーシは最大 55,000,000ファイアウォールの接続、

同時

オプションライセンス：Mobile SPディセーブルGTP/GPRS

15,000合計UCプロキシセッショ
ン

VPNは、Firepower Chassis Manager 1.1.2以前にはサポートしていません。

一般ライセンス

Base（DES）または Strong（3DES/AES）暗号化
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Standard ライセンスライセンス

オプションライセンス：最大 250、10単位10セキュリティコンテキス

ト

イネーブルクラスタ

1024VLAN、最大

Smart Software Licensing のモニタリング
デバッグメッセージをイネーブルにするだけでなく、ライセンスの各機能、ステータス、および

証明書をモニタすることもできます。

現在のライセンスの表示

ライセンスを表示するには、次の画面を参照してください。

• [Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]ペインで、[Effective
Running Licenses]を表示します。

スマートライセンスステータスの表示

ライセンスステータスを表示するには、次のコマンドを参照してください。

•：[Monitoring] > [Properties] > [Smart License]

スマートソフトウェアライセンシング、スマートエージェントのバージョン、UDI情報、
スマートエージェントの状態、グローバルコンプライアンスステータス、資格ステータス、

使用許可証明書情報および予定のスマートエージェントタスクを表示します。

• [Configuration] > [DeviceManagement] > [Licensing] > [Smart Licensing] > [Registration Status]

現在のスマートライセンスの登録ステータスを表示します。
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スマートソフトウェアライセンスの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

スマートソフトウェアライセンスによって、ライセン

スを購入し、ライセンスのプールを管理することができ

ます。PAKライセンスとは異なり、スマートライセン
スは特定のシリアル番号に関連付けられません。各ユ

ニットのライセンスキーを管理しなくても、簡単に

ASAvを導入したり使用を終了したりできます。スマー
トソフトウェアライセンスを利用すれば、ライセンス

の使用状況と要件をひと目で確認することもできます。

次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] >
[Smart License] [Configuration] > [DeviceManagement] >
[Smart Call-Home] [Monitoring] > [Properties] > [Smart
License]

9.3(2)ASAvのシスコスマートソフトウェアライ
センシング

FirePOWER 9300に ASAのシスコスマートソフトウェ
アライセンシングが導入されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Licensing] > [Smart License]

9.4(1.150)FirePOWER 9300の ASAのシスコスマート
ソフトウェアライセンシング
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第 6 章

トランスペアレントファイアウォールモー

ドまたはルーテッドファイアウォールモー

ド

この章では、ファイアウォールモードをルーテッドまたはトランスペアレントに設定する方法

と、ファイアウォールが各ファイアウォールモードでどのように機能するかについて説明しま

す。

マルチコンテキストモードでは、コンテキストごとに別個にファイアウォールモードを設定で

きます。

• ファイアウォールモードについて, 181 ページ

• デフォルト設定, 189 ページ

• ファイアウォールモードのガイドライン, 189 ページ

• ファイアウォールモード（シングルモード）の設定, 191 ページ

• ファイアウォールモードの例, 192 ページ

• ファイアウォールモードの履歴, 204 ページ

ファイアウォールモードについて

ASAは、でルーテッドファイアウォールモードとトランスペアレントファイアウォールモード
の 2つのファイアウォールモードをサポートします。

ルーテッドファイアウォールモードについて

ルーテッドモードでは、ASAがネットワークのルータホップと見なされます。ルーティングを
行う各インターフェイスは異なるサブネット上にあります。コンテキスト間でレイヤ 3インター
フェイスを共有することもできます。
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トランスペアレントファイアウォールモードについて

従来、ファイアウォールはルーテッドホップであり、保護されたサブネットのいずれかに接続す

るホストのデフォルトゲートウェイとして機能します。これに対し、トランスペアレントファイ

アウォールは、「Bump In The Wire」または「ステルスファイアウォール」のように動作するレ
イヤ 2ファイアウォールであり、接続されたデバイスへのルータホップとしては認識されませ
ん。ただし、他のファイアウォールのように、インターフェイス間のアクセス制御は管理され、

ファイアウォールによる通常のすべてのチェックが実施されます。

レイヤ2の接続は、ネットワーク上の内部、外部のインターフェイスをまとめた「ブリッジグルー
プ」を使用して達成されます。また、ASAはブリッジング技術を使用してインターフェイス間の
トラフィックを通すことができます。各ブリッジグループには、ネットワーク上で IPアドレスが
割り当てられるブリッジ仮想インターフェイス（BVI）が含まれます。複数のネットワークに複
数のブリッジグループを設定できます。トランスペアレントモードでは、これらのブリッジグ

ループは相互通信できません。

ネットワーク内でトランスペアレントファイアウォールの使用

ASAは、自身のインターフェイス間を同じネットワークで接続します。トランスペアレントファ
イアウォールはルーティングされたホップではないので、既存のネットワークに簡単に導入でき

ます。
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次の図に、外部デバイスが内部デバイスと同じサブネット上にある一般的なトランスペアレント

ファイアウォールネットワークを示します。内部ルータとホストは、外部ルータに直接接続され

ているように見えます。

図 9：トランスペアレントファイアウォールネットワーク

ブリッジグループについて

ブリッジグループは、ルーティングの代わりとしてASAがブリッジを形成するインターフェイス
のグループです。ブリッジグループはトランスペアレントファイアウォールモードでのみサポー

トされています。他のファイアウォールインターフェイスのように、インターフェイス間のアク

セス制御は管理され、ファイアウォールによる通常のすべてのチェックが実施されます。

ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）
各ブリッジグループには、ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）が含まれます。ASAは、ブ
リッジグループから発信されるパケットの送信元アドレスとしてこのBVI IPアドレスを使用しま
す。BVI IPアドレスはブリッジグループメンバーインターフェイスと同じサブネット上になけ
ればなりません。BVIでは、セカンデリネットワーク上のトラフィックはサポートされていませ
ん。BVI IPアドレスと同じネットワーク上のトラフィックだけがサポートされています。

インターフェイスベースの各機能はブリッジグループのメンバーインターフェイスだけを指定

でき、これらについてのみ使用できます。

トランスペアレントファイアウォールモードのブリッジグループ

ブリッジグループのトラフィックは他のブリッジグループから隔離され、トラフィックは ASA
内の他のブリッジグループにはルーティングされません。また、トラフィックは外部ルータから

ASA内の他のブリッジグループにルーティングされる前に、ASAから出る必要があります。ブ
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リッジング機能はブリッジグループごとに分かれていますが、その他の多くの機能はすべてのブ

リッジグループ間で共有されます。たとえば、syslogサーバまたは AAAサーバの設定は、すべ
てのブリッジグループで共有されます。セキュリティポリシーを完全に分離するには、各コンテ

キスト内に 1つのブリッジグループにして、セキュリティコンテキストを使用します。

1つのブリッジグループにつき複数のインターフェイスを入れることができます。サポートされ
るブリッジグループとインターフェイスの正確な数については、ファイアウォールモードのガイ

ドライン, （189ページ）を参照してください。ブリッジグループごとに 2つ以上のインターフェ
イスを使用する場合は、内部、外部への通信だけでなく、同一ネットワーク上の複数のセグメン

ト間の通信を制御できます。たとえば、相互通信を希望しない内部セグメントが 3つある場合、
インターフェイスを別々のセグメントに置き、外部インターフェイスとのみ通信させることがで

きます。または、インターフェイス間のアクセスルールをカスタマイズし、希望通りのアクセス

を設定できます。

次の図に、2つのブリッジグループを持つ、ASAに接続されている 2つのネットワークを示しま
す。

図 10：2 つのブリッジグループを持つトランスペアレントファイアウォールネットワーク

管理インターフェイス

各ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）IPアドレスのほかに、別の管理スロット/ポートイン
ターフェイスを追加できます。このインターフェイスはどのブリッジグループにも属さず、ASA
への管理トラフィックのみを許可します。詳細については、管理インターフェイス, （416ペー
ジ）を参照してください。
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レイヤ 3 トラフィックの許可

•ユニキャストの IPv4および IPv6トラフィックは、セキュリティの高いインターフェイスか
らセキュリティの低いインターフェイスに移動する場合、アクセスルールなしで自動的にブ

リッジグループを通過できます。

•セキュリティの低いインターフェイスからセキュリティの高いインターフェイスに移動する
レイヤ 3トラフィックの場合、セキュリティの低いインターフェイスでアクセルルールが必
要です。

• ARPは、アクセスルールなしで両方向にブリッジグループを通過できます。ARPトラフィッ
クは、ARPインスペクションによって制御できます。

• IPv6ネイバー探索およびルータ送信要求パケットは、アクセスルールを使用して通過させる
ことができます。

•ブロードキャストおよびマルチキャストトラフィックは、アクセスルールを使用して通過
させることができます。

許可される MAC アドレス
アクセスポリシーで許可されている場合、以下の宛先MACアドレスをブリッジグループで使用
できます（レイヤ 3トラフィックの許可, （185ページ）を参照）。このリストにないMACアド
レスはドロップされます。

• FFFF.FFFF.FFFFの TRUEブロードキャスト宛先MACアドレス

• 0100.5E00.0000～ 0100.5EFE.FFFFまでの IPv4マルチキャストMACアドレス

• 3333.0000.0000～ 3333.FFFF.FFFFまでの IPv6マルチキャストMACアドレス

• 0100.0CCC.CCCDの BPDUマルチキャストアドレス

• 0900.0700.0000～ 0900.07FF.FFFFまでの AppleTalkマルチキャストMACアドレス

ルーテッドモードで許可されないトラフィックの通過

ルーテッドモードでは、アクセスルールで許可しても、いくつかのタイプのトラフィックはASA
を通過できません。ただし、ブリッジグループは、アクセスルール（IPトラフィックの場合）ま
たは EtherTypeルール（非 IPトラフィックの場合）を使用してほとんどすべてのトラフィックを
許可できます。

• IPトラフィック：ルーテッドファイアウォールモードでは、ブロードキャストとマルチキャ
ストトラフィックは、アクセスルールで許可されている場合でもブロックされます。これ

には、サポートされていないダイナミックルーティングプロトコルおよびDHCP（DHCPリ
レーを設定している場合を除く）が含まれます。ブリッジグループ内では、このトラフィッ

クをアクセスルールで許可できます。

•非 IPトラフィック：AppleTalk、IPX、BPDUやMPLSなどは、EtherTypeルールを使用する
ことで、通過するように設定できます。
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ブリッジグループは、CDPパケットおよび 0x600以上の有効な EtherTypeを持たないパケット
の通過を拒否します。サポートされる例外は、BPDUおよび IS-ISです。

（注）

BPDU の処理
スパニングツリープロトコルの使用によるループを回避するため、BPDUはデフォルトでバイパ
スされます。BPDUをブロックするには、これらを拒否するEtherTypeルールを設定する必要があ
ります。フェールオーバーを使用している場合、BPDUをブロックして、トポロジが変更された
ときにスイッチポートがブロッキングステートに移行することを回避できます。詳細について

は、「フェールオーバーのトランスペアレントファイアウォールモードブリッジグループ要件,
（265ページ）」を参照してください。

MAC アドレスとルートルックアップ
ブリッジグループ内のトラフィックでは、パケットの発信インターフェイスは、ルートルック

アップではなく宛先MACアドレスルックアップを実行することによって決定されます。

ただし、次のトラフィックタイプにはルートルックアップが必要です。

• ASAで発信されたトラフィック：たとえば、syslogサーバがリモートネットワークにある場
合は、ASAがそのサブネットに到達できるようにデフォルト/スタティックルートを使用す
る必要があります。

• ASAから少なくとも 1ホップ離れており、ASAが NATを実行するトラフィック：ASAがブ
リッジグループインターフェイスに入ったパケットに対して NATを実行し、そのパケット
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がリモートネットワークからのものだった場合、そのネットワークの ASAのスタティック
ルートを設定する必要があります。

図 11：NAT の例：ブリッジグループ内の NAT

1 内部ホスト 10.1.1.75がWebサーバにパケットを送信すると、パケットの実際の送信元ア
ドレス 10.1.1.75はマッピングアドレス 209.165.201.15に変更されます。

2 サーバが応答すると、マッピングアドレス 209.165.201.15に応答を送信し、ASAがその
パケットを受信します。これは、アップストリームルータには、ASAの管理 IPアドレス
に転送されるスタティックルートのこのマッピングネットワークが含まれるためです。

3 その後、ASAはマッピングアドレス 209.165.201.15を変換して実際のアドレス 10.1.1.1.75
に戻します。実際のアドレスは直接接続されているため、ASAはそのアドレスを直接ホ
ストに送信します。

4 ホスト192.168.1.2の場合も、リターントラフィックを除き、同じプロセスが発生します。
ASAはルーティングテーブルでルートを検索し、192.168.1.0/24のASAスタティックルー
トに基づいてパケットを 10.1.1.3にあるダウンストリームルータに送信します。

•インスペクションが有効になっており、エンドポイントが ASAから少なくとも 1ホップ離
れている Voice over IP（VoIP）と DNSトラフィック：たとえば、あるブリッジグループメ
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ンバーインターフェイスにCCMがあり、別のブリッジグループメンバーインターフェイス
にルータと H.323ゲートウェイがある場合、H.323ゲートウェイであるルータの正常なコー
ル完了のために、ASAにスタティックルートを追加する必要があります。検査されるトラ
フィックに対して NATをイネーブルにすると、スタティックルートは、パケットに埋め込
まれている本当のホストアドレスの出力インターフェイスを決定する必要があります。影響

を受けるアプリケーションは次のとおりです。

◦ CTIQBE

◦ DNS

◦ GTP

◦ H.323

◦ MGCP

◦ RTSP

◦ SIP

◦ Skinny（SCCP）

◦ SunRPC

◦ TFTP

トランスペアレントモードのブリッジグループのサポートされていない機能

次の表に、トランスペアレントモードのブリッジグループでサポートされない機能を示します。

表 10：トランスペアレントモードでサポートされない機能

説明機能

—ダイナミック DNS

トランスペアレントファイアウォールはDHCPv4サーバとして機
能することができますが、DHCPリレーコマンドはサポートしま
せん。2つのアクセスルールを使用してDHCPトラフィックを通
過させることができるので、DHCPリレーは必要ありません。1
つは内部インターフェイスから外部インターフェイスへの DHCP
要求を許可し、もう 1つはサーバからの応答を逆方向に許可しま
す。

DHCPリレー

ただし、ブリッジグループメンバーインターフェイスの場合、

ASAで発信されたトラフィックにスタティックルートを追加で
きます。アクセスルールを使用して、ダイナミックルーティン

グプロトコルが ASAを通過できるようにすることもできます。

ダイナミックルーティング

プロトコル

アクセスルールで許可することによって、マルチキャストトラ

フィックが ASAを通過できるようにすることができます。
マルチキャスト IPルーティ
ング
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説明機能

—QoS

トランスペアレントファイアウォールは、ブリッジグループメ

ンバーインターフェイスでのみ、管理接続用のサイト間 VPNト
ンネルをサポートします。ASAを通過するトラフィックの VPN
接続は終了させません。アクセスルールを使用して VPNトラ
フィックに ASAを通過させることはできますが、非管理接続は
終端されません。クライアントレスSSLVPNもサポートされてい
ません。

通過トラフィック用の VPN
ターミネーション

—ユニファイドコミュニケー

ション

ルーテッドモード機能のためのトラフィックの通過

トランスペアレントファイアウォールで直接サポートされていない機能の場合は、アップスト

リームルータとダウンストリームルータが機能をサポートできるようにトラフィックの通過を許

可することができます。たとえば、アクセスルールを使用することによって、（サポートされて

いない DHCPリレー機能の代わりに）DHCPトラフィックを許可したり、IP/TVで作成されるよ
うなマルチキャストトラフィックを許可したりできます。また、トランスペアレントファイア

ウォールを通過するルーティングプロトコル隣接関係を確立することもできます。つまり、OSPF、
RIP、EIGRP、または BGPトラフィックをアクセスルールに基づいて許可できます。同様に、
HSRPや VRRPなどのプロトコルは ASAを通過できます。

デフォルト設定

デフォルトモード

デフォルトモードはルーテッドモードです。

ブリッジグループのデフォルト

デフォルトでは、すべての ARPパケットはブリッジグループ内で渡されます。

ファイアウォールモードのガイドライン

コンテキストモードのガイドライン

コンテキストごとにファイアウォールモードを設定します。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

189

デフォルト設定



ブリッジグループのガイドライン（トランスペアレントモード）

• 4のインターフェイスをもつブリッジグループを 250まで作成できます。

•直接接続された各ネットワークは同じサブネット上にある必要があります。

• ASAでは、セカンダリネットワーク上のトラフィックはサポートされていません。BVI IP
アドレスと同じネットワーク上のトラフィックだけがサポートされています。

• IPv4の場合は、管理トラフィックと、ASAを通過するトラフィックの両方の各ブリッジグ
ループに対し、BVIの IPアドレスが必要です。IPv6アドレスは BVIでサポートされますが
必須ではありません。

• IPv6アドレスは手動でのみ設定できます。

• BVI IPアドレスは、接続されたネットワークと同じサブネット内にある必要があります。サ
ブネットにホストサブネット（255.255.255.255）を設定することはできません。

•管理インターフェイスはブリッジグループのメンバーとしてサポートされません。

•トランスペアレントモードでは、少なくとも 1つのブリッジグループを使用し、データイ
ンターフェイスがブリッジグループに属している必要があります。

•トランスペアレントモードでは、接続されたデバイス用のデフォルトゲートウェイとして
BVI IPアドレスを指定しないでください。デバイスは ASAの他方側のルータをデフォルト
ゲートウェイとして指定する必要があります。

•トランスペアレントモードでは、管理トラフィックの戻りパスを指定するために必要なdefault
ルートは、1つのブリッジグループネットワークからの管理トラフィックにだけ適用されま
す。これは、デフォルトルートはブリッジグループのインターフェイスとブリッジグルー

プネットワークのルータ IPアドレスを指定しますが、ユーザは 1つのデフォルトルートし
か定義できないためです。複数のブリッジグループネットワークからの管理トラフィック

が存在する場合は、管理トラフィックの発信元ネットワークを識別する標準のスタティック

ルートを指定する必要があります。

•トランスペアレントモードでは、PPPoEは管理インターフェイスとしてサポートされませ
ん。

その他のガイドラインと制限事項

•ファイアウォールモードを変更すると、多くのコマンドが両方のモードでサポートされてい
ないため、ASAは実行コンフィギュレーションをクリアします。スタートアップコンフィ
ギュレーションは変更されません。保存しないでリロードすると、スタートアップコンフィ

ギュレーションがロードされて、モードは元の設定に戻ります。コンフィギュレーション

ファイルのバックアップについては、ファイアウォールモード（シングルモード）の設定,
（191ページ）を参照してください。

• firewall transparentコマンドでモードを使用して変更するテキストコンフィギュレーション
を ASAにダウンロードする場合、コマンドをコンフィギュレーションの先頭に配置してく
ださい。このコマンドが読み込まれるとすぐに ASAがモードを変更し、その後ダウンロー
ドされたコンフィギュレーションを引き続き読み込みます。コマンドがコンフィギュレー
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ションの後ろの方にあると、ASAはそのコマンドよりも前の位置に記述されているすべての
行をクリアします。

ファイアウォールモード（シングルモード）の設定

この項では、CLIを使用してファイアウォールモードを変更する方法を説明します。シングルモー
ドの場合およびマルチモードで現在接続されているコンテキスト（通常は管理コンテキスト）の

場合は、ASDMでモードを変更できません。他のマルチモードのコンテキストでは、コンテキス
トごとに ASDMでモードを設定できます。セキュリティコンテキストの設定, （234ページ）を
参照してください。

ファイアウォールモードを変更すると実行コンフィギュレーションがクリアされるので、他

のコンフィギュレーションを行う前にファイアウォールモードを設定することをお勧めしま

す。

（注）

はじめる前に

モードを変更すると、ASAは実行コンフィギュレーションをクリアします（詳細については、
ファイアウォールモードのガイドライン, （189ページ）を参照してください）。

•設定済みのコンフィギュレーションがある場合は、モードを変更する前にコンフィギュレー
ションをバックアップしてください。新しいコンフィギュレーション作成時の参照としてこ

のバックアップを使用できます。

•モードを変更するには、コンソールポートで CLIを使用します。ASDMコマンドラインイ
ンターフェイスツールやSSHなどの他のタイプのセッションを使用する場合、コンフィギュ
レーションがクリアされるときにそれが切断されるので、いずれの場合もコンソールポート

を使用して ASAに再接続する必要があります。

•コンテキスト内でモードを設定します。

設定が削除された後にファイアウォールモードをトランスペアレントに設定し、ASDMへの
管理アクセスを設定するには、ASDMアクセスの設定, （40ページ）を参照してください。

（注）

手順

ファイアウォールモードをトランスペアレントに設定します。
firewall transparent

例：

ciscoasa(config)# firewall transparent
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モードをルーテッドに変更するには、no firewall transparentコマンドを入力します。

ファイアウォールモードの変更では確認は求められず、ただちに変更が行われま

す。

（注）

ファイアウォールモードの例

このセクションには、ルーテッドファイアウォールモードとトランスペアレントファイアウォー

ルモードで、ASAを介してどのようにトラフィックが転送されるかを説明する例が含まれます。

ルーテッドファイアウォールモードで ASAを通過するデータの動き
次のセクションでは、複数のシナリオのルーテッドファイアウォールモードで、データがASA
をどのように通過するかを示します。

内部ユーザが Web サーバにアクセスする

次の図は、内部ユーザが外部Webサーバにアクセスしていることを示しています。

図 12：内部から外部へ
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次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 内部ネットワークのユーザは、www.example.comからWebページを要求します。

2 ASAはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、ASAはセキュリティポ
リシーの条件に従って、パケットが許可されているか確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAはパケットをまずコンテキストに分類します。

3 ASAは、実アドレス（10.1.2.27）をマップアドレス 209.165.201.10に変換します。このマップ
アドレスは外部インターフェイスのサブネット上にあります。

マップアドレスは任意のサブネット上に設定できますが、外部インターフェイスのサブネット

上に設定すると、ルーティングが簡素化されます。

4 次に、ASAはセッションが確立されたことを記録し、外部インターフェイスからパケットを転
送します。

5 www.example.comが要求に応答すると、パケットは ASAを通過します。これはすでに確立さ
れているセッションであるため、パケットは、新しい接続に関連する多くのルックアップをバ

イパスします。ASAは、グローバル宛先アドレスをローカルユーザアドレス 10.1.2.27に変換
せずに、NATを実行します。

6 ASAは、パケットを内部ユーザに転送します。
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外部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする

次の図は、外部ユーザが DMZのWebサーバにアクセスしていることを示しています。

図 13：外部から DMZ へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 外部ネットワーク上のユーザがマップアドレス 209.165.201.3を使用して、DMZ上のWebサー
バにWebページを要求します。これは、外部インターフェイスのサブネット上のアドレスで
す。

2 ASAは、パケットを受信し、実アドレス 10.1.1.3に対するマップアドレスは変換しません。

3 これは新しいセッションであるため、ASAはセキュリティポリシーの条件に従って、パケッ
トが許可されているか確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAはパケットをまずコンテキストに分類します。

4 次に、ASAはセッションエントリを高速パスに追加し、DMZインターフェイスからパケット
を転送します。

5 DMZWebサーバが要求に応答すると、パケットはASAを通過します。また、セッションがす
でに確立されているため、パケットは、新しい接続に関連する多くのルックアップをバイパス

します。ASAは、実アドレスを 209.165.201.3に変換することで NATを実行します。
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6 ASAは、パケットを外部ユーザに転送します。

内部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする

次の図は、内部ユーザが DMZのWebサーバにアクセスしていることを示しています。

図 14：内部から DMZ へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 内部ネットワーク上のユーザは、宛先アドレス 10.1.1.3を使用して DMZ WebサーバからWeb
ページを要求します。

2 ASAはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、ASAはセキュリティポ
リシーの条件に従って、パケットが許可されているか確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAはパケットをまずコンテキストに分類します。

3 次に、ASAはセッションが確立されたことを記録し、DMZインターフェイスからパケットを
転送します。

4 DMZWebサーバが要求に応答すると、パケットは高速パスを通過します。これのため、パケッ
トは、新しい接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

5 ASAは、パケットを内部ユーザに転送します。
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外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする

次の図は、外部ユーザが内部ネットワークにアクセスしようとしていることを示しています。

図 15：外部から内部へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 外部ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします（ホストにルーティング可

能な IPアドレスがあると想定します）。

内部ネットワークがプライベートアドレスを使用している場合、外部ユーザが NATなしで内
部ネットワークに到達することはできません。外部ユーザは既存の NATセッションを使用し
て内部ユーザに到達しようとすることが考えられます。

2 ASAはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、ASAはセキュリティポ
リシーに従って、パケットが許可されているかどうかを検証します。

3 パケットが拒否され、ASAはパケットをドロップし、接続試行をログに記録します。

外部ユーザが内部ネットワークを攻撃しようとした場合、ASAは多くのテクノロジーを使用し
て、すでに確立されたセッションに対してパケットが有効かどうかを判別します。
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DMZ ユーザによる内部ホストへのアクセスの試み

次の図は、DMZ内のユーザが内部ネットワークにアクセスしようとしていることを示していま
す。

図 16：DMZ から内部へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 DMZネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします。DMZはインターネット
上のトラフィックをルーティングする必要がないので、プライベートアドレッシング方式は

ルーティングを回避しません。

2 ASAはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、ASAはセキュリティポ
リシーに従って、パケットが許可されているかどうかを検証します。

パケットが拒否され、ASAはパケットをドロップし、接続試行をログに記録します。

トランスペアレントファイアウォールを通過するデータの動き

次の図に、パブリックWebサーバを含む内部ネットワークを持つ一般的なトランスペアレント
ファイアウォールの実装を示します。内部ユーザがインターネットリソースにアクセスできるよ
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う、ASAにはアクセスルールがあります。別のアクセスルールによって、外部ユーザは内部ネッ
トワーク上のWebサーバだけにアクセスできます。

図 17：一般的なトランスペアレントファイアウォールのデータパス

次のセクションでは、データが ASAをどのように通過するかを示します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
198

ファイアウォールモードの例



内部ユーザが Web サーバにアクセスする

次の図は、内部ユーザが外部Webサーバにアクセスしていることを示しています。

図 18：内部から外部へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 内部ネットワークのユーザは、www.example.comからWebページを要求します。

2 ASAはパケットを受信し、必要な場合、送信元MACアドレスをMACアドレステーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティポリシーの条件に従って、パ

ケットが許可されていることを確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAはパケットをまずコンテキストに分類します。

3 ASAは、セッションが確立されたことを記録します。

4 宛先MACアドレスがテーブル内にある場合、ASAは外部インターフェイスからパケットを転
送します。宛先MACアドレスは、アップストリームルータのアドレス 209.165.201.2です。

宛先MACアドレスが ASAのテーブルにない場合、ASAはMACアドレスを検出するために
ARP要求または pingを送信します。最初のパケットはドロップされます。

5 Webサーバが要求に応答します。セッションがすでに確立されているため、パケットは、新し
い接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。
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6 ASAは、パケットを内部ユーザに転送します。

NAT を使用して内部ユーザが Web サーバにアクセスする

次の図は、内部ユーザが外部Webサーバにアクセスしていることを示しています。

図 19：NAT を使用して内部から外部へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 内部ネットワークのユーザは、www.example.comからWebページを要求します。

2 ASAはパケットを受信し、必要な場合、送信元MACアドレスをMACアドレステーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティポリシーの条件に従って、パ

ケットが許可されていることを確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAは、一意のインターフェイスに従ってパケットを分
類します。

3 ASAは実際のアドレス（10.1.2.27）をマッピングアドレス 209.165.201.10に変換します。

マッピングアドレスは外部インターフェイスと同じネットワーク上にないため、アップスト

リームルータにASAをポイントするマッピングネットワークへのスタティックルートがある
ことを確認します。
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4 次に、ASAはセッションが確立されたことを記録し、外部インターフェイスからパケットを転
送します。

5 宛先MACアドレスがテーブル内にある場合、ASAは外部インターフェイスからパケットを転
送します。宛先MACアドレスは、アップストリームルータのアドレス 10.1.2.1です。

宛先MACアドレスが ASAのテーブルにない場合、ASAはMACアドレスを検出するために
ARP要求または pingを送信します。最初のパケットはドロップされます。

6 Webサーバが要求に応答します。セッションがすでに確立されているため、パケットは、新し
い接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

7 ASAは、マッピングされたアドレスを実際のアドレス 10.1.2.27に変換せずに、NATを実行し
ます。

外部ユーザが内部ネットワーク上の Web サーバにアクセスする

次の図は、外部ユーザが内部のWebサーバにアクセスしていることを示しています。

図 20：外部から内部へ
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次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 外部ネットワーク上のユーザは、内部WebサーバからWebページを要求します。

2 ASAはパケットを受信し、必要な場合、送信元MACアドレスをMACアドレステーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティポリシーの条件に従って、パ

ケットが許可されていることを確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAはパケットをまずコンテキストに分類します。

3 ASAは、セッションが確立されたことを記録します。

4 宛先MACアドレスがテーブル内にある場合、ASAは内部インターフェイスからパケットを転
送します。宛先MACアドレスは、ダウンストリームルータ 209.165.201.1のアドレスです。

宛先MACアドレスが ASAのテーブルにない場合、ASAはMACアドレスを検出するために
ARP要求または pingを送信します。最初のパケットはドロップされます。

5 Webサーバが要求に応答します。セッションがすでに確立されているため、パケットは、新し
い接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

6 ASAは、パケットを外部ユーザに転送します。
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外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする

次の図は、外部ユーザが内部ネットワーク上のホストにアクセスしようとしていることを示して

います。

図 21：外部から内部へ

次の手順では、データが ASAをどのように通過するかを示します。

1 外部ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします。

2 ASAはパケットを受信し、必要な場合、送信元MACアドレスをMACアドレステーブルに追
加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティポリシーの条件に従って、パ

ケットが許可されているか確認します。

マルチコンテキストモードの場合、ASAはパケットをまずコンテキストに分類します。

3 外部ホストを許可するアクセスルールは存在しないため、パケットは拒否され、ASAによっ
てドロップされます。

4 外部ユーザが内部ネットワークを攻撃しようとした場合、ASAは多くのテクノロジーを使用し
て、すでに確立されたセッションに対してパケットが有効かどうかを判別します。
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ファイアウォールモードの履歴

表 11：ファイアウォールモードの各機能履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

トランスペアレントファイアウォールは、「Bump In
TheWire」または「ステルスファイアウォール」のよう
に動作するレイヤ2ファイアウォールであり、接続され
たデバイスへのルータホップとしては認識されません。

firewall transparent、および show firewallコマンドが導
入されました。

ASDMではファイアウォールモードを設定できません。
コマンドラインインターフェイスを使用する必要があ

ります。

7.0(1)トランスペアレントファイアウォールモー

ド

セキュリティコンテキストのオーバーヘッドを避けた

い場合、またはセキュリティコンテキストを最大限に

使用したい場合、インターフェイスをブリッジグルー

プにグループ化し、各ネットワークに1つずつ複数のブ
リッジグループを設定できます。ブリッジグループの

トラフィックは他のブリッジグループから隔離されま

す。シングルモードでは最大 8個、マルチモードでは
コンテキストあたり最大 8個のブリッジグループを設
定でき、各ブリッジグループには最大 4個のインター
フェイスを追加できます。

ASA5505に複数のブリッジグループを設定で
きますが、ASA 5505のトランスペアレント
モードのデータインターフェイスは 2つとい
う制限は、実質的にブリッジグループを 1つ
だけ使用できることを意味します。

（注）

次の画面が変更または導入されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] [Configuration] > [Device Setup] > [Interface
Settings] > [Interfaces] > [Add/Edit Bridge Group Interface]
[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [Add/Edit Interface]

8.4(1)トランスペアレントファイアウォールブリッ

ジグループ
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

セキュリティコンテキスごとに個別のファイアウォー

ルモードを設定できます。したがってその一部をトラ

ンスペアレントモードで実行し、その他をルーテッド

モードで実行することができます。

firewall transparentコマンドが変更されました。

シングルモードでは、ASDMでファイアウォールモー
ドを設定することはできません。コマンドラインイン

ターフェイスを使用する必要があります。

マルチモードでは、次の画面が変更になりました。
[Configuration] > [Context Management] > [Security
Contexts]。

8.5(1)/9.0(1)マルチコンテキストモードのファイアウォー

ルモードの混合がサポートされます。

ブリッジグループの最大数が 8個から 250個に増えま
した。シングルモードでは最大 250個、マルチモード
ではコンテキストあたり最大 8個のブリッジグループ
を設定でき、各ブリッジグループには最大 4個のイン
ターフェイスを追加できます。

次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] [Configuration] > [Device Setup] > [Interface
Settings] > [Interfaces] > [Add/Edit Bridge Group Interface]
[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [Add/Edit Interface]

9.3(1)トランスペアレントモードのブリッジグルー

プの最大数が 250に増加

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

205

ファイアウォールモードの履歴



   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
206

ファイアウォールモードの履歴



第 7 章

[Startup Wizard]

この章では、ASDM Startup Wizardについて説明します。このウィザードでは、手順に従って
Cisco ASAの初期設定を行い、基本設定を定義できます。

• Startup Wizardへのアクセス, 207 ページ

• [Startup Wizard]のガイドライン, 207 ページ

• [Startup Wizard]の画面, 207 ページ

• [Startup Wizard]の履歴, 211 ページ

Startup Wizard へのアクセス
Startup Wizardにアクセスするには、以下のいずれかのオプションを選択します。

• [Wizards] > [Startup Wizard]を選択する。

• [Configuration] > [Device Setup] > [Startup Wizard]を選択して、[Launch Startup Wizard]をクリッ
クする。

[Startup Wizard] のガイドライン

コンテキストモードのガイドライン

Startup Wizardはシステムコンテキストではサポートされません。

[Startup Wizard] の画面
画面の実際の順序は、設定時の選択によって決まります。特に明記していない限り、各画面はす

べてのモードまたはモデルで使用できます。
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開始点またはウェルカム

•既存の設定を変更するには、[Modify existing configuration]オプションボタンをクリックしま
す。

•設定を工場出荷時のデフォルト値に設定するには、[Reset configuration to factory defaults]オプ
ションボタンをクリックします。

◦ Management 0/0インターフェイスの IPアドレスとサブネットマスクをデフォルト値
（192.168.1.1）と異なる値に設定するには、[Configure the IP address of the management
interface]チェックボックスをオンにします。

設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットすると、[Cancel]をクリックした
り、この画面を閉じたりしても、変更を元に戻せません。

（注）

マルチコンテキストモードでは、この画面にパラメータは含まれていません。

基本設定

この画面では、ホスト名、ドメイン名、およびイネーブルパスワードを設定します。

インターフェイスの画面

インターフェイスの画面は、選択したモードとモデルによって異なります。

外部インターフェイスの設定（ルーテッドモード）

• Outsideインターフェイス（セキュリティレベルが最も低いインターフェイス）の IPアドレ
スを設定します。

• IPv6アドレスを設定します。

外部インターフェイスの設定 - PPPoE（ルーテッドモード、シングルモード）

Outsideインターフェイスの PPPoE設定を行います。

Management IP Address Configuration（トランスペアレントモード）

IPv4の場合は、管理トラフィックと、ASAを通過するトラフィックの両方の各ブリッジグループ
に対し、管理 IPアドレスが必要です。この画面では、BVI 1の IPアドレスを設定します。
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その他のインターフェイスの設定

その他のインターフェイスのパラメータを設定します。

スタティックルート

スタティックルートを設定します。

DHCP サーバ
DHCPサーバを設定します。

アドレス変換（NAT/PAT）
外部（セキュリティレベルが最も低いインターフェイス）にアクセスするときの内部アドレス

（セキュリティレベルが最も高いインターフェイス）の NATまたは PATを設定します。詳細に
ついては、ファイアウォールの設定ガイドを参照してください。

管理アクセス

• ASDM、Telnet、または SSHアクセスを設定します。

• ASDMにアクセスするための HTTPサーバへのセキュアな接続をイネーブルにするには、
[Enable HTTP server for HTTPS/ASDM access]チェックボックスをオンにします。

• [Enable ASDM history metrics]チェックボックスをオンにします。

IPS の基本設定
シングルコンテキストモードでは、ASDMでStartupWizardを使用して、基本的な IPSネットワー
ク設定を行います。これらの設定は、コンフィギュレーションではなく ASAコンフィギュレー
ションに保存されます。詳細については、IPSのクイックスタートガイドを参照してください。

ASA CX の基本設定（ASA 5585-X）
ASDMの StartupWizardを使用して、ASA CXの管理アドレスおよびAuth Proxy Portを設定できま
す。これらの設定は、ASAコンフィギュレーションではなく、ASA CXコンフィギュレーション
に保存されます。ASA CX CLIでの追加のネットワーク設定も必要です。この画面に関する詳細
については、『ASA CX quick start guide』を参照してください。
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ASA FirePOWER の基本設定
ASDMの StartupWizardを使用して、ASA FirePOWERの管理アドレス情報を設定し、エンドユー
ザライセンス契約（EULA）を承認することができます。これらの設定は、ASAコンフィギュレー
ションではなく、ASAFirePOWERコンフィギュレーションに保存されます。ASAFirePOWERCLI
でも、いくつかの設定を行う必要があります。詳細については、ファイアウォールの設定ガイド

の ASA FirePOWERモジュールに関する章を参照してください。

タイムゾーンおよびクロックコンフィギュレーション

時計のパラメータを設定します。

Auto Update サーバ（シングルモード）
これらのガイドラインに従って Auto Updateサーバを設定します。

• [Enable Auto Update Server for ASA]チェックボックスをオンにして、Auto Updateサーバを設
定します。

• IPSモジュールがある場合は、[Enable Signature and Engine Updates from Cisco.com]チェック
ボックスをオンにします。次の追加パラメータを設定します。

◦ Cisco.comのユーザ名とパスワードを入力し、確認のためにパスワードを再入力します。

◦ 24時間制を使用して、hh:mm:ss形式で開始時間を入力します。

スタートアップウィザードの概要

この画面には、ASAに対して行ったすべての設定の概要が表示されます。

•前の画面での設定を変更するには、[Back]をクリックします。

•次のいずれかを選択します。

◦スタートアップウィザードをブラウザから直接起動した場合は、[Finish]をクリックす
ると、ウィザードで作成された構成時の設定が ASAに自動的に送信され、フラッシュ
メモリに保存されます。

◦ ASDM内でスタートアップウィザードを実行した場合は、[File] > [Save Running
Configuration to Flash]を選択し、その設定を明示的にフラッシュメモリに保存する必要
があります。
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[Startup Wizard] の履歴

表 12：[Startup Wizard] の履歴

説明プラットフォーム

リリース

機能名

このウィザードが導入されました。

[Wizards] > [Startup Wizard]画面が導入されました。

7.0(1)スタートアップ

ウィザード

ASA IPSモジュールでは、[IPS Basic Configuration]画面が Startup Wizardに追
加されました。IPSモジュールに対するシグニチャアップデートが、[Auto
Update]画面に追加されました。ASAでクロックが設定されるように、[Time
Zone and Clock Configuration]画面が追加されました。IPSモジュールはその
クロックを ASAから取得します。

次の画面が導入または変更されました。

[Wizards] > [Startup Wizard] > [IPS Basic Configuration]

[Wizards] > [Startup Wizard] > [Auto Update]

[Wizards] > [Startup Wizard] > [Time Zone and Clock Configuration]

8.4(1)ASA IPSの設定

ASA CXモジュールでは、[ASA CX Basic Configuration]画面が Startup Wizard
に追加されました。

次の画面が導入されました。

[Wizards] > [Startup Wizard] > [ASA CX Basic Configuration]

9.1(1)ASA CXの設定

ASA FirePOWERモジュールでは、[ASA FirePOWERBasic Configuration]画面
が Startup Wizardに追加されました。

次の画面が導入されました。

[Wizards] > [Startup Wizard] > [ASA FirePOWER Basic Configuration]

9.2(2.4)ASA FirePOWER
の設定
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第 II 部

ハイアベイラビリティとスケーラビリティ
• マルチコンテキストモード, 215 ページ

• ハイアベイラビリティのためのフェールオーバー, 249 ページ

• ASAクラスタ, 299 ページ

• FXOSシャーシの ASAクラスタ, 385 ページ





第 8 章

マルチコンテキストモード

この章では、Cisco ASAでマルチセキュリティコンテキストの設定方法について説明します。

• Security Contextについて, 215 ページ

• マルチコンテキストモードのライセンス, 227 ページ

• マルチコンテキストモードの前提条件, 228 ページ

• マルチコンテキストモードのガイドライン, 228 ページ

• マルチコンテキストモードのデフォルト, 229 ページ

• マルチコンテキストの設定, 229 ページ

• コンテキストとシステム実行スペースの切り替え, 237 ページ

• セキュリティコンテキストの管理, 238 ページ

• セキュリティコンテキストのモニタリング, 242 ページ

• マルチコンテキストモードの履歴, 245 ページ

Security Context について
単一の ASAは、セキュリティコンテキストと呼ばれる複数の仮想デバイスにパーティション化
できます。各コンテキストは独立したデバイスとして動作し、独自のセキュリティポリシー、イ

ンターフェイス、および管理者を持ちます。マルチコンテキストは、複数のスタンドアロンデバ

イスを使用することに似ています。マルチコンテキストモードでサポートされない機能について

は、マルチコンテキストモードのガイドライン, （228ページ）を参照してください。

この項では、セキュリティコンテキストの概要について説明します。

セキュリティコンテキストの一般的な使用方法

マルチセキュリティコンテキストを使用する状況には次のようなものがあります。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

215



•サービスプロバイダーとして、多数のカスタマーにセキュリティサービスを販売する。ASA
上でマルチセキュリティコンテキストを有効にすることによって、費用対効果の高い、省

スペースソリューションを実装できます。このソリューションでは、カスタマーのトラフィッ

クすべての分離とセキュリティが確保され、設定も容易です。

•大企業または広大な大学の構内で、各部門の完全な独立を維持する必要がある。

•企業で、部門ごとに個別のセキュリティポリシーの提供が求められている。

•複数の ASAが必要なネットワークを使用する場合。

コンテキストコンフィギュレーションファイル

この項では、ASAがマルチコンテキストモードのコンフィギュレーションを実装する方法につ
いて説明します。

コンテキストコンフィギュレーション

コンテキストごとに、ASAの中に 1つのコンフィギュレーションがあり、この中ではセキュリ
ティポリシーやインターフェイスに加えて、スタンドアロンデバイスで設定できるすべてのオプ

ションが指定されています。コンテキストコンフィギュレーションはフラッシュメモリ内に保存

することも、TFTP、FTP、または HTTP（S）サーバからダウンロードすることもできます。

システム設定

システム管理者は、各コンテキストコンフィギュレーションの場所、割り当てられたインター

フェイス、およびその他のコンテキスト操作パラメータをシステムコンフィギュレーションに設

定することで、コンテキストを追加および管理します。このコンフィギュレーションは、シング

ルモードのコンフィギュレーション同様、スタートアップコンフィギュレーションです。システ

ムコンフィギュレーションは、ASAの基本設定を識別します。システムコンフィギュレーショ
ンには、ネットワークインターフェイスやネットワーク設定は含まれません。その代わりに、

ネットワークリソースにアクセスする必要が生じたときに（サーバからコンテキストをダウン

ロードするなど）、システムは管理コンテキストとして指定されているコンテキストのいずれか

を使用します。システムコンフィギュレーションに含まれているものに、フェールオーバートラ

フィック専用の特殊なフェールオーバーインターフェイスがあります。

管理コンテキストの設定

管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただ、ユーザが管理コンテキスト

にログインすると、システム管理者権限を持つので、システムコンテキストおよび他のすべての

コンテキストにアクセス可能になる点が異なります。管理コンテキストは制限されていないため、

通常のコンテキストとして使用できます。ただし、管理コンテキストにログインすると、すべて

のコンテキストへの管理者特権が付与されるため、場合によっては、管理コンテキストへのアク

セスを適切なユーザに制限する必要があります。管理コンテキストは、リモートではなくフラッ

シュメモリに置く必要があります。
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システムがすでにマルチコンテキストモードになっている場合、またはシングルモードから変

換された場合、管理コンテキストが admin.cfgと呼ばれるファイルとして内部フラッシュメモリ
に自動的に作成されます。このコンテキストの名前は "admin"です。admin.cfgを管理コンテキス
トとして使用しない場合は、管理コンテキストを変更できます。

ASA がパケットを分類する方法
ASAに入ってくるパケットはいずれも分類する必要があります。その結果、ASAは、どのコンテ
キストにパケットを送信するかを決定できます。

宛先MACアドレスがマルチキャストまたはブロードキャストMACアドレスの場合、パケッ
トが複製され、各コンテキストに送信されます。

（注）

有効な分類子基準

この項では、分類子で使用される基準について説明します。

インターフェイス宛の管理トラフィックでは、インターフェイス IPアドレスが分類に使用さ
れます。

ルーティングテーブルはパケット分類には使用されません。

（注）

固有のインターフェイス

入力インターフェイスに関連付けられているコンテキストが 1つだけの場合、ASAはパケットを
そのコンテキストに分類します。トランスペアレントファイアウォールモードでは、各コンテキ

ストに固有のインターフェイスが必要なため、この方法は、常にパケット分類の目的で使用され

ます。

固有の MAC アドレス
複数のコンテキストが同じインターフェイスを共有している場合は、各コンテキストでそのイン

ターフェイスに割り当てられた一意のMACアドレスが分類子で使用されます。固有のMACアド
レスがないと、アップストリームルータはコンテキストに直接ルーティングできません。MAC
アドレスの自動生成を有効にできます。各インターフェイスを設定するときに、手動でMACア
ドレスを設定することもできます。

NAT の設定
固有のMACアドレスの使用を有効にしなければ、ASAは、NATコンフィギュレーション内の
マッピングされたアドレスを使用してパケットを分類します。NATコンフィギュレーションの完
全性に関係なくトラフィック分類を行うことができるように、NATではなくMACアドレスを使
用することをお勧めします。
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分類例

次の図に、外部インターフェイスを共有するマルチコンテキストを示します。コンテキストBに
はルータがパケットを送信するMACアドレスが含まれているため、分類子はパケットをコンテ
キスト Bに割り当てます。

図 22：MAC アドレスを使用した共有インターフェイスのパケット分類

内部ネットワークからのものを含め、新たに着信するトラフィックすべてが分類される点に注意

してください。次の図に、インターネットにアクセスするネットワーク内のコンテキスト Bのホ
ストを示します。分類子は、パケットをコンテキスト Bに割り当てます。これは、入力インター
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フェイスがギガビットイーサネット 0/1.3で、このイーサネットがコンテキスト Bに割り当てら
れているためです。

図 23：内部ネットワークからの着信トラフィック

トランスペアレントファイアウォールでは、固有のインターフェイスを使用する必要がありま

す。次の図に、ネットワーク内のコンテキスト Bのホストに向けられたインターネットからのパ
ケットを示します。分類子は、パケットをコンテキストBに割り当てます。これは、入力インター
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フェイスがギガビットイーサネット 1/0.3で、このイーサネットがコンテキスト Bに割り当てら
れているためです。

図 24：トランスペアレントファイアウォールコンテキスト

セキュリティコンテキストのカスケード接続

コンテキストを別のコンテキストのすぐ前に置くことを、コンテキストをカスケード接続すると

いいます。一方のコンテキストの外部インターフェイスは、他方のコンテキストの内部インター

フェイスと同じインターフェイスです。いくつかのコンテキストのコンフィギュレーションを単

純化する場合、最上位のコンテキストの共有パラメータを設定することで、コンテキストをカス

ケード接続できます。
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コンテキストをカスケード接続するには、各コンテキストインターフェイスに固有のMACア
ドレスが必要です。MACアドレスのない共有インターフェイスのパケットを分類するには限
界があるため、固有のMACアドレスを設定しないでコンテキストのカスケード接続を使用す
ることはお勧めしません。

（注）

次の図に、ゲートウェイの背後に 2つのコンテキストがあるゲートウェイコンテキストを示しま
す。

図 25：コンテキストのカスケード接続

セキュリティコンテキストへの管理アクセス

ASAでは、マルチコンテキストモードでのシステム管理アクセスと、各コンテキスト管理者の
アクセスを提供します。次の各項では、システム管理者またはコンテキスト管理者としてのログ

インについて説明します。

システム管理者のアクセス

2つの方法で、システム管理者として ASAをアクセスできます。

• ASAコンソールにアクセスする。

コンソールからシステム実行スペースにアクセスします。この場合、入力したコマンドは、

システムコンフィギュレーションまたはシステムの実行（run-timeコマンド）だけに影響し
ます。
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• Telnet、SSH、または ASDMを使用して管理コンテキストにアクセスする

システム管理者として、すべてのコンテキストにアクセスできます。

管理またはシステムコンテキストから特定のコンテキストに変更すると、ユーザ名がデフォルト

のユーザ名「enable_15」に変更されます。そのコンテキストでコマンド許可を設定した場合は、
「enable_15」というユーザの許可特権を設定する必要があります。または、十分な特権が与えら
れた別の名前でログインします。新しいユーザ名でログインするには、loginコマンドを入力しま
す。たとえば、ユーザ名 "admin"を使って管理コンテキストにログインします。管理コンテキス
トにはコマンド許可設定がありませんが、他のすべてのコンテキストにはコマンド許可が含まれ

ています。便宜を図るために、各コンテキストコンフィギュレーションには、最大特権を持つ

「admin」ユーザが含まれています。管理コンテキストからコンテキスト Aに変更したときは、
ユーザ名が enable_15に変更されるので、loginコマンドを入力して再度「admin」としてログイン
する必要があります。コンテキスト Bに変更したら、再度 loginコマンドを入力して、「admin」
でログインする必要があります。

システム実行スペースでは AAAコマンドはサポートされていませんが、個別のログインのため
に、固有のイネーブルパスワードおよびユーザ名をローカルデータベースに設定することができ

ます。

コンテキスト管理者のアクセス

Telnet、SSH、または ASDMを使用して、コンテキストにアクセスできます。管理外コンテキス
トにログインすると、アクセスできるのはそのコンテキストのコンフィギュレーションだけにな

ります。そのコンテキストに個別のログインを付与できます。

リソース管理の概要

デフォルトでは、すべてのセキュリティコンテキストは ASAのリソースに無制限でアクセスで
きますが、コンテキストあたりの上限が定められている場合を除きます。唯一の例外は、VPNの
リソース（デフォルトでディセーブルになっています）です。特定のコンテキストが使用してい

るリソースが多すぎることが原因で、他のコンテキストが接続を拒否されるといった現象が発生

した場合は、コンテキストあたりのリソースの使用量を制限するようにリソース管理を設定でき

ます。VPNのリソースについては、VPNトンネルを許可するようにリソース管理を設定する必要
があります。

リソースクラス

ASAは、リソースクラスにコンテキストを割り当てることによって、リソースを管理します。各
コンテキストでは、クラスによって設定されたリソース制限が使用されます。クラスの設定を使

用するには、コンテキストを定義するときに、そのコンテキストをクラスに割り当てます。すべ

てのコンテキストは、別のクラスに割り当てられていなければ、デフォルトクラスに属します。

したがって、コンテキストをデフォルトクラスに割り当てる必要は特にありません。コンテキス

トは 1つのリソースクラスにだけ割り当てることができます。このルールの例外は、メンバクラ
スで未定義の制限はデフォルトクラスから継承されることです。そのため実際には、コンテキス

トがデフォルトクラスおよび別のクラスのメンバになります。
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リソース制限値

個々のリソースの制限値は、パーセンテージ（ハードシステム制限がある場合）または絶対値と

して設定できます。

ほとんどのリソースについては、ASAはクラスに割り当てられたコンテキストごとにリソースの
一部を確保することはしません。代わりに、ASAはコンテキストごとに上限を設定します。リ
ソースをオーバーサブスクライブする場合、または一部のリソースを無制限にする場合は、少数

のコンテキストがこれらのリソースを「使い果たし」、他のコンテキストへのサービスに影響す

る可能性があります。例外は、VPNリソースタイプです。このリソースはオーバーサブスクライ
ブできないため、各コンテキストに割り当てられたリソースは保証されます割り当てられた量を

超える、VPNセッションの一時的なバーストに対応できるように、ASAは「burst」という VPN
リソースタイプをサポートしています。このリソースは、残りの未割り当て VPNセッションに
等しくなります。バーストセッションはオーバーサブスクライブでき、コンテキストが先着順で

使用できます。

デフォルトクラス

すべてのコンテキストは、別のクラスに割り当てられていない場合はデフォルトクラスに属しま

す。コンテキストをデフォルトクラスに積極的に割り当てる必要はありません。

コンテキストがデフォルトクラス以外のクラスに属する場合、それらのクラス設定は常にデフォ

ルトクラス設定を上書きします。ただし、他のクラスに定義されていない設定がある場合、メン

バコンテキストはそれらの制限にデフォルトクラスを使用します。たとえば、すべての同時接続

に 2%の制限を設定したがその他の制限を設定せずにクラスを作成した場合、他のすべての制限
はデフォルトクラスから継承されます。これとは逆に、すべてのリソースに対する制限値を設定

してクラスを作成すると、そのクラスではデフォルトクラスの設定を何も使用しません。

ほとんどのリソースについては、デフォルトクラスではすべてのコンテキストがリソースに無制

限でアクセスできます。ただし、次の制限を除きます。

• Telnetセッション：5セッション。（コンテキストあたりの最大値）。

• SSHセッション：5セッション。（コンテキストあたりの最大値）。

• IPsecセッション：5セッション。（コンテキストあたりの最大値）。

• MACアドレス：65,535エントリ。（コンテキストあたりの最大値）。

• VPNサイトツーサイトトンネル：0セッション（VPNセッションを許可するようにクラス
を手動で設定する必要があります）。

次の図に、デフォルトクラスと他のクラスの関係を示します。コンテキストAおよびCは、いく
つかの制限が設定されたクラスに属しており、それ以外の制限はデフォルトクラスから継承しま

す。コンテキストBは、属しているGoldクラスですべての制限が設定されているため、デフォル
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トクラスから制限値を継承しません。コンテキストDはクラスに割り当てられなかったため、デ
フォルトでデフォルトクラスのメンバになります。

図 26：リソースクラス

オーバーサブスクライブリソースの使用

ASAをオーバーサブスクライブするには、割り当て率の合計が 100%を超えるようにあるリソー
スをすべてのコンテキストに割り当てます（非バーストのVPNリソースを除く）。たとえば、接
続がコンテキストあたり 20%までに制限されるように Bronzeクラスを設定し、それから 10個の
コンテキストをそのクラスに割り当てれば、リソースの合計を 200%にできます。コンテキスト
がシステム制限を超えて同時に使用する場合、各コンテキストは意図した 20%を下回ります。

図 27：リソースオーバーサブスクリプション

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
224

Security Context について



無限リソースの使用

ASAは、パーセンテージや絶対値ではなく、クラス内の 1つ以上のリソースに無制限アクセスを
割り当てることができます。リソースが無制限の場合、コンテキストはシステムで使用可能な量

までリソースを使用できます。たとえば、コンテキストA、B、Cが Silverクラスに属しており、
クラスの各メンバの使用量が接続の 1%に制限されていて、合計 3%が割り当てられているが、3
つのコンテキストが現在使用しているのは合計 2%だけだとします。Goldクラスは、接続に無制
限にアクセスできます。Goldクラスのコンテキストは、「未割り当て」接続のうち97%を超える
分も使用できます。つまり、現在コンテキストA、B、Cで使用されていない、接続の 1%も使用
できます。その場合は、コンテキストA、B、Cの使用量が、これらの制限の合計である 3%に達
することは不可能になります無制限アクセスの設定は、ASAのオーバーサブスクライブと同様で
すが、システムをどの程度オーバーサブスクライブできるかを詳細には制御できません。

図 28：無限リソース

MAC アドレスについて
コンテキスト間でのインターフェイス共有を許可するには、共有されるコンテキストインター

フェイスそれぞれでMACアドレスの自動生成を有効にしてください。ASASMでは、自動生成は
デフォルトで有効になっています。

MACアドレスは、コンテキスト内でパケットを分類するために使用されます。あるインターフェ
イスを共有させる場合に、コンテキストごとにそのインターフェイスの固有MACアドレスを設
定していなかった場合は、他の分類方法が試行されますが、その方法では十分にカバーされない

ことがあります。

生成したMACアドレスがネットワーク内の別のプライベートMACアドレスと競合することがま
れにあります。この場合は、コンテキスト内のインターフェイスのMACアドレスを手動で設定
できます。
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デフォルトの MAC アドレス

自動MACアドレス生成はデフォルトでディスエーブルになっています（デフォルトでイネーブ
ルになっているASASMの場合を除く）。イネーブルにすると、ASAは、インターフェイス（ASA
5500-X）またはバックプレーン（ASASM）MACアドレスの最後の2バイトに基づいてプレフィッ
クスを自動生成します。必要に応じて、プレフィックスをカスタマイズできます。

MACアドレスの生成をディセーブルにした場合は、デフォルトのMACアドレスは次のようにな
ります。

• ASA 5500-Xシリーズアプライアンスの場合：物理インターフェイスはバーンドインMAC
アドレスを使用し、1つの物理インターフェイスのすべてのサブインターフェイスは同じバー
ンドインMACアドレスを使用します。

• ASASMの場合：すべての VLANインターフェイスが同じMACアドレスを使用します。こ
れは、バックプレーンのMACアドレスから導出されたものです。

手動 MAC アドレスとの通信

MACアドレスを手動で割り当てた場合、自動生成がイネーブルになっていても、手動で割り当て
たMACアドレスが使用されます。後で手動MACアドレスを削除すると、自動生成されたアドレ
スが使用されます。

自動生成されたアドレス（プレフィックスを使用するとき）は A2で始まるため、自動生成も使
用する予定のときは手動MACアドレスを A2で始めることはできません。

Failover MAC Addresses

フェールオーバーで使用できるように、ASAはインターフェイスごとにアクティブとスタンバイ
の両方のMACアドレスを生成します。アクティブユニットがフェールオーバーしてスタンバイ
ユニットがアクティブになると、その新規アクティブユニットがアクティブなMACアドレスの
使用を開始して、ネットワークの切断を最小限に抑えます。

MAC Address Format

ASAは、次の形式を使用してMACアドレスを生成します。

A2xx.yyzz.zzzz

xx.yyはユーザ定義プレフィックスまたはインターフェイス（ASA5500-X）またはバックプレーン
（ASASM）MACアドレスの最後の 2バイトに基づいて自動生成されたプレフィックス、zz.zzzz
は ASAによって生成される内部カウンタです。スタンバイMACアドレスの場合、内部カウンタ
が 1増えることを除けばアドレスは同じです。

プレフィックスの使用方法を示す例の場合、プレフィックス 77を設定すると、ASAは 77を 16
進数値 004D（yyxx）に変換します。MACアドレスで使用すると、プレフィックスは ASAネイ
ティブ形式に一致するように逆にされます（xxyy）。

A24D.00zz.zzzz
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プレフィックス 1009（03F1）の場合、MACアドレスは次のようになります。

A2F1.03zz.zzzz

プレフィックスのないMACアドレス形式はレガシーバージョンであり、新しいバージョンの
ASAではサポートされません。従来の形式に関する詳細については、コマンドリファレンス
の mac-address autoコマンドを参照してください。

（注）

マルチコンテキストモードのライセンス

ライセンス要件モデル

サポートしないASA 5506-X

Security Plusライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5コンテキスト

ASA 5508-X

•基本ライセンス：サポートされない。

• Security Plusライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5コンテキスト

ASA 5512-X

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5コンテキスト

ASA 5515-X

Security Plusライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5コンテキスト

ASA 5516-X

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5、10、または 20コンテキスト

ASA 5525-X

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5、10、20、または 50コンテキスト

ASA 5545-X

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5、10、20、50、または 100コンテキスト。

ASA 5555-X

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス：5、10、20、50、または 100コンテキスト。

ASA 5585-X
（SSP-10）
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ライセンス要件モデル

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス:5、10、20、50、100、または 250コンテキスト。

ASA 5585-X
（SSP-20、-40、およ
び -60）

基本ライセンス：2コンテキスト

オプションライセンス:5、10、20、50、100、または 250コンテキスト。

ASASM

基本ライセンス：10コンテキスト

オプションのライセンス：10コンテキストずつの追加で、250コンテキストまで。

Firepower 9300の
ASA

サポートしないASAv

マルチコンテキストモードの前提条件

マルチコンテキストモードに切り替えた後で、システムコンフィギュレーションにアクセスす

るために管理コンテキストに接続します。管理以外のコンテキストからシステムを設定すること

はできません。デフォルトでは、マルチコンテキストモードをイネーブルにした後はデフォルト

の管理 IPアドレスを使用して管理コンテキストに接続できます。

マルチコンテキストモードのガイドライン

フェールオーバー

アクティブ/アクティブモードフェールオーバーは、マルチコンテキストモードでのみサポート
されます。

IPv6

クロスコンテキスト IPv6ルーティングはサポートされません。

サポートされない機能

マルチコンテキストモードでは、次の機能をサポートしません。

• RIP

• OSPFv3（OSPFv2がサポートされます）。

•マルチキャストルーティング

•脅威の検出

•ユニファイドコミュニケーション
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• QoS

•リモートアクセス VPN（サイトツーサイト VPNがサポートされます）。

その他のガイドライン

•コンテキストモード（シングルまたはマルチ）は、リブートされても持続されますが、コン
フィギュレーションファイルには保存されません。コンフィギュレーションを別のデバイス

にコピーする必要がある場合は、新規デバイスのモードを matchに設定します。

•フラッシュメモリのルートディレクトリにコンテキストコンフィギュレーションを保存す
る場合、一部のモデルでは、メモリに空き容量があっても、そのディレクトリに保存する余

地がなくなることがあります。この場合は、コンフィギュレーションファイルのサブディレ

クトリを作成します。背景：一部のモデル（ASA 5585-Xなど）では内部フラッシュメモリ
に FAT 16ファイルシステムが使用されており、8.3形式に準拠した短い名前を使用しない
か、大文字を使用すると、長いファイル名を保存するためにファイルシステムのスロットが

使い尽くされるため、512以上のファイルおよびフォルダを保存できません（http://
support.microsoft.com/kb/120138/en-usを参照）。

マルチコンテキストモードのデフォルト

•デフォルトで、ASAはシングルコンテキストモードになります。

•デフォルトクラス, （223ページ）を参照してください。

•デフォルトのMACアドレス, （226ページ）を参照してください。

マルチコンテキストの設定

手順

ステップ 1 マルチコンテキストモードの有効化またはディセーブル化, （230ページ）.

ステップ 2 （任意）リソース管理用のクラスの設定, （231ページ）。
VPNのサポートのために、リソースクラスの VPNリソースを設定する必要がありま
す。デフォルトクラスは VPNを許可しません。

（注）

ステップ 3 システム実行スペースでインターフェイスを設定します。

• ASA 5500-X：基本インターフェイスの設定, （415ページ）。

• ASASM：ASASMクイックスタートガイド。
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ステップ 4 セキュリティコンテキストの設定, （234ページ）.

ステップ 5 （任意）コンテキストインターフェイスへのMACアドレスの自動割り当て, （237ページ）。

ステップ 6 コンテキストのインターフェイスコンフィギュレーションを完成させます。ルーテッドモード

インターフェイスとトランスペアレントモードインターフェイス, （465ページ）を参照してく
ださい。

マルチコンテキストモードの有効化またはディセーブル化

シスコへの発注方法によっては、ASAがすでにマルチセキュリティコンテキスト用に設定されて
いる場合があります。シングルモードからマルチモードに変換する必要がある場合は、この項の

手順に従ってください。

ASDMでは、High Availability and ScalabilityWizardを使用し、Active/Activeフェールオーバーをイ
ネーブルにした場合、シングルモードからマルチモードへの変更をサポートします。詳細につい

ては、「ハイアベイラビリティのためのフェールオーバー, （249ページ）」を参照してくださ
い。アクティブ/アクティブフェールオーバーを使用するか、またはシングルモードに戻す場合
は、CLIを使用してモードを変更する必要があります。モードの変更には確認を必要とするため、
コマンドラインインターフェイスツールは使用できません。この項では、CLIでのモード変更に
ついて説明します。

マルチコンテキストモードの有効化

シングルモードからマルチモードに変換すると、ASAは実行コンフィギュレーションを 2つの
ファイルに変換します。これらはシステムコンフィギュレーションで構成される新規スタート

アップコンフィギュレーションと、（内部フラッシュメモリのルートディレクトリの）管理コ

ンテキストで構成される admin.cfgです。元の実行コンフィギュレーションは、old_running.cfgと
して（内部フラッシュメモリのルートディレクトリに）保存されます。元のスタートアップコ

ンフィギュレーションは保存されません。ASAは、管理コンテキストのエントリをシステムコン
フィギュレーションに「admin」という名前で自動的に追加します。

はじめる前に

スタートアップの設定をバックアップします。シングルモードからマルチモードに変換すると、

ASAは実行コンフィギュレーションを 2つのファイルに変換します。元のスタートアップコン
フィギュレーションは保存されません。ファイルの管理, （885ページ）を参照してください。

手順

マルチコンテキストモードに変更します。
mode multiple

例：

ciscoasa(config)# mode multiple

ASAをリブートするよう求められます。
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シングルコンテキストモードの復元

以前の実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしてモー

ドをシングルモードに変更するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順はシステム実行スペースで実行します。

手順

ステップ 1 元の実行コンフィギュレーションのバックアップバージョンを現在のスタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。
copy disk0:old_running.cfg startup-config

例：

ciscoasa(config)# copy disk0:old_running.cfg startup-config

ステップ 2 モードをシングルモードに設定します。
mode single

例：

ciscoasa(config)# mode single

ASAをリブートするよう求められます。

リソース管理用のクラスの設定

システムコンフィギュレーションでクラスを設定するには、次の手順を実行します。新しい値を

指定してコマンドを再入力すると、特定のリソース制限値を変更できます。

はじめる前に

•この手順はシステム実行スペースで実行します。

•以下の表に、リソースタイプおよび制限を記載します。

「システム制限」に「該当なし」と記述されている場合、そのリソースには

ハードシステム制限がないため、リソースのパーセンテージを設定できませ

ん。

（注）
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表 13：リソース名および制限

説明システム制限

コンテキストあ

たりの最小数と

最大数

レートまたは同

時リソース名

SSH管理セッション。

ASDMセッションでは、2つの
HTTPS接続が使用されます。一
方は常に存在するモニタ用で、も

う一方は変更を行ったときにだけ

存在する設定変更用です。たとえ

ば、ASDMセッションのシステム
制限が 32の場合、HTTPSセッ
ション数は 64に制限されます。

32最小 1

最大 20

同時接続数ASDM Sessions

任意の 2つのホスト間の TCPま
たはUDP接続（1つのホストと他
の複数のホストとの間の接続を含

む）。

syslogメッセージは、
xlatesまたは connsのい
ずれか制限が低い方に対

して生成されます。たと

えば、xlatesの制限を
7、connsの制限を 9に
設定した場合、ASAは
syslogメッセージ321001
（「Resource 'xlates' limit
of 7 reached for context
'ctx1'」）のみ生成し、
321002（「Resource
'conn rate' limit of 5
reached for context
'ctx1'」）は生成しませ
ん。

（注）

同時接続数：モデルごと

の接続制限については、

モデルごとにサポートさ

れている機能のライセン

ス,（133ページ）を参照
してください。

レート：該当なし

該当なし同時またはレー

ト

Connections

Conns/Sec

ASA経由で接続可能なホスト。該当なし該当なし同時接続数ホスト

アプリケーションインスペクショ

ン数/秒。
該当なし該当なしレートInspects/sec

トランスペアレントファイア

ウォールモードでは、MACアド
レステーブルで許可されるMAC
アドレス数。

65,535該当なし同時接続数MAC Entries
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説明システム制限

コンテキストあ

たりの最小数と

最大数

レートまたは同

時リソース名

ダイナミックルート。該当なし該当なし同時接続数ルート

Other VPNでコンテキストに割り
当てられた数を超えて許可される

サイトツーサイト VPNセッショ
ンの数。たとえばモデルが 5000
セッションをサポートしており、

Other VPNのすべてのコンテキス
ト全体で 4000セッションを割り
当てると、残りの 1000セッショ
ンは Other VPN Burstに使用でき
ます。Other VPNではセッション
数がコンテキストに対して保証さ

れますが、対照的に Other VPN
Burstではオーバーサブスクライ
ブが可能です。すべてのコンテキ

ストでバーストプールを先着順に

使用できます。

モデルに応じた Other
VPNセッション数から、
Other VPN用にすべての
コンテキストに割り当て

られたセッション数の合

計を差し引いた値。

該当なし同時接続数Other VPN Burst

サイトツーサイト VPNセッショ
ン。このリソースはオーバーサブ

スクライブできません。すべての

コンテキストへの割り当て合計が

モデルの制限を超えてはなりませ

ん。このリソースに割り当てた

セッションは、そのコンテキスト

に対して保証されます。

モデルごとの使用可能な

Other VPNセッション数
については、モデルごと

にサポートされている機

能のライセンス, （133
ページ）を参照してくだ

さい。

該当なし同時接続数その他の VPN

コンテキストでのOtherVPNパー
センテージ制限として表される、

着信 IKEv1 SAネゴシエーショ
ン。

このコンテキストに割り

当てられている Other
VPNセッションのパーセ
ンテージ。セッションを

コンテキストに割り当て

るには、Other VPNリ
ソースを参照してくださ

い。

該当なし同時（パーセン

テージのみ）

IKEv1 SAs In
Negotiation

SSHセッション100最小 1

最大 5

同時接続数SSH

Syslogメッセージ数/秒。該当なし該当なしレートSyslogs/sec
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説明システム制限

コンテキストあ

たりの最小数と

最大数

レートまたは同

時リソース名

Telnetセッション。100最小 1

最大 5

同時接続数Telnet

ネットワークアドレス変換。該当なし該当なし同時接続数Xlates

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Context Management] > [Resource Class]の順に選択し、[Add]をクリックします。
[Add Resource Class]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Resource Class]フィールドに、最大 20文字のクラス名を入力します。

ステップ 4 [Count Limited Resources]領域で、リソースの同時接続制限を設定します。
各リソースタイプの説明については、上記の表を参照してください。

システム制限のないリソースは、パーセント（%）で設定できません。設定できるのは絶対値だ
けです。制限を設定しない場合、デフォルトクラスの制限値が継承されます。制限値がデフォル

トクラスにない場合は、リソースは無制限またはシステム制限値（使用できる場合）に設定され

ます。ほとんどのリソースについて、0を指定すると無制限と設定されます。VPNタイプについ
て、0を指定すると制限なしと設定されます。

ステップ 5 [Rate Limited Resources]領域で、リソースのレート制限を設定します。
各リソースタイプの説明については、上記の表を参照してください。

制限を設定しない場合、デフォルトクラスの制限値が継承されます。制限値がデフォルトクラス

にない場合は、デフォルトでは無制限になります。0は制限を無制限に設定します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

セキュリティコンテキストの設定

システムコンフィギュレーションのセキュリティコンテキスト定義では、コンテキスト名、コン

フィギュレーションファイルのURL、コンテキストが使用できるインターフェイス、およびその
他の設定値を指定します。

はじめる前に

•この手順はシステム実行スペースで実行します。
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• ASASMでは、ASASMクイックスタートガイドに従ってスイッチ上の ASASMに VLANを
割り当てます。

• ASA 5500-Xでは、基本インターフェイスの設定, （415ページ）に従って物理インターフェ
イスパラメータ、VLANサブインターフェイス、EtherChannel、および冗長インターフェイ
スを設定します。

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Context Management] > [Security Contexts]の順に選択し、[Add]をクリックしま
す。

[Add Context]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Security Context]フィールドに、コンテキストの名前を 32文字以内の文字列で入力します。
この名前では大文字と小文字が区別されるため、たとえば、「customerA」および「CustomerA」
という2つのコンテキストを保持できます。「System」および「Null」（大文字と小文字の両方）
は予約されている名前であり、使用できません。

ステップ 4 [Interface Allocation]領域で、[Add]ボタンをクリックし、コンテキストにインターフェイスを割り
当てます。

a) [Interfaces] > [Physical Interface]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。
メインインターフェイスを割り当てる場合、サブインターフェイス IDを空白にします。サブ
インターフェイスまたはその範囲を指定すると、このインターフェイスに設定されます。トラ

ンスペアレントファイアウォールモードでは、他のコンテキストに割り当てられていないイ

ンターフェイスだけが表示されます。メインインターフェイスが他のコンテキストに割り当て

られている場合、サブインターフェイスを選択する必要があります。

b) （オプション）[Interfaces] > [Subinterface Range]ドロップダウンリストからサブインターフェ
イス IDを選択します。
サブインターフェイス IDの範囲を指定する場合、2つ目のドロップダウンリストが有効であ
れば、そこから最後の IDを選択します。

トランスペアレントファイアウォールモードでは、他のコンテキストに割り当てられていな

いサブインターフェイスだけが表示されます。

c) （オプション）[Aliased Names]領域で、[Use Aliased Name in Context]をオンにして、このイン
ターフェイスに対して、コンテキストコンフィギュレーションでインターフェイス IDの代わ
りに使用するエイリアス名を設定します。

• [Name]フィールドに、エイリアス名を設定します。

エイリアス名の先頭および最後は英字にします。間の文字として使用できるのは、英字、

数字、下線だけです。このフィールドで名前の最後を英字または下線にした場合、その名

前の後に追加する数字を [Range]フィールドで設定できます。

•（オプション）[Range]フィールドで、エイリアス名のサフィックスを数字で設定します。
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サブインターフェイスに範囲がある場合、範囲の数字を入力して名前の後に追加できま

す。

d) （オプション）エイリアス名を設定した場合でも、コンテキストのユーザが物理インターフェ
イスのプロパティを表示できるようにするには、[Show Hardware Properties in Context]をオンに
します。

e) [OK]をクリックして、[Add Context]ダイアログボックスに戻ります。

ステップ 5 （任意） IPS仮想センサーを使用する場合は、[IPS Sensor Allocation]領域でセンサーをコンテキ
ストに割り当てます。

IPSおよび仮想センサーの詳細については、IPSクイックスタートガイドを参照してください。

ステップ 6 （任意） [Resource Assignment]領域で、[Resource Class]ドロップダウンリストから、このコンテ
キストをリソースクラスに割り当てるクラス名を選択します。

この領域から直接リソースクラスを追加または編集できます。

ステップ 7 [Config URL]ドロップダウンリストから、ファイルシステムタイプを選択します。フィールド
に、コンテキストコンフィギュレーションの場所の URLを指定します。
FTPの場合、URLは次の形式になります。
ftp://server.example.com/configs/admin.cfg

ステップ 8 （任意） [Login]をクリックし、外部ファイルシステムのユーザ名とパスワードを設定します。

ステップ 9 （任意） [Failover Group]ドロップダウンリストからグループ名を選択し、アクティブ/アクティ
ブフェールオーバーのフェールオーバーグループを設定します。

ステップ 10 （任意） [CloudWeb Security]の [Enable]をクリックして、このコンテキストでWebセキュリティ
インスペクションをイネーブルにします。システムコンフィギュレーションに設定されたライセ

ンスを上書きする場合は、[License]フィールドにライセンスを入力します。

ステップ 11 （任意） [Description]フィールドに、説明を追加します。

ステップ 12 [OK]をクリックして、[Security Contexts]ペインに戻ります。

ステップ 13 （任意） コンテキストを選択してから [Change Firewall Mode]をクリックし、ファイアウォール
モードをトランスペアレントに設定します。

新しいコンテキストの場合は、消去するための設定はありません。[Change Mode]をクリックし
て、トランスペアレントファイアウォールモードに変更します。

既存のコンテキストの場合は、モードを変更する前に設定をバックアップするのを忘れないでく

ださい。

ASDMの現在接続されているコンテキストのモード（通常は管理コンテキスト）は変更
できません。コマンドラインでモードを設定するには、ファイアウォールモード（シ

ングルモード）の設定, （191ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 14 （任意） MACアドレスの自動生成をカスタマイズするには、コンテキストインターフェイスへ
のMACアドレスの自動割り当て, （237ページ）を参照してください。

ステップ 15 （任意） デバイスの最大TLSプロキシセッション数を指定するには、[Specify themaximumnumber
of TLS Proxy sessions that the ASA needs to support]チェックボックスをオンにします。TLSプロキシ
の詳細については、ファイアウォールの設定ガイドを参照してください。
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コンテキストインターフェイスへの MAC アドレスの自動割り当て
この項では、MACアドレスの自動生成の設定方法について説明します。MACアドレスは、コン
テキスト内でパケットを分類するために使用されます。

はじめる前に

•コンテキストでインターフェイスの名を設定すると、ただちに新規MACアドレスが生成さ
れます。コンテキストインターフェイスを設定した後でこの機能をイネーブルにした場合

は、イネーブルにした直後に、すべてのインターフェイスのMACアドレスが生成されます。
この機能をディセーブルにすると、各インターフェイスのMACアドレスはデフォルトの
MACアドレスに戻ります。たとえば、GigabitEthernet 0/1のサブインターフェイスは
GigabitEthernet 0/1のMACアドレスを使用するようになります。

•生成したMACアドレスがネットワーク内の別のプライベートMACアドレスと競合するこ
とがまれにあります。この場合は、コンテキスト内のインターフェイスのMACアドレスを
手動で設定できます。

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイス IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Context Management] > [Security Contexts]の順に選択し、[Mac-Address auto]をオ
ンにします。プレフィックスを入力しない場合は、ASAによって、インターフェイス（ASA
5500-X）またはバックプレーン（ASASM）MACアドレスの最後の2バイトに基づいてプレフィッ
クスが自動生成されます。

ステップ 3 （オプション）[Prefix]チェックボックスをオンにしてから、フィールドに 0～ 65535の範囲内の
10進数値を入力します。
このプレフィックスは 4桁の 16進数値に変換され、MACアドレスの一部として使用されます。

コンテキストとシステム実行スペースの切り替え

システム実行スペース（または管理コンテキスト）にログインした場合は、コンテキストを切り

替えながら、各コンテキスト内でコンフィギュレーションやタスクのモニタリングを実行するこ

とができます。コンフィギュレーションモードで編集される実行コンフィギュレーション実行コ

ンフィギュレーションは、ユーザのログイン先によって決まります。システム実行スペースにロ

グインした場合、実行コンフィギュレーションはシステムコンフィギュレーションのみで構成さ

れ、コンテキストにログインした場合は、実行コンフィギュレーションはそのコンテキストのみ

で構成されます。
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手順

ステップ 1 [Device List]ペインでシステムを設定するには、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある
[System]をダブルクリックします。

ステップ 2 コンテキストを設定するには、[Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下
にあるコンテキスト名をダブルクリックします。

セキュリティコンテキストの管理

この項では、セキュリティコンテキストを管理する方法について説明します。

セキュリティコンテキストの削除

現在の管理コンテキストは削除できません。

フェールオーバーを使用すると、アクティブ装置でコンテキストを削除した時刻と、スタンバ

イ装置でコンテキストが削除された時刻との間で遅延が生じます。

（注）

はじめる前に

この手順はシステム実行スペースで実行します。

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイス IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Context Management] > [Security Contexts]の順に選択します。

ステップ 3 削除するユーザを選択し、[Delete]をクリックします。
[Delete Context]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 このコンテキストを再追加するかもしれず、再使用できるようにコンフィギュレーションファイ

ルを保持する場合は、[Also delete config URL file from the disk]チェックボックスをオフにします。
コンフィギュレーションファイルを削除するには、チェックボックスをオンにしたままにしま

す。

ステップ 5 [Yes]をクリックします。
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管理コンテキストの変更

システムコンフィギュレーションには、ネットワークインターフェイスやネットワーク設定は含

まれません。その代わりに、ネットワークリソースにアクセスする必要が生じたときに（サーバ

からコンテキストをダウンロードするなど）、システムは管理コンテキストとして指定されてい

るコンテキストのいずれかを使用します。

管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただ、ユーザが管理コンテキスト

にログインすると、システム管理者権限を持つので、システムコンテキストおよび他のすべての

コンテキストにアクセス可能になる点が異なります。管理コンテキストは制限されていないため、

通常のコンテキストとして使用できます。ただし、管理コンテキストにログインすると、すべて

のコンテキストへの管理者特権が付与されるため、場合によっては、管理コンテキストへのアク

セスを適切なユーザに制限する必要があります。

ASDMの場合、ASDMセッションが切断されるため、ASDM内の管理コンテキストを変更で
きません。新しい管理コンテキストに再割り当てなければならないことに注意するコマンドラ

インインターフェイスツールを使用してこの手順を実行できます。

（注）

はじめる前に

•コンフィギュレーションファイルが内部フラッシュメモリに保存されている限り、任意の
コンテキストを管理コンテキストとして設定できます。

•この手順はシステム実行スペースで実行します。

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイス IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Tools] > [Command Line Interface]を選択します。
[Command Line Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 次のコマンドを入力します。
admin-contextcontext_name

ステップ 4 [Send]をクリックします。
Telnet、SSH、HTTPS（ASDM）など、管理コンテキストに接続しているリモート管理セッション
はすべて終了します。新しい管理コンテキストに再接続する必要があります。

いくつかのシステムコンフィギュレーションコマンド、たとえば ntp serverでは、管
理コンテキストに所属するインターフェイス名が指定されます。管理コンテキストを変

更した場合に、そのインターフェイス名が新しい管理コンテキストに存在しないとき

は、そのインターフェイスを参照するシステムコマンドはすべて、アップデートして

ください。

（注）
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セキュリティコンテキスト URL の変更
この項では、コンテキスト URLを変更する方法について説明します。

はじめる前に

•セキュリティコンテキストURLは、新しいURLからコンフィギュレーションをリロードし
ないと変更できません。ASAは、新しいコンフィギュレーションを現在の実行コンフィギュ
レーションにマージします。

•同じ URLを再入力した場合でも、保存されたコンフィギュレーションが実行コンフィギュ
レーションにマージされます。

•マージによって、新しいコンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションに新しい
コマンドが追加されます。

◦コンフィギュレーションが同じ場合、変更は発生しません。

◦コマンドが衝突する場合、またはコマンドがコンテキストの実行に影響を与える場合、
マージの結果はコマンドによって異なります。エラーが発生することも、予期できない

結果が生じることもあります。実行コンフィギュレーションが空白の場合（たとえば、

サーバが使用不可でコンフィギュレーションがダウンロードされなかった場合）は、新

しいコンフィギュレーションが使用されます。

•コンフィギュレーションをマージしない場合は、コンテキストを経由する通信を妨げる実行
コンフィギュレーションをクリアしてから、新しい URLからコンフィギュレーションをリ
ロードすることができます。

•この手順はシステム実行スペースで実行します。

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイス IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Context Management] > [Security Contexts]の順に選択します。

ステップ 3 編集するコンテキストを選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Context]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Config URL]フィールドに新しい URLを入力して、[OK]をクリックします。
システムは、動作中になるように、ただちにコンテキストをロードします。
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セキュリティコンテキストのリロード

セキュリティコンテキストは、次の 2つの方法でリロードできます。

•実行コンフィギュレーションをクリアしてからスタートアップコンフィギュレーションをイ
ンポートする。

このアクションでは、セキュリティコンテキストに関連付けられている接続や NATテーブ
ルなどの属性の大部分がクリアされます。

•セキュリティコンテキストをシステムコンフィギュレーションから削除する。

このアクションでは、トラブルシューティングに役立つ可能性のあるメモリ割り当てなど補

足的な属性がクリアされます。しかし、コンテキストをシステムに戻して追加するには、

URLとインターフェイスを再指定する必要があります。

コンフィギュレーションのクリアによるリロード

手順

ステップ 1 [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にあるコンテキスト名をダブル
クリックします。

ステップ 2 [Tools] > [Command Line Interface]を選択します。
[Command Line Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 次のコマンドを入力します。
clear configure all

ステップ 4 [Send]をクリックします。
コンテキストの設定が削除されます。

ステップ 5 [Tools] > [Command Line Interface]を再度選択します。
[Command Line Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 次のコマンドを入力します。
copy startup-config running-config

ステップ 7 [Send]をクリックします。
ASAが設定をリロードします。ASAは、システムコンフィギュレーションに指定された URLか
らコンフィギュレーションをコピーします。コンテキスト内で URLを変更することはできませ
ん。
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コンテキストの削除および再追加によるリロード

コンテキストを削除し、その後再追加することによってコンテキストをリロードするには、次の

手順を実行してください。

手順

ステップ 1 セキュリティコンテキストの削除, （238ページ）.[Also delete config URL file from the disk]チェッ
クボックスがオフになっていることを確認します。

ステップ 2 セキュリティコンテキストの設定, （234ページ）

セキュリティコンテキストのモニタリング

この項では、コンテキスト情報を表示およびモニタリングする方法について説明します。

コンテキストリソース使用状況のモニタ

手順

ステップ 1 まだシステムモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アクティブなデバイス IPアド
レスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 ツールバーの [Monitoring]ボタンをクリックします。

ステップ 3 [Context Resource Usage]をクリックします。
すべてのコンテキストのリソース使用状況を表示するには、次の各リソースタイプをクリックし

ます。

• [ASDM/Telnet/SSH]：ASDM、Telnet、SSH接続状況を表示します。

◦ [Context]：各コンテキストの名前を表示します。

各アクセス方式に対して、次の使用状況統計が表示されます。

◦ [Existing Connections (#)]：既存の接続の数を表示します。

◦ [ExistingConnections (%)]：このコンテキストで使用されている接続数を、すべてのコン
テキストで使用されている接続の総数のパーセントとして表示します。

◦ [Peak Connections (#)]：clear resource usageコマンドの使用またはデバイスのリブートに
より統計情報が最後にクリアされて以降のピーク接続数を表示します。

• [Routes]：ダイナミックルートの使用状況を表示します。

◦ [Context]：各コンテキストの名前を表示します。
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◦ [Existing Connections (#)]：既存の接続の数を表示します。

◦ [ExistingConnections (%)]：このコンテキストで使用されている接続数を、すべてのコン
テキストで使用されている接続の総数のパーセントとして表示します。

◦ [Peak Connections (#)]：clear resource usageコマンドの使用またはデバイスのリブートに
より統計情報が最後にクリアされて以降のピーク接続数を表示します。

• [Xlates]：ネットワークアドレス変換の使用状況を表示します。

◦ [Context]：各コンテキストの名前を表示します。

◦ [Xlates (#)]：現在の xlateの数を表示します。

◦ [Xlates (%)]：このコンテキストで使用されている xlate数を、すべてのコンテキストで
使用されている xlateの総数のパーセントとして表示します。

◦ [Peak (#)]：clear resource usageコマンドの使用またはデバイスのリブートにより統計情
報が最後にクリアされて以降のピーク xlate数を表示します。

• [NATs]：NATルールの数を表示します。

◦ [Context]：各コンテキストの名前を表示します。

◦ [NATs (#)]：現在の NATルールの数を表示します。

◦ [NATs (%)]：このコンテキストで使用されている NATルール数を、すべてのコンテキ
ストで使用されている NATルールの総数のパーセントとして表示します。

◦ [Peak NATs (#)]：clear resource usageコマンドの使用またはデバイスのリブートにより
統計情報が最後にクリアされて以降のピーク NATルール数を表示します。

• [Syslogs]：システムログメッセージのレートを表示します。

◦ [Context]：各コンテキストの名前を表示します。

◦ [Syslog Rate (#/sec)]：システムログメッセージの現在のレートを表示します。

◦ [Syslog Rate (%)]：このコンテキストで生成されたシステムログメッセージ数を、すべ
てのコンテキストで生成されたシステムログメッセージの総数のパーセントとして表

示します。

◦ [Peak Syslog Rate (#/sec)]：clear resource usageコマンドの使用またはデバイスのリブー
トにより統計情報が最後にクリアされて以降のシステムログメッセージのピークレー

トを表示します。

• [VPN]：VPNサイトツーサイトトンネルの使用状況を表示します。

◦ [Context]：各コンテキストの名前を表示します。

◦ [VPN Connections]：保証された VPNセッションの使用状況を表示します。

◦ [VPN Burst Connections]：バースト VPNセッションの使用状況を表示します。
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◦ [Existing (#)]：既存トンネルの数を表示します。

◦ [Peak (#)]：clear resource usageコマンドの使用またはデバイスのリブートにより統
計情報が最後にクリアされて以降のピークトンネル数を表示します。

ステップ 4 表示をリフレッシュするには、[Refresh]をクリックします。

割り当てられた MAC アドレスの表示
システムコンフィギュレーション内またはコンテキスト内の自動生成されたMACアドレスを表
示できます。

システム設定での MAC アドレスの表示

この項では、システムコンフィギュレーション内のMACアドレスを表示する方法について説明
します。

はじめる前に

MACアドレスをインターフェイスに手動で割り当てるものの、その際に自動生成がイネーブルに
なっていると、手動MACアドレスが使用中のアドレスとなりますが、コンフィギュレーション
には自動生成されたアドレスが引き続き表示されます。後で手動MACアドレスを削除すると、
表示されている自動生成アドレスが使用されます。

手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイス IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Context Management] > [Security Contexts]を選択し、[Primary MAC]カラムと
[Secondary MAC]カラムを表示します。

コンテキスト内の MAC アドレスの表示

この項では、コンテキスト内でMACアドレスを表示する方法について説明します。
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手順

ステップ 1 まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Device List]ペインで、アク
ティブなデバイス IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Interfaces]を選択し、[MAC Address]アドレスカラムを表示します。
このテーブルには、使用中のMACアドレスが表示されます。MACアドレスを手動で割り当てて
おり、自動生成もイネーブルになっている場合は、システムコンフィギュレーションからは未使

用の自動済み生成アドレスのみを表示できます。

マルチコンテキストモードの履歴

表 14：マルチコンテキストモードの履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

マルチコンテキストモードが導入されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Context
Management]。

7.0(1)マルチセキュリティコンテキスト

コンテキストインターフェイスへのMACアドレス自動
割り当てが導入されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Security Contexts]。

7.2(1)MACアドレス自動割り当て

リソース管理が導入されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Resource Management]。

7.2(1)リソース管理

IPSソフトウェアのバージョン 6.0以降を実行している
AIPSSMでは、複数の仮想センサーを実行できます。つ
まり、AIP SSMに複数のセキュリティポリシーを設定
することができます。各コンテキストまたはシングル

モード ASAを 1つまたは複数の仮想センサーに割り当
てたり、複数のセキュリティコンテキストを同じ仮想

センサーに割り当てることができます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Security Contexts]。

8.0(2)IPS仮想センサー
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

MACアドレス形式が変更されました。プレフィックス
が使用され、固定開始値（A2）が使用されます。また、
フェールオーバーペアのプライマリ装置とセカンダリ

装置のMACアドレスそれぞれに異なるスキームが使用
されます。MACアドレスはリロード後も維持されるよ
うになりました。コマンドパーサーは現在、自動生成

がイネーブルになっているかどうかをチェックします。

MACアドレスを手動でも割り当てることができるよう
にする場合は、A2を含む手動MACアドレスは開始でき
ません。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Security Contexts]。

8.0(5)/8.2(2)MACアドレス自動割り当ての機能強化

ASA 5550の最大セキュリティコンテキスト数が 50か
ら 100に増加しました。ASA 5580での最大数が 50から
250に増加しました。

8.4(1)ASA 5550および 5580の最大コンテキスト数
の増加

MACアドレスの自動割り当てが、デフォルトでイネー
ブルになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Security Contexts]。

8.5(1)MACアドレスの自動割り当てのデフォルト
での有効化
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

マルチコンテキストモードで、ASAがMACアドレス
自動生成のコンフィギュレーションを変換し、デフォル

トのプレフィックスを使用できるようになりました。

ASAは、インターフェイス（ASA 5500-X）またはバッ
クプレーン（ASASM）のMACアドレスの最後の2バイ
トに基づいてプレフィックスを自動生成します。この変

換は、リロード時またはMACアドレス生成を再度イ
ネーブルにすると、自動的に行われます。生成のプレ

フィックス方式は、セグメント上で一意のMACアドレ
スがより適切に保証されるなど、多くの利点をもたらし

ます。プレフィックスを変更する場合、カスタムプレ

フィックスによって機能を再設定できます。MACアド
レス生成の従来の方法は使用できなくなります。

フェールオーバーペアのヒットレスアップグ

レードを維持するため、ASAは、フェールオー
バーが有効である場合、既存のコンフィギュ

レーションのMACアドレスメソッドをリロー
ド時に変換しません。ただし、フェールオー

バーを使用するときは、生成メソッドをプレ

フィックスに手動で変更することを強く推奨し

ます（特にASASMの場合）。プレフィックス
メソッドを使用しない場合、異なるスロット番

号にインストールされたASASMでは、フェー
ルオーバーが発生した場合にMACアドレスの
変更が行われ、トラフィックの中断が発生する

ことがあります。アップグレード後に、MAC
アドレス生成のプレフィックス方式を使用する

には、デフォルトのプレフィックスを使用する

MACアドレス生成を再びイネーブルにします。

（注）

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Security Contexts]

8.6(1)MACアドレスプレフィックスの自動生成

自動MACアドレスの割り当ては ASASMを除いて、デ
フォルトでディセーブルになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Security Contexts]。

9.0(1)ASASM以外のすべてのモデル上でのMAC
アドレスの自動割り当てはデフォルトでディ

セーブル

EIGRPと OSPFv2ダイナミックルーティングプロトコ
ルが、マルチコンテキストモードでサポートされるよ

うになりました。OSPFv3、RIP、およびマルチキャスト
ルーティングはサポートされません。

9.0(1)セキュリティコンテキストでのダイナミック

ルーティング
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

新規リソースタイプ routesが作成されました。これは、
各コンテキストでのルーティングテーブルエントリの

最大数を設定するためです。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Resource Class] > [Add Resource Class]

9.0(1)ルーティングテーブルエントリのための新

しいリソースタイプ

サイトツーサイト VPNトンネルが、マルチコンテキス
トモードでサポートされるようになりました。

9.0(1)マルチコンテキストモードのサイトツーサ

イト VPN

新しいリソースタイプ vpn otherと vpn burst otherが作成
されました。これは、各コンテキストでのサイトツーサ

イト VPNトンネルの最大数を設定するためです。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Resource Class] > [Add Resource Class]

9.0(1)サイトツーサイト VPNトンネルのための新
しいリソースタイプ

CPUと暗号化エンジンの過負荷を防ぐため、コンテキス
トごとに IKEv1SAネゴシエーションの最大パーセンテー
ジを設定するための新しいリソースタイプ ikev1
in-negotiationが作成されました。特定の条件（大容量の
証明書、CRL、チェックなど）によっては、このリソー
スを制限する必要がある場合があります。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Context
Management] > [Resource Class] > [Add Resource Class]

9.1(2)IKEv1 SAネゴシエーションの新しいリソー
スタイプ
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第 9 章

ハイアベイラビリティのためのフェール

オーバー

この章では、Cisco ASAのハイアベイラビリティを達成するために、アクティブ/スタンドバイ
またはアクティブ/アクティブフェールオーバーを設定する方法について説明します。

• フェールオーバーについて, 249 ページ

• フェールオーバーのライセンス, 276 ページ

• フェールオーバーのガイドライン, 278 ページ

• フェールオーバーのデフォルト, 279 ページ

• アクティブ/スタンバイフェールオーバーの設定, 279 ページ

• アクティブ/アクティブフェールオーバーの設定, 281 ページ

• オプションのフェールオーバーパラメータの設定, 282 ページ

• フェールオーバーの管理, 288 ページ

• モニタリングフェールオーバー, 294 ページ

• フェールオーバーの履歴, 296 ページ

フェールオーバーについて

フェールオーバーの設定では、専用フェールオーバーリンク（および任意でステートリンク）を

介して相互に接続された 2つの同じASAが必要です。アクティブ装置およびインターフェイスの
ヘルスがモニタされて、所定のフェールオーバー条件に一致しているかどうかが判断されます。

所定の条件に一致すると、フェールオーバーが行われます。
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フェールオーバーモード

ASAは、アクティブ/アクティブフェールオーバーとアクティブ/スタンバイフェールオーバーの
2つのフェールオーバーモードをサポートします。各フェールオーバーモードには、フェール
オーバーを判定および実行する独自の方式があります。

•アクティブ/スタンバイフェールオーバーでは、1台の装置がアクティブ装置です。この装置
がトラフィックを渡します。スタンバイ装置は、アクティブにトラフィックを渡しません。

フェールオーバーが発生すると、アクティブ装置がスタンバイ装置にフェールオーバーし、

そのスタンバイ装置がアクティブになります。シングルまたはマルチコンテキストモード

では、ASAのアクティブ/スタンバイフェールオーバーを使用できます。

•アクティブ/アクティブフェールオーバーコンフィギュレーションでは、両方のASAがネッ
トワークトラフィックを渡すことができます。アクティブ/アクティブフェールオーバーは、
マルチコンテキストモードの ASAでのみ使用できます。アクティブ/アクティブフェール
オーバーでは、ASAのセキュリティコンテキストを 2つのフェイルオーバーグループに分
割します。フェールオーバーグループは、1つまたは複数のセキュリティコンテキストの論
理グループにすぎません。一方のグループは、プライマリ ASAでアクティブになるよう割
り当てられます。他方のグループは、セカンダリ ASAでアクティブになるよう割り当てら
れます。フェールオーバーが行われる場合は、フェールオーバーグループレベルで行われ

ます。

両方のフェールオーバーモードとも、ステートフルまたはステートレスフェールオーバーをサ

ポートします。

フェールオーバーのシステム要件

この項では、フェールオーバーコンフィギュレーションにあるASAのハードウェア要件、ソフト
ウェア要件、およびライセンス要件について説明します。

ハードウェア要件

フェールオーバーコンフィギュレーションの 2台の装置は、次の条件を満たしている必要があり
ます。

•同じモデルであること。

•インターフェイスの数とタイプが同じであること。

•同じモジュール（存在する場合）がインストールされていること。

•同じ RAMがインストールされていること。

フェールオーバーコンフィギュレーションで装置に異なるサイズのフラッシュメモリを使用して

いる場合、小さい方のフラッシュメモリを取り付けた装置に、ソフトウェアイメージファイル

およびコンフィギュレーションファイルを格納できる十分な容量があることを確認してくださ
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い。十分な容量がない場合、フラッシュメモリの大きい装置からフラッシュメモリの小さい装置

にコンフィギュレーションの同期が行われると、失敗します。

ソフトウェア要件

フェールオーバーコンフィギュレーションの 2台の装置は、次の条件を満たしている必要があり
ます。

•ファイアウォールモードが同じであること（ルーテッドまたは透過）。

•コンテキストモードが同じであること（シングルまたはマルチ）。

•ソフトウェアバージョンが、メジャー（最初の番号）およびマイナー（2番目の番号）とも
に同じであること。ただし、アップグレードプロセス中は、異なるバージョンのソフトウェ

アを一時的に使用できます。たとえば、ある装置をバージョン 8.3(1)からバージョン 8.3(2)
にアップグレードし、フェールオーバーをアクティブ状態のままにできます。長期的に互換

性を維持するために、両方の装置を同じバージョンにアップグレードすることをお勧めしま

す。

•同じ AnyConnectイメージを持っていること。中断のないアップグレードを実行するときに
フェールオーバーペアのイメージが一致しないと、アップグレードプロセスの最後のリブー

ト手順でクライアントレスSSLVPN接続が切断され、データベースには孤立したセッション
が残り、IPプールではクライアントに割り当てられた IPアドレスが「使用中」として示さ
れます。

関連トピック

ライセンス要件

フェールオーバーコンフィギュレーションの 2台の装置は、ライセンスが同じである必要はあり
ません。これらのライセンスは結合され、1つのフェールオーバークラスタライセンスが構成さ
れます。

関連トピック

フェールオーバーまたは ASAクラスタライセンス, （114ページ）

フェールオーバーリンクとステートフルフェールオーバーリンク

フェールオーバーリンクとオプションのステートフルフェールオーバーリンクは、2つの装置間
の専用接続です。
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フェールオーバーリンクおよびステートリンク経由で送信される情報は、IPsecトンネルまた
はフェールオーバーキーを使用して通信を保護しない限り、すべてクリアテキストで送信さ

れます。VPNトンネルの終端に ASAを使用する場合、この情報には、トンネルの確立に使用
されたすべてのユーザ名、パスワード、事前共有キーが含まれています。この機密データをク

リアテキストで転送することは、非常に大きなセキュリティリスクになるおそれがあります。

ASAを使用して VPNトンネルを終端する場合は、フェールオーバー通信を IPsecトンネルま
たはフェールオーバーキーによってセキュリティ保護することをお勧めします。

注意

フェールオーバーリンク

フェールオーバーペアの 2台の装置は、フェールオーバーリンク経由で常に通信して、各装置の
動作ステータスを確認しています。

フェールオーバーリンクデータ

次の情報がフェールオーバーリンク経由で伝達されています。

•装置の状態（アクティブまたはスタンバイ）

• helloメッセージ（キープアライブ）

•ネットワークリンクの状態

• MACアドレス交換

•コンフィギュレーションの複製および同期

フェールオーバーリンクのインターフェイス

使用されていないデータインターフェイス（物理、冗長、または EtherChannel）はどれでも、
フェールオーバーリンクとして使用できます。ただし、現在名前が設定されているインターフェ

イスは指定できません。フェールオーバーリンクインターフェイスは、通常のネットワークイ

ンターフェイスとしては設定されません。フェールオーバー通信のためにだけ存在します。この

インターフェイスは、フェールオーバーリンク用にのみ使用できます（ステートリンク用として

も使用できます）。ASAは、ユーザデータ用とフェールオーバー用に異なるサブインターフェイ
スが設定されている場合でも、ユーザデータとフェールオーバーリンク間でのインターフェイス

の共有はサポートしません。フェールオーバーリンクには、別の物理、EtherChannel、または冗
長インターフェイスを使用する必要があります。

フェールオーバーリンクについては、次のガイドラインを参照してください。

• 5506-X～5555-X：管理インターフェイスをフェールオーバーリンクとして使用できません。
データインターフェイスを使用する必要があります。

• 5585-X：データインターフェイスとしては使用できますが、管理 0/0インターフェイスは使
用しないでください。この用途で必要とされるパフォーマンスをサポートしていません。

• Firepower9300およびFirepower4100上のASA：統合されたフェールオーバーリンクとステー
トリンクには、10 GBインターフェイスを使用することを推奨しています。管理タイプまた
はデータタイプのどちらかのインターフェイスをフェールオーバーリンクとして使用でき
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ます。Firepower 9300では、インターフェイスを節約し、同じシャーシ内のモジュール間で
フェールオーバーリンクを共有するには、管理タイプのインターフェイスを使用します。た

とえば、それぞれ 3つのセキュリティモジュールを備えた 2台のシャーシがあるとします。
シャーシ間で 3つのフェールオーバーペアを作成できます。1つの 10 GigabitEthernet管理イ
ンターフェイスをシャーシ間で使用して、フェールオーバーリンクとして機能させることが

できます。各モジュール内で一意の VLANサブインターフェイスを設定するだけです。

•他のすべてのモデル：1 GBインターフェイスは、フェールオーバーとステートリンクを組
み合わせるには十分な大きさです。

フェールオーバーリンクとして使用される冗長インターフェイスについては、冗長性の増強によ

る次の利点を参照してください:

•フェールオーバーユニットが起動すると、メンバーインターフェイスを交互に実行し、ア
クティブユニットを検出します。

•メンバーインターフェイスの 1つにあるピアからのキープアライブメッセージの受信を
フェールオーバーユニットが停止した場合、別のメンバーインターフェイスに切り替えま

す。

フェールオーバーリンクとして使用される EtherChannelの場合は、順序が不正なパケットを防止
するために、EtherChannel内の 1つのインターフェイスのみが使用されます。そのインターフェ
イスで障害が発生した場合は、EtherChannel内の次のリンクが使用されます。フェールオーバー
リンクとして使用中の EtherChannelの設定は変更できません。

フェールオーバーリンクの接続

フェールオーバーリンクを次の 2つの方法のいずれかで接続します。

• ASAのフェールオーバーインターフェイスと同じネットワークセグメント（ブロードキャ
ストドメインまたは VLAN）に他の装置のないスイッチを使用する。

•イーサネットケーブルを使用して装置を直接接続します。外部スイッチは必要ありません。

装置間でスイッチを使用しない場合、インターフェイスに障害が発生すると、リンクは両方のピ

アでダウンします。このような状況では、障害が発生してリンクがダウンする原因になったイン

ターフェイスがどちらの装置のものかを簡単に特定できないため、トラブルシューティング作業

が困難になる場合があります。

ASAは、銅線イーサネットポートで Auto-MDI/MDIXをサポートしているため、クロスオーバー
ケーブルまたはストレートケーブルのいずれかを使用できます。ストレートケーブルを使用した

場合は、インターフェイスが自動的にケーブルを検出して、送信/受信ペアの 1つをMDIXにス
ワップします。

ステートフルフェールオーバーリンク

ステートフルフェールオーバーを使用するには、接続ステート情報を渡すためのステートフル

フェールオーバーリンク（ステートリンクとも呼ばれる）を設定する必要があります。
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フェールオーバーリンクと共有

インターフェイスを節約するための最適な方法はフェールオーバーリンクの共有です。このイン

ターフェイスでパフォーマンス上の問題が発生した場合は、別のインターフェイスをステートリ

ンク専用にすることを検討してください。

の専用インターフェイス

ステートリンク専用のデータインターフェイス（物理、冗長、または EtherChannel）を使用でき
ます。ステートリンクとして使用される EtherChannelの場合は、順序が不正なパケットを防止す
るために、EtherChannel内の 1つのインターフェイスのみが使用されます。そのインターフェイ
スで障害が発生した場合は、EtherChannel内の次のリンクが使用されます。

次の 2つの方法のいずれかで、専用のステートリンクを接続します。

• ASAデバイスのフェールオーバーインターフェイスと同じネットワークセグメント（ブロー
ドキャストドメインまたは VLAN）に他の装置のないスイッチを使用する。

•イーサネットケーブルを使用してアプライアンスを直接接続します。外部スイッチは必要あ
りません。

装置間でスイッチを使用しない場合、インターフェイスに障害が発生すると、リンクは両方

のピアでダウンします。このような状況では、障害が発生してリンクがダウンする原因に

なったインターフェイスがどちらの装置のものかを簡単に特定できないため、トラブルシュー

ティング作業が困難になる場合があります。

ASAは、銅線イーサネットポートで Auto-MDI/MDIXをサポートしているため、クロスオー
バーケーブルまたはストレートケーブルのいずれかを使用できます。ストレートケーブル

を使用した場合は、インターフェイスが自動的にケーブルを検出して、送信/受信ペアの1つ
をMDIXにスワップします。

長距離のフェールオーバーを使用する場合のステートリンクの遅延は、パフォーマンスを最善に

するには 10ミリ秒未満でなければならず、250ミリ秒を超えないようにする必要があります。遅
延が 10ミリ秒を上回る場合、フェールオーバーメッセージの再送信によって、パフォーマンス
が低下する可能性があります。

フェールオーバーの中断の回避とデータリンク

すべてのインターフェイスで同時に障害が発生する可能性を減らすために、フェールオーバーリ

ンクとデータインターフェイスは異なるパスを通すことを推奨します。フェールオーバーリンク

がダウンした場合、ASAはフェールオーバーが必要か決定するためにデータインターフェイスを
使用できます。その後、フェールオーバー動作は、フェールオーバーリンクのヘルスが復元され

るまで停止されます。

耐障害性のあるフェールオーバーネットワークの設計については、次の接続シナリオを参照して

ください。

シナリオ 1：非推奨

単一のスイッチまたはスイッチセットが 2つの ASA間のフェールオーバーインターフェイスと
データインターフェイスの両方の接続に使用される場合、スイッチまたはスイッチ間リンクがダ
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ウンすると、両方のASAがアクティブになります。したがって、次の図で示されている次の 2つ
の接続方式は推奨しません。

図 29：単一のスイッチを使用した接続：非推奨

図 30：2 つのスイッチを使用した接続：非推奨

シナリオ 2：推奨

フェールオーバーリンクには、データインターフェイスと同じスイッチを使用しないことを推奨

します。代わりに、次の図に示すように、別のスイッチを使用するか直接ケーブルを使用して、

フェールオーバーリンクを接続します。

図 31：異なるスイッチを使用した接続

図 32：ケーブルを使用した接続
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シナリオ 3：推奨

ASAデータインターフェイスが複数セットのスイッチに接続されている場合、フェールオーバー
リンクはいずれかのスイッチに接続できます。できれば、次の図に示すように、ネットワークの

セキュアな側（内側）のスイッチに接続します。

図 33：セキュアなスイッチを使用した接続
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シナリオ 4：推奨

最も信頼性の高いフェールオーバー構成では、次の図に示すように、フェールオーバーリンクに

冗長インターフェイスを使用します。

図 34：冗長インターフェイスを使用した接続

図 35：Inter-Switch Link（ISL）を使用した接続
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フェールオーバーでの MAC アドレスおよび IP アドレス
インターフェイスを設定する場合、同じネットワーク上のアクティブ IPアドレスとスタンバイ IP
アドレスを指定できます。推奨されていますが、スタンバイアドレスは必須ではありません。ス

タンバイ IPアドレスがないと、アクティブ装置はスタンバイインターフェイスの状態を確認する
ためのネットワークテストを実行できません。リンクステートのみ追跡できます。また、管理目

的でそのインターフェイスのスタンバイ装置に接続することもできません。

1 プライマリ装置またはフェールオーバーグループに障害が発生すると、セカンデリ装置はプラ

イマリユニットの IPアドレスとMACアドレスを引き継ぎ、トラフィックを通過させます。

2 現在スタンバイになっている装置が、スタンバイの IPアドレスとMACアドレスを引き継ぎま
す。

ネットワークデバイスは、MACと IPアドレスの組み合わせについて変更を認識しないため、ネッ
トワーク上のどのような場所でもARPエントリが変更されたり、タイムアウトが生じたりするこ
とはありません。

セカンデリ装置がプライマリ装置を検出せずにブートした場合、セカンデリ装置がアクティブ装

置になります。プライマリ装置のMACアドレスを認識していないため、自分のMACアドレスを
使用します。しかし、プライマリ装置が使用可能になると、セカンデリ（アクティブ）装置は

MACアドレスをプライマリ装置のMACアドレスに変更します。これによって、ネットワークト
ラフィックが中断されることがあります。同様に、プライマリ装置を新しいハードウェアと交換

すると、新しいMACアドレスが使用されます。

仮想MACアドレスがこの中断を防ぎます。なぜなら、アクティブMACアドレスは起動時にセカ
ンデリ装置によって認識され、プライマリ装置のハードウェアが新しくなっても変わらないから

です。マルチコンテキストモードでは、仮想アクティブおよびスタンバイMACアドレスを自動
的に生成するようにASAを設定できます。シングルコンテキストモードでは、手動で仮想MAC
アドレスを設定できます。

仮想MACアドレスを設定しなかった場合、トラフィックフローを復元するために、接続された
ルータの ARPテーブルをクリアする必要がある場合があります。ASAはMACアドレスを変更す
るときに、スタティック NATアドレスに対して Gratuitous ARPを送信しません。そのため、接続
されたルータはこれらのアドレスのMACアドレスの変更を認識できません。

ステートリンクの IPアドレスおよびMACアドレスは、フェールオーバー時に変更されません。
唯一の例外は、ステートリンクが通常のデータインターフェイスに設定されている場合です。

関連トピック

MACアドレスについて, （225ページ）
アクティブ/アクティブフェールオーバーの設定, （281ページ）

ASA サービスモジュールのシャーシ内およびシャーシ間モジュール配置
プライマリとセカンダリの ASASMは、同じスイッチ内または 2台の異なるスイッチに搭載でき
ます。
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シャーシ内フェールオーバー

セカンダリ ASASMをプライマリ ASASMと同じスイッチに搭載した場合は、モジュールレベル
の障害から保護する必要があります。

両方の ASASMに同じ VLANが割り当てられますが、ネットワーキングに参加するのはアクティ
ブモジュールだけです。スタンバイモジュールは、トラフィックを転送しません。

次の図は、一般的なスイッチ内の構成を示します。

図 36：スイッチ内フェールオーバー

シャーシ間フェールオーバー

スイッチレベルの障害から保護するため、セカンダリ ASASMを別のスイッチに搭載することが
できます。ASASMは直接スイッチとフェールオーバーを調整するのではなく、スイッチと協調し
てフェールオーバー操作を行います。スイッチのフェールオーバー設定については、スイッチの

マニュアルを参照してください。

ASASM間のフェールオーバー通信の信頼性を高めるために、2台のスイッチ間に EtherChannelト
ランクポートを設定して、フェールオーバーおよびステートVLANを伝送することをお勧めしま
す。

他のVLANについては、両方のスイッチがすべてのファイアウォールVLANにアクセスでき、モ
ニタ対象 VLANが両方のスイッチ間で正常に helloパケットを渡すことができるようにします。

次の図は、スイッチとASASMの一般的な冗長構成を示します。2台のスイッチ間のトランクは、
フェールオーバー ASASM VLAN（VLAN 10と 11）を転送します。
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ASASMのフェールオーバーはスイッチのフェールオーバーに依存しない独立した機能ですが、
スイッチのフェールオーバーが発生した場合には、ASASMもそれに対応します。

（注）

図 37：通常の動作

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
260

フェールオーバーについて



プライマリ ASASMに障害が発生すると、セカンダリ ASASMがアクティブになってファイア
ウォール VLANを通過します。

図 38：ASASM の障害
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スイッチ全体に障害が発生し、ASASMにも障害が発生した場合（電源切断など）には、スイッチ
と ASASMの両方でセカンダリユニットへのフェールオーバーが実行されます。

図 39：スイッチの障害

ステートレスフェールオーバーとステートフルフェールオーバー

ASAは、アクティブ/スタンバイモードとアクティブ/アクティブモードの両方に対して、ステー
トレスとステートフルの 2種類のフェールオーバーをサポートします。

クライアントレス SSL VPNの一部のコンフィギュレーション要素（ブックマークやカスタマ
イゼーションなど）は VPNフェールオーバーサブシステムを使用していますが、これはス
テートフルフェールオーバーの一部です。フェールオーバーペアのメンバ間でこれらの要素

を同期するには、ステートフルフェールオーバーを使用する必要があります。ステートレス

フェールオーバーは、クライアントレス SSL VPNには推奨されません。

（注）
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ステートレスフェールオーバー

フェールオーバーが行われると、アクティブ接続はすべてドロップされます。新しいアクティブ

装置が引き継ぐ場合、クライアントは接続を再確立する必要があります。

クライアントレス SSL VPNの一部のコンフィギュレーション要素（ブックマークやカスタマ
イゼーションなど）は VPNフェールオーバーサブシステムを使用していますが、これはス
テートフルフェールオーバーの一部です。フェールオーバーペアのメンバ間でこれらの要素

を同期するには、ステートフルフェールオーバーを使用する必要があります。ステートレス

（標準）フェールオーバーは、クライアントレス SSL VPNには推奨できません。

（注）

Stateful Failover

ステートフルフェールオーバーが有効の場合、アクティブ装置は接続ごとのステート情報をスタ

ンバイ装置に継続的に渡します。アクティブ/アクティブフェールオーバーの場合は、アクティブ
とスタンバイのフェールオーバーグループ間でこれが行われます。フェールオーバーの発生後

も、新しいアクティブ装置で同じ接続情報が利用できます。サポートされているエンドユーザの

アプリケーションでは、同じ通信セッションを保持するために再接続する必要はありません。

Supported Features
ステートフルフェールオーバーが有効のときに、次のステート情報はスタンバイASAに渡されま
す。

• NAT変換テーブル

• TCP接続状態

• UDP接続状態

• ARPテーブル

•レイヤ 2ブリッジ表（ブリッジグループ用）

• HTTP接続テーブル（HTTP複製がイネーブルでない場合）

• HTTP接続状態（HTTP複製がイネーブルの場合）：デフォルトでは、ステートフルフェー
ルオーバーがイネーブルのときには、ASAは HTTPセッション情報を複製しません。HTTP
セッションは通常は存続期間が短く、また HTTPクライアントは接続試行が失敗すると通常
は再試行するため、HTTPセッションの複製をしないことでシステムのパフォーマンスが向
上します。複製をしなくても重要なデータや接続は失われません。

• ISAKMPおよび IPSec SAテーブル

• GTP PDP接続データベース

• SIPシグナリングセッション

• ICMP接続状態：ICMP接続の複製は、個々のインターフェイスが非対称ルーティンググルー
プに割り当てられている場合にだけイネーブルになります。
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•ダイナミックルーティングプロトコル：ステートフルフェールオーバーはダイナミック
ルーティングプロトコル（OSPFやEIGRPなど）に参加するため、アクティブ装置上のダイ
ナミックルーティングプロトコルによる学習ルートが、スタンバイ装置のRouting Information
Base（RIB）テーブルに維持されます。フェールオーバーイベントで、アクティブなセカン
ダリ ASAには最初にプライマリ ASAをミラーリングする規則があるため、パケットは通常
は最小限の中断でトラフィックに移動します。フェールオーバーの直後に、新しくアクティ

ブになった装置で再コンバージェンスタイマーが開始されます。次に、RIBテーブルのエ
ポック番号が増加します。再コンバージェンス中に、OSPFおよび EIGRPルートは新しいエ
ポック番号で更新されます。タイマーが期限切れになると、失効したルートエントリ（エ

ポック番号によって決定される）はテーブルから削除されます。これで、RIBには新しくア
クティブになった装置での最新のルーティングプロトコル転送情報が含まれています。

ルートは、アクティブ装置上のリンクアップまたはリンクダウンイベントの

場合のみ同期されます。スタンバイ装置上でリンクがアップまたはダウンす

ると、アクティブ装置から送信されたダイナミックルートが失われることが

あります。これは正常な予期された動作です。

（注）

• Cisco IP SoftPhoneセッション：コールセッションステート情報がスタンバイ装置に複製さ
れるため、Cisco IP SoftPhoneセッションの実行中にフェールオーバーが起こっても、コール
は実行されたままです。コールが終了すると、IP SoftPhoneクライアントはCiscoCallManager
との接続を失います。これは、CTIQBEハングアップメッセージのセッション情報がスタン
バイ装置に存在しないために発生します。IP SoftPhoneクライアントでは、一定の時間内に
CallManagerからの応答が受信されない場合、CallManagerに到達できないものと判断されて
登録が解除されます。

• VPN：VPNエンドユーザはフェールオーバー後に VPNセッションを再認証または再接続す
る必要はありません。ただし、VPN接続上で動作するアプリケーションは、フェールオー
バープロセス中にパケットを失って、パケット損失から回復できない可能性があります。

サポートされない機能

ステートフルフェールオーバーが有効のときに、次のステート情報はスタンバイASAに渡されま
せん。

•ユーザ認証（uauth）テーブル

•高度な TCPステートトラッキングの対象となるアプリケーションインスペクション：これ
らの接続のTCP状態は自動的には複製されません。これらの接続はスタンバイ装置に複製さ
れますが、TCPステートを再確立するためにベストエフォート型の試行が行われます。

• TCPステートバイパス接続

• DHCPクライアント

• DHCPサーバアドレスのリース

•マルチキャストルーティング

• ASA FirePOWERモジュールなどのモジュールのステート情報。
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•一部のクライアントレス SSL VPN機能

◦スマートトンネル

◦ポート転送

◦プラグイン

◦ Javaアプレット

◦ IPv6クライアントレスまたは Anyconnectセッション

◦ Citrix認証（Citrixユーザはフェールオーバー後に再認証が必要です）

フェールオーバーのトランスペアレントファイアウォールモードブリッジグルー

プ要件

ブリッジグループを使用する際に、フェールオーバーの特殊な考慮事項があります。

トランスペアレントモードアプライアンス、ASAv のブリッジグループ必須要件

アクティブ装置がスタンバイ装置にフェールオーバーするときに、スパニングツリープロトコル

（STP）を実行している接続済みスイッチポートは、トポロジ変更を検出すると 30～ 50秒間ブ
ロッキングステートに移行できます。ポートがブロッキングステートである間のトラフィックの

損失を回避するために、スイッチポートモードに応じて次の回避策のいずれかを設定できます。

•アクセスモード：スイッチで STP PortFast機能をイネーブルにします。

interface interface_id
spanning-tree portfast

PortFast機能を設定すると、リンクアップと同時にポートが STPフォワーディングモードに
遷移します。ポートは引き続きSTPに参加しています。したがって、ポートがループの一部
になる場合、最終的には STPブロッキングモードに遷移します。

•トランクモード：EtherTypeアクセスルールを使用して、ブリッジグループのメンバーイン
ターフェイス上の ASAの BPDUをブロックします。

access-list id ethertype deny bpdu
access-group id in interface name1
access-group id in interface name2

BPDUをブロックすると、スイッチのSTPはディセーブルになります。ネットワークレイア
ウトで ASAを含むループを設定しないでください。

上記のオプションのどちらも使用できない場合は、フェールオーバー機能または STPの安定性に
影響する、推奨度の低い次の回避策のいずれかを使用できます。

•インターフェイスモニタリングをディセーブルにします。
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• ASAがフェールオーバーする前に、インターフェイスのホールド時間をSTPが収束可能にな
る大きい値に増やします。

• STPがインターフェイスのホールド時間よりも速く収束するように、STPタイマーを減らし
ます。

トランスペアレントモードASA サービスモジュールのブリッジグループ必須要件

ブリッジグループでのフェールオーバーの使用時にループを回避するには、BPDUの通過を許可
し（デフォルト）、BPDU転送をサポートするスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

両方のモジュールが互いの存在を検出する場合や、不正なフェールオーバーリンクなどによっ

て、両方のモジュールが同時にアクティブになるときに、ループが発生することがあります。両

方のASASMが 2つの同じVLAN間でパケットをブリッジングするので、ブリッジグループメン
バー間のパケットが両方の ASASMによって無限に複製され、ループが発生します。BPDUがタ
イミングよく交換された場合は、スパニングツリープロトコルによって、これらのループが遮断

されます。ループを遮断するには、VLAN 200と VLAN 201間で送信される BPDUをブリッジン
グする必要があります。

図 40：ブリッジグループループ

フェールオーバーのヘルスモニタ

ASAは、各装置について全体的なヘルスおよびインターフェイスヘルスをモニタします。この項
では、各装置の状態を判断するために、ASAがテストを実行する方法について説明します。
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ユニットのヘルスモニタリング

ASAは、helloメッセージでフェールオーバーリンクをモニタして相手装置のヘルスを判断しま
す。フェールオーバーリンクで 3回連続して helloメッセージを受信しなかったときは、フェー
ルオーバーリンクを含む各データインターフェイスで LANTESTメッセージを送信し、ピアが応
答するかどうかを確認します。ASAが行うアクションは、相手装置からの応答によって決まりま
す。次の可能なアクションを参照してください。

• ASAがフェールオーバーリンクで応答を受信した場合、フェールオーバーは行われません。

• ASAがフェールオーバーリンクで応答を受信せず、データインターフェイスで応答を受信
した場合、装置のフェールオーバーは行われません。フェールオーバーリンクが故障とマー

クされます。フェールオーバーリンクがダウンしている間、装置はスタンバイ装置にフェー

ルオーバーできないため、できるだけ早くフェールオーバーリンクを復元する必要がありま

す。

• ASAがどのインターフェイスでも応答を受信しなかった場合、スタンバイ装置がアクティブ
モードに切り替わり、相手装置を故障に分類します。

インターフェイスモニタリング

最大 250のインターフェイスをモニタできます（マルチモードでは、すべてのコンテキスト間で
分割）。重要なインターフェイスをモニタする必要があります。たとえば、マルチモードでは、

共有インターフェイスを監視するように1つのコンテキストを設定する場合があります（インター
フェイスが共有されているため、すべてのコンテキストがそのモニタリングで監視されます）。

装置が、2回のポーリング期間中にモニタ対象のインターフェイス上で helloメッセージを受信し
ない場合、インターフェイステストを実行します。1つのインターフェイスに対するすべてのイ
ンターフェイステストがすべて失敗したが、相手装置のこの同じインターフェイスが正常にトラ

フィックを渡し続けている場合、そのインターフェイスは故障していると見なされます。故障し

たインターフェイスがしきい値を超えている場合は、フェールオーバーが行われます。相手装置

のインターフェイスでもすべてのネットワークテストに失敗した場合、両方のインターフェイス

は “Unknown”状態になり、フェールオーバーの限界値に向けてのカウントは行われません。

インターフェイスは、何らかのトラフィックを受信すると、再度動作状態になります。故障した

ASAは、インターフェイス障害しきい値が満たされなくなった場合、スタンバイモードに戻りま
す。

ASA Firepower SSPなどのサービスモジュールがある場合、ASAはバックプレーンインターフェ
イスを介してモジュールもモニタします。モジュールの障害は装置の障害と見なされ、フェール

オーバーがトリガーされます。この設定は設定可能です。

インターフェイスに IPv4および IPv6アドレスが設定されている場合、ASAは IPv4を使用してヘ
ルスモニタリングを実行します。

インターフェイスに IPv6アドレスだけが設定されている場合、ASAは ARPではなく IPv6ネイ
バー探索を使用してヘルスモニタリングテストを実行します。ブロードキャスト pingテストの
場合、ASAは IPv6全ノードアドレス（FE02::1）を使用します。
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障害が発生した装置が回復せず、実際には障害は発生していないと考えられる場合は、failover
resetコマンドを使用して状態をリセットできます。ただし、フェールオーバー条件が継続し
ている場合、装置は再び障害状態になります。

（注）

インターフェイステスト

ASAでは、次のインターフェイステストが使用されます。

1 リンクアップ/ダウンテスト：インターフェイスステータスのテストです。リンクアップ/ダ
ウンテストでインターフェイスがダウンしていることが示された場合、ASAは障害が発生した
と見なします。ステータスがアップの場合、ASAはネットワークアクティビティを実行しま
す。

2 ネットワーク動作のテスト：ネットワークの受信動作のテストです。このテストの目的は、障

害が発生している（いずれかにある場合）装置を判別するためにLANTESTメッセージを使用
したネットワークトラフィックを生成することです。テストの開始時に、各装置はインター

フェイスの受信パケットカウントをリセットします。テスト中に装置がパケットを受信すると

（最大5秒間）、すぐにインターフェイスは正常に動作していると見なされます。いずれか一
方の装置だけがトラフィックを受信している場合は、トラフィックを受信しなかった装置が故

障していると見なされます。どちらの装置もトラフィックを受信しなかった場合、ASAはARP
テストを開始します。

3 ARPテスト：取得したエントリの最後の2台の装置ARPキャッシュの読み取り。装置は、ネッ
トワークトラフィックを発生させるために、1回に 1つずつ、これらのマシンに ARP要求を
送信します。各要求後、装置は最大5秒間受信したトラフィックをすべてカウントします。ト
ラフィックが受信されれば、インターフェイスは正常に動作していると見なされます。トラ

フィックが受信されなければ、ARP要求が次のマシンに送信されます。リストの最後まで、
まったくトラフィックが受信されなかった場合、ASAは pingテストを開始します。

4 ブロードキャストpingテスト：このテストでは、ブロードキャストping要求が送信されます。
装置は、最大5秒間、すべての受信パケット数をカウントします。この時間間隔の間にパケッ
トが受信されると、インターフェイスが正常に動作しているものと見なされ、テストは停止し

ます。トラフィックが受信されなければ、ARPテストからやり直します。

Interface Status
モニタ対象のインターフェイスには、次のステータスがあります。

• Unknown：初期ステータスです。このステータスは、ステータスを特定できないことを意味
する場合もあります。

• Normal：インターフェイスはトラフィックを受信しています。

• Testing：ポーリング5回の間、インターフェイスでhelloメッセージが検出されていません。

• Link Down：インターフェイスまたは VLANは管理のためにダウンしています。

• No Link：インターフェイスの物理リンクがダウンしています。
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• Failed：インターフェイスではトラフィックを受信していませんが、ピアインターフェイス
ではトラフィックを検出しています。

フェールオーバー時間

次の表は、最少、デフォルトおよび最大フェールオーバー時間を示します。

CLIまたは ASDMを使用して手動でフェールオーバーした場合、もしくは ASAをリロードし
た場合、フェールオーバーはすぐに開始され、次に示すタイマーの影響は受けません。

（注）

表 15：ASA

最大デフォルト最小ハードウェアフェールオーバー条件

45秒15秒800ミリ秒アクティブ装置で電源断が生じる、または通常の

動作が停止する。

15秒5秒500ミリ秒アクティブユニットメインボードインターフェ

イスリンクがダウンする。

15秒5秒2秒アクティブ装置の4GEモジュールインターフェイ
スリンクがダウンする。

2秒2秒2秒アクティブユニット Firepowerモジュールは失敗
する。

75秒25秒5秒アクティブ装置のインターフェイスは実行されて

いるが、接続の問題によりインターフェイステス

トを行っている。

設定の同期

フェールオーバーには、さまざまなタイプのコンフィギュレーション同期があります。

コンフィギュレーションの複製の実行

コンフィギュレーションの複製は、フェールオーバーペアの一方または両方のデバイスのブート

時に実行されます。

アクティブ/スタンバイフェールオーバーでは、コンフィギュレーションは常に、アクティブ装置
からスタンバイ装置に同期化されます。
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アクティブ/アクティブフェールオーバーでは、起動ユニットのプライマリまたはセカンデリ指定
に関係なく、2番目に起動したユニットは、最初に起動したユニットから実行コンフィギュレー
ションを取得します。両方のユニットの起動後、システム実行スペースに入力されたコマンドは、

フェールオーバーグループ 1がアクティブ状態であるユニットから複製されます。

スタンバイ/セカンドユニットが初期スタートアップを完了すると、実行コンフィギュレーション
を削除し（アクティブユニットとの通信に必要なfailoverコマンドを除く）、アクティブユニッ
トはコンフィギュレーション全体をスタンバイ/セカンドユニットに送信します。複製が開始され
ると、アクティブユニットの ASAコンソールに「Beginning configuration replication: Sending to
mate,」というメッセージが表示され、完了するとASAに「End Configuration Replication to mate.」
というメッセージが表示されます。コンフィギュレーションのサイズによって、複製には数秒か

ら数分かかります。

コンフィギュレーションを受信する装置の場合、コンフィギュレーションは実行メモリにだけ存

在します。コンフィギュレーションをフラッシュメモリに保存する必要があります。たとえば、

アクティブ/アクティブフェールオーバーでは、フェールオーバーグループ 1がアクティブ状態
であるユニット上のシステム実行スペースにwritememoryallコマンドを入力します。コマンドは
ピア装置に複製され、コンフィギュレーションがフラッシュメモリに書き込まれます。

複製中、コンフィギュレーションを送信しているユニット上に入力されたコマンドは、ピア

ユニットに正常に複製されず、コンフィギュレーションを受信するユニット上に入力されたコ

マンドは、受信したコンフィギュレーションによって上書きできます。コンフィギュレーショ

ンの複製処理中には、フェールオーバーペアのどちらの装置にもコマンドを入力しないでく

ださい。

（注）

crypto ca serverコマンドおよび関連するサブコマンドはフェールオーバーをサポートしませ
ん。no crypto ca serverコマンドを使用して、削除する必要があります。

（注）

File Replication

コンフィギュレーションの同期は次のファイルと構成コンポーネントを複製しません。したがっ

て、これらのファイルが一致するように手動でコピーする必要があります。

• AnyConnectイメージ

• CSDイメージ

• AnyConnectプロファイル

ASAでは、フラッシュファイルシステムに保存されたファイルではなく、cache:/stc/profiles
に保存されたAnyConnectクライアントファイルのキャッシュ済みファイルが使用されます。
AnyConnectクライアントプロファイルをスタンバイ装置に複製するには、次のいずれかを
実行します。

◦アクティブ装置で write standbyコマンドを入力します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
270

フェールオーバーについて



◦アクティブ装置でプロファイルを再適用します。

◦スタンバイ装置をリロードします。

•ローカル認証局（CA）

• ASAイメージ

• ASDMイメージ

コマンドの複製

起動した後、アクティブ装置で入力したコマンドはただちにスタンバイ装置に複製されます。コ

マンドを複製する場合、アクティブコンフィギュレーションをフラッシュメモリに保存する必要

はありません。

アクティブ/アクティブフェールオーバーでは、システム実行スペースに入力した変更は、フェー
ルオーバーグループ 1がアクティブ状態である装置から複製されます。

コマンドの複製を行うのに適切な装置上で変更を入力しなかった場合は、コンフィギュレーショ

ンは同期されません。この変更内容は、次回に初期コンフィギュレーション同期が行われると失

われることがあります。

スタンバイ ASAに複製されるコマンドは、次のとおりです。

• mode、firewall、および failover lan unitを除く、すべてのコンフィギュレーションコマンド

• copy running-config startup-config

• delete

• mkdir

• rename

• rmdir

• write memory

スタンバイ ASAに複製されないコマンドは、次のとおりです。

• copy running-config startup-configを除く、すべての形式の copyコマンド

• write memoryを除く、すべての形式の writeコマンド

• debug

• failover lan unit

•ファイアウォール

• show

• terminal pagerおよび pager
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アクティブ/スタンバイフェールオーバーについて
アクティブ/スタンバイフェールオーバーでは、障害が発生した装置の機能を、スタンバイ ASA
に引き継ぐことができます。アクティブ装置が故障すると、スタンバイ状態に変わり、そしてス

タンバイ装置がアクティブ状態に変わります。

マルチコンテキストモードでは、ASAは装置全体（すべてのコンテキストを含む）のフェー
ルオーバーを行いますが、各コンテキストを個別にフェールオーバーすることはできません。

（注）

プライマリ/セカンダリロールとアクティブ/スタンバイステータス

フェールオーバーペアの 2つのユニットの主な相違点は、どちらのユニットがアクティブでどち
らのユニットがスタンバイであるか、つまりどちらの IPアドレスを使用するか、およびどちらの
ユニットがアクティブにトラフィックを渡すかということに関連します。

しかし、プライマリである装置（コンフィギュレーションで指定）とセカンダリである装置との

間で、いくつかの相違点があります。

•両方の装置が同時にスタートアップした場合（さらに動作ヘルスが等しい場合）、プライマ
リ装置が常にアクティブ装置になります。

•プライマリユニットのMACアドレスは常に、アクティブ IPアドレスと結び付けられていま
す。このルールの例外は、セカンダリユニットがアクティブであり、フェールオーバーリ

ンク経由でプライマリユニットのMACアドレスを取得できない場合に発生します。この場
合、セカンダリ装置のMACアドレスが使用されます。

起動時のアクティブ装置の判別

アクティブ装置は、次の条件で判別されます。

•装置がブートされ、ピアがすでにアクティブとして動作中であることを検出すると、その装
置はスタンバイ装置になります。

•装置がブートされてピアを検出できないと、その装置はアクティブ装置になります。

•両方の装置が同時にブートされた場合は、プライマリ装置がアクティブ装置になり、セカン
ダリ装置がスタンバイ装置になります。

フェールオーバーイベント

アクティブ/スタンバイフェールオーバーでは、フェールオーバーは装置ごとに行われます。マル
チコンテキストモードで動作中のシステムでも、個々のコンテキストまたはコンテキストのグ

ループをフェールオーバーすることはできません。

次の表に、各障害イベントに対するフェールオーバーアクションを示します。この表には、各

フェールオーバーイベントに対して、フェールオーバーポリシー（フェールオーバーまたはフェー
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ルオーバーなし）、アクティブ装置が行うアクション、スタンバイ装置が行うアクション、およ

びフェールオーバー条件とアクションに関する特別な注意事項を示します。

表 16：フェールオーバーイベント

注意

スタンバイグルー

プのアクション

アクティブグルー

プのアクション

ポリシー

（Policy）障害の状況

モニタ対象インターフェイスまた

はフェールオーバーリンクで

helloメッセージは受信されませ
ん。

アクティブになる

アクティブに故障

とマークする

n/aフェール

オーバー

アクティブ装置が故障（電源

またはハードウェア）

なし。動作なしスタンバイになるフェール

オーバーな

し

以前にアクティブであった装

置の復旧

スタンバイ装置が故障とマークさ

れている場合、インターフェイス

障害しきい値を超えても、アク

ティブ装置はフェールオーバーを

行いません。

n/aスタンバイに故障

とマークする

フェール

オーバーな

し

スタンバイ装置が故障（電源

またはハードウェア）

フェールオーバーリンクがダウ

ンしている間、装置はスタンバイ

装置にフェールオーバーできない

ため、できるだけ早くフェール

オーバーリンクを復元する必要

があります。

フェールオーバー

リンクに故障と

マークする

フェールオーバー

リンクに故障と

マークする

フェール

オーバーな

し

動作中にフェールオーバー

リンクに障害が発生した

スタートアップ時にフェールオー

バーリンクがダウンしていると、

両方の装置がアクティブになりま

す。

アクティブになるフェールオーバー

リンクに故障と

マークする

フェール

オーバーな

し

スタートアップ時にフェール

オーバーリンクに障害が発

生した

ステート情報が古くなり、フェー

ルオーバーが発生するとセッショ

ンが終了します。

動作なし動作なしフェール

オーバーな

し

ステートリンクの障害

なし。アクティブになるアクティブに故障

とマークする

フェール

オーバー

アクティブ装置におけるしき

い値を超えたインターフェイ

ス障害

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

273

フェールオーバーについて



注意

スタンバイグルー

プのアクション

アクティブグルー

プのアクション

ポリシー

（Policy）障害の状況

スタンバイ装置が故障とマークさ

れている場合、インターフェイス

障害しきい値を超えても、アク

ティブ装置はフェールオーバーを

行いません。

スタンバイに故障

とマークする

動作なしフェール

オーバーな

し

スタンバイ装置におけるしき

い値を超えたインターフェイ

ス障害

アクティブ/アクティブフェールオーバーの概要
この項では、アクティブ/アクティブフェールオーバーについて説明します。

アクティブ/アクティブフェールオーバーの概要

アクティブ/アクティブフェールオーバーコンフィギュレーションでは、両方の ASAがネット
ワークトラフィックを渡すことができます。アクティブ/アクティブフェールオーバーは、マル
チコンテキストモードのASAでのみ使用できます。アクティブ/アクティブフェールオーバーで
は、ASAのセキュリティコンテキストを 2つまでのフェールオーバーグループに分割します。

フェールオーバーグループは、1つまたは複数のセキュリティコンテキストの論理グループにす
ぎません。フェールオーバーグループをプライマリASAでアクティブに割り当て、フェールオー
バーグループ2をセカンデリASAでアクティブに割り当てることができます。フェールオーバー
が行われる場合は、フェールオーバーグループレベルで行われます。たとえば、インターフェイ

ス障害パターンに応じて、フェールオーバーグループ 1をセカンデリ ASAにフェールオーバー
し、続いてフェールオーバーグループ 2をプライマリ ASAにフェールオーバーすることができ
ます。このイベントは、プライマリ ASAでフェールオーバーグループ 1のインターフェイスが
ダウンしたがセカンデリではアップしており、セカンデリ ASAでフェールオーバーグループ 2
のインターフェイスがダウンしたがプライマリASAではアップしている場合に発生する可能性が
あります。

管理コンテキストは、常にフェールオーバーグループ 1のメンバです。未割り当てセキュリティ
コンテキストもまた、デフォルトでフェールオーバーグループ1のメンバです。アクティブ/アク
ティブフェールオーバーが必要であるが複数コンテキストは必要ない場合、最もシンプルな設定

は他のコンテキストを 1つ追加し、それをフェールオーバーグループ 2に割り当てることです。

アクティブ/アクティブフェールオーバーを構成する場合は、両方の装置の合計トラフィック
が各装置の容量以内になるようにしてください。

（注）

必要に応じて両方のフェールオーバーグループを 1つの ASAに割り当てることもできます
が、この場合、アクティブな ASAを 2つ持つというメリットはありません。

（注）
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フェールオーバーグループのプライマリ/セカンデリロールとアクティブ/スタンバイステータス

アクティブ/スタンバイフェールオーバーと同様、アクティブ/アクティブフェールオーバーペア
の 1台の装置がプライマリユニットに指定され、もう 1台の装置がセカンデリユニットに指定さ
れます。アクティブ/スタンバイフェールオーバーの場合とは異なり、両方の装置が同時に起動さ
れた場合、この指定ではどちらの装置がアクティブになるか指示しません。代わりに、プライマ

リまたはセカンデリの指定時に、次の 2つの点を判定します。

•ペアが同時に起動したときに、プライマリ装置が実行コンフィギュレーションを提供しま
す。

•コンフィギュレーションの各フェールオーバーグループは、プライマリまたはセカンデリ装
置プリファレンスが設定されます。プリエンプションで使用すると、このプレファレンスは

フェールオーバーグループが起動後に正しいユニットで実行されるようにします。プリエン

プションがない場合、両方のグループは最初に起動したユニットで動作します。

起動時のフェールオーバーグループのアクティブ装置の決定

フェールオーバーグループがアクティブになる装置は、次のように決定されます。

•ピア装置が使用できないときに装置がブートされると、両方のフェールオーバーグループが
ピア装置でアクティブになります。

•ピア装置がアクティブ（両方のフェールオーバーグループがアクティブ状態）の場合に装置
がブートされると、フェールオーバーグループは、アクティブ装置でアクティブ状態のまま

になります。これは、次のいずれかの状態になるまで、フェールオーバーグループのプライ

マリプリファレンスまたはセカンダリプリファレンスには関係ありません。

◦フェールオーバーが発生した。

◦手動でフェールオーバーを強制実行した。

◦フェールオーバーグループにプリエンプションを設定しました。この構成により、優先
する装置が使用可能になると、フェールオーバーグループはその装置上で自動的にアク

ティブになります。

Failover Events

In an Active/Active failover configuration, failover occurs on a failover group basis, not a system basis. For
example, if you designate both failover groups as active on the primary unit, and failover group 1 fails, then
failover group 2 remains active on the primary unit while failover group 1 becomes active on the secondary
unit.

Because a failover group can contain multiple contexts, and each context can contain multiple interfaces, it
is possible for all interfaces in a single context to fail without causing the associated failover group to fail.

The following table shows the failover action for each failure event. For each failure event, the policy (whether
or not failover occurs), actions for the active failover group, and actions for the standby failover group are
given.
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表 17：Failover Events

Notes
Standby Group
Action

Active Group
ActionPolicyFailure Event

When a unit in a failover pair fails,
any active failover groups on that unit
are marked as failed and become
active on the peer unit.

Become active

Mark active as
failed

Become standby
Mark as failed

FailoverA unit experiences a power or software
failure

None.Become activeMark active
group as failed

FailoverInterface failure on active failover group
above threshold

When the standby failover group is
marked as failed, the active failover
group does not attempt to fail over,
even if the interface failure threshold
is surpassed.

Mark standby
group as failed

No actionNo failoverInterface failure on standby failover
group above threshold

Unless failover group preemption is
configured, the failover groups remain
active on their current unit.

No actionNo actionNo failoverFormerly active failover group recovers

If the failover link is down at startup,
both failover groups on both units
become active.

Become activeBecome activeNo failoverFailover link failed at startup

State information becomes out of date,
and sessions are terminated if a
failover occurs.

No actionNo actionNo failoverState link failed

Each unit marks the failover link as
failed. You should restore the failover
link as soon as possible because the
unit cannot fail over to the standby
unit while the failover link is down.

n/an/aNo failoverFailover link failed during operation

フェールオーバーのライセンス

フェールオーバーユニットは、各ユニット上で同じライセンスを必要としません。両方のユニッ

ト上にライセンスがある場合、これらのライセンスは単一の実行フェールオーバークラスタライ

センスに統合されます。このルールには、いくつかの例外があります。フェールオーバーの正確

なライセンス要件については、次の表を参照してください。
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ライセンス要件モデル

•アクティブ/スタンバイ：Security Plusライセンス。

•アクティブ/アクティブ：サポートなし。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

ASA 5506-Xおよび
ASA 5506W-X

• ASA 5512：Security Plusライセンス。

•その他のモデル：基本ライセンス。

各ユニットに、同じ暗号化ライセンスが必要です。各ユニットに、同じ IPSモジュー
ルライセンスが必要です。両方の装置の IPS側で IPSシグニチャサブスクリプショ
ンも必要です。次のガイドラインを参照してください。

（注）

• IPSシグニチャサブスクリプションを購入するには、IPSがプリインストールさ
れたASAが必要です（製品番号に、たとえばASA5515-IPS-K9のように「IPS」
が含まれている必要があります）。IPSではない製品番号の ASAに IPSシグニ
チャサブスクリプションを購入することはできません。

•両方の装置に IPSシグニチャサブスクリプションが必要です。このサブスクリ
プションはASAライセンスではないため、フェールオーバー間で共有されませ
ん。

• IPSシグニチャサブスクリプションには、装置ごとに個別の IPSモジュールラ
イセンスが必要です。他の ASAのライセンスと同様に、IPSモジュールライセ
ンスも技術的にはフェールオーバークラスタライセンスで共有されます。しか

し、IPSシグニチャサブスクリプションの要件によって、装置ごとに個別の IPS
モジュールライセンスを購入する必要があります。

ASA 5512-X～ ASA
5555-X

•アクティブ/スタンバイ：標準ライセンス。

•アクティブ/アクティブ：サポートなし。

スタンバイ装置に、プライマリ装置と同じモデルライセンスが必要です。各装置に、

同じ暗号化ライセンスが必要です。

（注）

ASAv

基本ライセンスまたは標準ライセンス。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

他のすべてのモデル
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有効な永続キーが必要です。まれに、PAK認証キーを削除できることもあります。キーがす
べて0の場合は、フェールオーバーを有効化するには有効な認証キーを再インストールする必
要があります。

（注）

フェールオーバーのガイドライン

コンテキストモード

•アクティブ/アクティブモードは、マルチコンテキストモードでのみサポートされます。

•マルチコンテキストモードでは、特に注記がない限り、手順はすべてシステム実行スペー
スで実行します。

サポートモデル

• ASA 5506W-X：内部 GigabitEthernet 1/9インターフェイスのインターフェイスモニタリング
を無効にする必要があります。これらのインターフェイスは、デフォルトのインターフェイ

スモニタリングチェックを実行するために通信することができないため、予期されたイン

ターフェイス通信の障害により、スイッチがアクティブからスタンバイに切り替えられ、元

に戻ります。

• FirePOWER 9300の ASA：シャーシ間フェールオーバーを使用して最良の冗長性を確保する
ことを推奨します。

その他のガイドライン

•ローカル CAサーバが設定されている場合、フェールオーバーを有効にできません。CAコ
ンフィギュレーションを削除するには、no crypto ca serverコマンドを使用します。

• ASAフェールオーバーペアに接続されたスイッチ上でポートセキュリティを設定すると、
フェールオーバーイベント発生時に通信に問題が起こることがあります。この問題は、ある

セキュアポートで設定または学習されたセキュアMACアドレスが別のセキュアポートに移
動し、スイッチのポートセキュリティ機能によって違反フラグが付けられた場合に発生しま

す。

•すべてのコンテキストにわたり、1台の装置の最大 250のインターフェイスをモニタできま
す。

•アクティブ/スタンバイフェールオーバーと VPN IPsecトンネルの場合、SNMPを使用して
VPNトンネル上でアクティブユニットとスタンバイユニットの両方をモニタすることはで
きません。スタンバイユニットにはアクティブVPNトンネルがないため、NMSに向けられ
たトラフィックはドロップされます。代わりに、暗号化付き SNMPv3を使用すると、IPsec
トンネルが必要ありません。
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•アクティブ/アクティブフェールオーバーでは、同じコンテキスト内の 2つのインターフェ
イスを同じ ASRグループ内で設定することはできません。

•アクティブ/アクティブフェールオーバーでは、最大 2つのフェールオーバーグループを定
義できます。

•アクティブ/アクティブフェールオーバーでフェールオーバーグループを削除する場合は、
フェールオーバーグループ 1を最後に削除する必要があります。フェールオーバーグルー
プ 1には常に管理コンテキストが含まれます。フェールオーバーグループに割り当てられて
いないコンテキストはすべて、デフォルトでフェールオーバーグループ 1になります。コン
テキストが明示的に割り当てられているフェールオーバーグループは削除できません。

関連トピック

フェールオーバー設定での Auto Updateサーバサポート, （901ページ）

フェールオーバーのデフォルト

デフォルトでは、フェールオーバーポリシーは次の事項が含まれます。

•ステートフルフェールオーバーでの HTTP複製は行われません。

•単一のインターフェイス障害でフェールオーバーが行われます。

•インターフェイスのポーリング時間は 5秒です。

•インターフェイスのホールド時間は 25秒です。

•装置のポーリング時間は 1秒です。

•装置のホールド時間は 15秒です。

•仮想MACアドレスはマルチコンテキストモードで無効化されています。ASASMでは、デ
フォルトで有効になっています。

•すべての物理インタフェイス、またはASASMの場合、すべてのVLANインターフェイスを
モニタリングします。

アクティブ/スタンバイフェールオーバーの設定
アクティブ/スタンバイフェールオーバーを設定するには、プライマリ装置とセカンデリ装置の両
方で基本的なフェールオーバー設定を構成します。その他すべての設定をプライマリ装置でのみ

行った後、セカンデリ装置に設定を同期させます。

High Availability and Scalability Wizardを使用して、手順を踏んでアクティブ/スタンバイフェー
ルオーバーコンフィギュレーションを作成することができます。
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手順

ステップ 1 [Wizards] > [High Availability and Scalability]を選択します。次の手順でこのウィザードのガイドラ
インを確認してください。

ステップ 2 [Failover Peer Connectivity and Compatibility]画面で、ピア装置の IPアドレスを入力します。このア
ドレスは、ASDMアクセスがイネーブルになっているインターフェイスである必要があります。
デフォルトでは、ピアアドレスは ASDM管理インターフェイスのスタンバイアドレスに割り当
てられます。

ステップ 3 [LAN Link Configuration]画面で次のように設定します。

• [Interface]：物理インターフェイス ID、サブインターフェイス ID、冗長インターフェイス
ID、または EtherChannelインターフェイス IDを指定できます。ASASMの場合、インター
フェイスは VLAN IDです。FirePOWER 9300 ASAセキュリティモジュールでは、データタ
イプまたは管理タイプの任意のインターフェイスを使用できます。

• [Active IP Address]：このIPアドレスは、未使用のサブネット上になければなりません。

• [Standby IP Address]：このIPアドレスは、アクティブ IPアドレスと同じネットワーク上にな
ければなりません。

•（オプション）[Communications Encryption]：フェールオーバーリンクの通信を暗号化しま
す。注：秘密キーの代わりに、IPsec事前共有キーを使用することをお勧めします。これは
ウィザードを終了した後に設定できます（フェールオーバーの設定変更,（289ページ）を参
照）。

ステップ 4 ステートフルフェールオーバー用に別のインターフェイスを選択する場合は、[State Link
Configuration]画面で次の設定を行います。

• [Active IP Address]：このIPアドレスは、フェールオーバーリンクとは異なる未使用のサブ
ネット上になければなりません。

• [Standby IP Address]：このIPアドレスは、アクティブ IPアドレスと同じネットワーク上にな
ければなりません。

ステップ 5 [Finish]をクリックすると、ウィザードは [Waiting for Config Sync]画面を表示します。
指定された時間が経過した後に、ウィザードはセカンデリ装置にフェールオーバー設定を送信し、

フェールオーバー設定が完了したことを示す情報画面が表示されます。

•フェールオーバーがセカンデリ装置でイネーブルになっているかどうかわからない場合は、
指定した時間だけ待ちます。

•フェールオーバーがすでにイネーブルなことがわかっている場合は、[Skip configuring peer]を
クリックします。

•セカンデリ装置でフェールオーバーがイネーブルでないことがわかっている場合は、[Stop
waiting xxmore seconds]をクリックすると、フェールオーバーのブートストラップ設定はすぐ
にセカンデリ装置に送信されます。
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アクティブ/アクティブフェールオーバーの設定
ここでは、アクティブ/アクティブフェールオーバーの設定方法について説明します。

High Availability and Scalability Wizardを使用して、手順を踏んでアクティブ/アクティブフェー
ルオーバーコンフィギュレーションを作成することができます。

手順

ステップ 1 [Wizards] > [High Availability and Scalability]を選択します。次の手順でこのウィザードのガイドラ
インを確認してください。

ステップ 2 [Failover Peer Connectivity and Compatibility Check]画面で、ピアの IPアドレスは、ASDMアクセス
がイネーブルになっているインターフェイスでなければなりません。

デフォルトでは、ピアアドレスは、ASDMの接続先インターフェイスのスタンバイアドレスに割
り当てられます。

ステップ 3 [Security Context Configuration]画面では、ウィザード内でマルチコンテキストモードに変換した
場合、管理コンテキストのみが表示されます。ウィザードを終了した後に他のコンテキストを追

加できます。

ステップ 4 [LAN Link Configuration]画面で次のように設定します。

• [Interface]：物理インターフェイス ID、サブインターフェイス ID、冗長インターフェイス
ID、または EtherChannelインターフェイス IDを指定できます。ASASMの場合、インター
フェイスは VLAN IDです。FirePOWER 9300 ASAセキュリティモジュールでは、データタ
イプまたは管理タイプの任意のインターフェイスを使用できます。

• [Active IP Address]：このIPアドレスは、未使用のサブネット上になければなりません。

• [Standby IP Address]：このIPアドレスは、アクティブ IPアドレスと同じネットワーク上にな
ければなりません。

•（オプション）[Communications Encryption]：フェールオーバーリンクの通信を暗号化しま
す。注：秘密キーの代わりに、IPsec事前共有キーを使用することをお勧めします。これは
ウィザードを終了した後に設定できます（フェールオーバーの設定変更,（289ページ）を参
照）。

ステップ 5 ステートフルフェールオーバー用に別のインターフェイスを選択する場合は、[State Link
Configuration]画面で次の設定を行います。

• [Active IP Address]：このIPアドレスは、フェールオーバーリンクとは異なる未使用のサブ
ネット上になければなりません。

• [Standby IP Address]：このIPアドレスは、アクティブ IPアドレスと同じネットワーク上にな
ければなりません。
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ステップ 6 [Finish]をクリックすると、ウィザードは [Waiting for Config Sync]画面を表示します。
指定された時間が経過した後に、ウィザードはセカンダリ装置にフェールオーバー設定を送信し、

フェールオーバー設定が完了したことを示す情報画面が表示されます。

•フェールオーバーがセカンダリ装置でイネーブルになっているかどうかわからない場合は、
指定した時間だけ待ちます。

•フェールオーバーがすでにイネーブルなことがわかっている場合は、[Skip configuring peer]を
クリックします。

•セカンダリ装置でフェールオーバーがイネーブルでないことがわかっている場合は、[Stop
waiting xxmore seconds]をクリックすると、フェールオーバーのブートストラップ設定はすぐ
にセカンダリ装置に送信されます。

オプションのフェールオーバーパラメータの設定

必要に応じてフェールオーバー設定をカスタマイズできます。

フェールオーバー基準とその他の設定の構成

この項で変更可能な多くのパラメータのデフォルト設定については、フェールオーバーのデフォ

ルト, （279ページ）を参照してください。アクティブ/アクティブモードでは、ほとんどの条件
をフェールオーバーグループごとに設定します。ここでは、アクティブ/アクティブモードでの
フェールオーバーグループごとのHTTP複製のイネーブル化について説明します。アクティブ/ス
タンバイモードでHTTP複製を設定する場合は、フェールオーバーの設定変更, （289ページ）を
参照してください。

はじめる前に

•マルチコンテキストモードのシステム実行スペースで次の設定を行います。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [Failover]の順に選択し
ます。

ステップ 2 スタンバイ装置またはコンテキストのコンフィギュレーションを直接変更できないようにするに

は、[Setup]タブをクリックし、[Disable configuration changes on the standby unit]チェックボックス
をオンにします。

デフォルトでは、スタンバイユニットまたはスタンバイコンテキストに対するコンフィギュレー

ションは、警告メッセージ付きで許可されます。
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ステップ 3 [Criteria]タブをクリックします。

ステップ 4 装置のポーリング時間を設定します。

[Failover Poll Times]領域で、次を設定します。

• [UnitFailover]：装置間の Helloメッセージの間の時間。範囲は 1～ 15秒または 200～ 999ミ
リ秒です。

• [UnitHold Time]：装置がフェールオーバーリンク上で Helloメッセージを受信する必要があ
る時間（この時間に受信しなかった場合は、装置がピアの障害のテストプロセスを開始す

る）を設定します。範囲は 1～ 45秒または 800～ 999ミリ秒です。ポーリング時間の 3倍
より少ない値は入力できません。

このペインの他の設定はアクティブ/スタンバイモードにのみ適用されます。アクティ
ブ/アクティブモードでは、フェールオーバーグループごとに残りのパラメータを設定
する必要があります。

（注）

ステップ 5 （アクティブ/アクティブモードのみ）[Active/Active]タブをクリックし、フェールオーバーグルー
プを選択して [Edit]をクリックします。

ステップ 6 （アクティブ/アクティブモードのみ）プリエンプションでの使用時にフェールオーバーグルー
プの優先するロールを変更するには、[Primary]または [Secondary]をクリックします。
ウィザードを使用した場合、フェールオーバーグループ 1はプライマリ装置に割り当てられ、
フェールオーバーグループ 2はセカンダリ装置に割り当てられます。標準以外の設定が必要な場
合は、別の装置を優先するように指定できます。これらの設定は、プリエンプション処理の設定

と併用してのみ使用されます。グループの primaryまたは secondaryの設定にかかわらず、両方の
フェールオーバーグループが最初にブートしたユニットでアクティブになります（それらが同時

に起動したように見える場合でも、一方のユニットが最初にアクティブになります）。

ステップ 7 （アクティブ/アクティブモードのみ）フェールオーバーグループプリエンプションを設定する
には、[Preempt after booting with optional delay of]チェックボックスをオンにします。
グループの primaryまたは secondaryの設定にかかわらず、両方のフェールオーバーグループが最
初にブートしたユニットでアクティブになります（それらが同時に起動したように見える場合で

も、一方のユニットが最初にアクティブになります）。

オプションの delay値に秒数を入力して、その時間フェールオーバーグループが現在の装置でア
クティブ状態に維持され、その後に指定された装置で自動的にアクティブになるようにできます。

有効な値は 1～ 1200です。

手動でフェールオーバーすると、プリエンプション処理のオプションが無視されます。

ステートフルフェールオーバーがイネーブルの場合、プリエンプションは、フェール

オーバーグループが現在アクティブになっている装置から接続が複製されるまで遅延

されます。

（注）

ステップ 8 [Interface Policy]を設定します。

• [Number of failed interfaces that triggers failover]：フェールオーバーをトリガーするために必要
な障害が発生したインターフェイスの具体的な数を1～ 250で定義します。障害が発生した
モニタ対象インターフェイスの数が指定した値を超えると、ASAはフェールオーバーしま
す。
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• [Percentageof failed interfaces that triggers failover]：フェールオーバーをトリガーするために必
要な障害が発生した設定済みインターフェイスの割合を定義します。障害が発生したモニタ

対象インターフェイスの数が設定した割合を超えると、ASAはフェールオーバーします。

[Use system failover interface policy]オプションは使用しないでください。現時点ではグ
ループごとのポリシーのみが設定できます。

（注）

ステップ 9 （アクティブ/スタンバイモード）インターフェイスのポーリング時間を設定します。
[Failover Poll Time]領域で、次を設定します。

• [MonitoredInterfaces]：インターフェイス間でのポーリングの間の時間。範囲は 1～ 15秒また
は 500～ 999ミリ秒です。インターフェイスリンクがダウンしていると、インターフェイス
のテストは実行されず、設定されたフェールオーバー基準に障害のあるインターフェイスの

数が合致するか、または基準を超過している場合、スタンバイ装置は、1つのインターフェ
イスポーリング期間内でアクティブになります。

• [InterfaceHold Time]：データインターフェイスが helloメッセージを受信する必要がある時間
を設定します。この時間が経過するとピアの障害発生が宣言されます。ポーリング時間の 5
倍に満たない保持時間は入力できません。有効な値は 5～ 75秒です。

アクティブ/アクティブモードの場合、[Add/Edit Failover Group]ダイアログボックスでインター
フェイスポーリング時間を設定します。

ステップ 10 （アクティブ/アクティブモードのみ）HTTP複製をイネーブルにするには、[EnableHTTPReplication]
チェックボックスをオンにします。

セッションの複製レートについては、「フェールオーバーの設定変更,（289ページ）」の項を参
照してください。

フェールオーバーの使用時にスタンバイユニットから HTTPフローを削除すると、遅
延のために、show conn countの出力はアクティブなユニットとスタンバイユニットで
異なる数を表示する可能性があります。数秒待ってからコマンドを再発行すると、両方

のユニットで同じ番号が表示されるようになります。

（注）

ステップ 11 仮想MACアドレスを設定します。

•アクティブ/スタンバイモード：[MAC Addresses]タブをクリックし、[Add]をクリックしま
す。

[Add/Edit Interface MAC Address]ダイアログボックスが表示されます。

•アクティブ/アクティブモード：[Active/Active]タブの下部に移動します。

他の方法を使用してMACアドレスを設定することもできますが、1つの方法だけを使用すること
を推奨します。複数の方法を使用してMACアドレスを設定した場合は、どのMACアドレスが使
用されるかは多くの可変要素によって決まるため、予測できないことがあります。

a) [Physical Interface]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。
b) [Active MAC Address]フィールドに、アクティブインターフェイスの新しいMACアドレスを
入力します。

c) [StandbyMACAddress]フィールドに、スタンバイインターフェイスの新しいMACアドレスを
入力します。
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d) [OK]をクリックします。（アクティブ/アクティブモードのみ）再度 [OK]をクリックします。

ステップ 12 [Apply]をクリックします。

インターフェイスモニタリングの設定およびスタンバイアドレスの設定

デフォルトでは、すべての物理インターフェイス、（ASASMの場合は）すべてのVLANインター
フェイス、および ASAにインストールされるすべてのハードウェア/ソフトウェアモジュール
（ASAFirePOWERモジュールなど）でモニタリングが有効化されています。重要度の低いネット
ワークに接続されているインターフェイスがフェールオーバーポリシーに影響を与えないように

除外できます。

ウィザードでスタンバイ IPアドレスを設定しなかった場合は、手動で設定できます。

はじめる前に

•装置ごとに最大 250のインターフェイスをモニタできます（マルチコンテキストモードの
すべてのコンテキストにわたって）。

•マルチコンテキストモードで、各コンテキスト内のインターフェイスを設定します。

手順

ステップ 1 シングルモードでは、[Configuration] > [Device Management] > [High Availability] > [Failover] >
[Interfaces]の順に選択します。
マルチコンテキストモードでは、コンテキスト内で [Configuration]> [DeviceManagement]> [Failover]
> [Interfaces]を選択します。

設定されているインターフェイスのリストが、ASAFirePOWERモジュールなどのすべてのインス
トール済みのハードウェア/ソフトウェアモジュールと共に表示されます。[Monitored]カラムに、
フェールオーバー基準の一部としてインターフェイスがモニタされているかどうかが表示されま

す。モニタされている場合は、[Monitored]チェックボックスがオンになっています。
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特定のハードウェア/ソフトウェアモジュールの障害によってフェールオーバーをトリガーするこ
とが望ましくない場合は、モジュールのモニタリングを無効化できます。なお、ASA 5585-Xで
は、サービスモジュールのモニタリングを無効にする場合、個別にモニタされるモジュール上の

各インターフェイスのモニタリングを無効にすることもできます。

各インターフェイスの IPアドレスが [Active IPAddress]カラムに表示されます。インターフェイス
のスタンバイ IPアドレスが設定されている場合は、[Standby IP address]カラムに表示されます。
フェールオーバーリンクおよびステートリンクについては IPアドレスは表示されません。これ
らのアドレスはこのタブから変更できません。

ステップ 2 表示されているインターフェイスのモニタリングをディセーブルにするには、インターフェイス

の [Monitored]チェックボックスをオフにします。

ステップ 3 表示されているインターフェイスのモニタリングをイネーブルにするには、インターフェイスの

[Monitored]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 スタンバイ IPアドレスを持っていない各インターフェイスに対して、[Standby IP Address]フィー
ルドをダブルクリックしてフィールドに IPアドレスを入力します。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

非対称にルーティングされたパケットのサポートの設定（アクティブ/アクティブ
モード）

アクティブ/アクティブフェールオーバーでの実行中に、ピア装置を経由して開始された接続に対
する返送パケットを、装置が受信する場合があります。そのパケットを受信するASAにはそのパ
ケットの接続情報がないために、パケットはドロップされます。このドロップが多く発生するの

は、アクティブ/アクティブフェールオーバーペアの 2台のASAが異なるサービスプロバイダー
に接続されており、アウトバウンド接続に NATアドレスが使用されていない場合です。

返送パケットのドロップは、非対称にルーティングされたパケットを許可することによって防ぐ

ことができます。そのためには、それぞれの ASAの同様のインターフェイスを同じ ASRグルー
プに割り当てます。たとえば、両方のASAが、内部インターフェイスでは同じ内部ネットワーク
に接続している一方、外部インターフェイスでは別の ISPに接続しているとします。プライマリ
装置で、アクティブコンテキストの外部インターフェイスをASRグループ 1に割り当て、セカン
ダリ装置でも、アクティブコンテキストの外部インターフェイスを同じASRグループ 1に割り当
てます。プライマリ装置の外部インターフェイスがセッション情報を持たないパケットを受信す

ると、同じグループ（この場合 ASRグループ 1）内のスタンバイコンテキストの他のインター
フェイスのセッション情報をチェックします。一致する情報が見つからない場合、パケットはド

ロップされます。一致する情報が見つかると、次の動作のうちいずれかが開始します。

•着信トラフィックがピア装置に発信されると、レイヤ 2ヘッダーの一部またはすべてが書き
直され、パケットは他の装置にリダイレクトされます。このリダイレクトは、セッションが

アクティブである限り続行されます。

•着信トラフィックが同じ装置の別のインターフェイスに発信されると、レイヤ 2ヘッダーの
一部またはすべてが書き直され、パケットはストリームに再注入されます。
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この機能は、非対称ルーティングを提供しません。非対称にルーティングされたパケットを正

しいインターフェイスに戻します。

（注）

次の図に、非対称にルーティングされたパケットの例を示します。

図 41：ASR の例

1 アウトバウンドセッションが、アクティブな SecAppAコンテキストを持つ ASAを通過しま
す。このパケットは、インターフェイス外の ISP-A（192.168.1.1）から送信されます。

2 非対称ルーティングがアップストリームのどこかで設定されているため、リターントラフィッ

クは、アクティブな SecAppBコンテキストを持つ ASAのインターフェイス外部の ISP-B
（192.168.2.2）経由で戻ります。

3 通常、リターントラフィックは、そのインターフェイス 192.168.2.2上にリターントラフィッ
クに関するセッション情報がないので、ドロップされます。しかし、このインターフェイス

は、ASRグループ 1の一部として設定されています。装置は、同じASRグループ IDで設定さ
れた他のインターフェイス上のセッションを探します。

4 このセッション情報は、SecAppBを持つ装置上のスタンバイ状態のインターフェイスoutsideISP-A
（192.168.1.2）にあります。ステートフルフェールオーバーは、SecAppAからSecAppBにセッ
ション情報を複製します。

5 ドロップされる代わりに、レイヤ2ヘッダーはインターフェイス192.168.1.1の情報で書き直さ
れ、トラフィックはインターフェイス192.168.1.2からリダイレクトされます。そこから、発信
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元の装置のインターフェイスを経由して戻ります（SecAppAの192.168.1.1）。この転送は、必
要に応じて、セッションが終了するまで続行されます。

はじめる前に

•ステートフルフェールオーバー：アクティブフェールオーバーグループにあるインターフェ
イスのセッションのステート情報を、スタンバイフェールオーバーグループに渡します。

• replication http：HTTPセッションのステート情報は、スタンバイフェールオーバーグループ
に渡されないため、スタンバイインターフェイスに存在しません。ASAが非対称にルーティ
ングされた HTTPパケットを再ルーティングできるように、HTTPステート情報を複製する
必要があります。

•プライマリ装置およびセカンダリ装置の各アクティブコンテキスト内でこの手順を実行しま
す。

•コンテキスト内にASRグループとトラフィックゾーンの両方を設定することはできません。
コンテキスト内にゾーンを設定した場合、どのコンテキストインターフェイスもASRグルー
プに含めることはできません。

手順

ステップ 1 プライマリ装置のアクティブコンテキストで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [ASR
Groups]の順に選択します。

ステップ 2 非対称にルーティングされたパケットを受信するインターフェイスについて、ドロップダウンリ

ストから ASRグループ IDを選択します。

ステップ 3 [Apply]をクリックし、変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 4 ASDMをセカンダリ装置に接続し、プライマリ装置のコンテキストと同様のアクティブコンテキ
ストを選択します。

ステップ 5 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [ASR Groups]の順に選択します。

ステップ 6 この装置の同様のインターフェイスについて、同じ ASRグループ IDを選択します。

ステップ 7 [Apply]をクリックし、変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

フェールオーバーの管理

この項では、フェールオーバーの設定を変更する方法、ある装置から別の装置にフェールオー

バーを強制実行する方法など、フェールオーバーをイネーブルにした後にフェールオーバー装置

を管理する方法について説明します。

関連トピック

オプションのフェールオーバーパラメータの設定, （282ページ）
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フェールオーバーの設定変更

ウィザードを使用しない場合や、設定を変更する場合に、手動でフェールオーバーを設定できま

す。ここでは、ウィザードに含まれていないため手動で設定する必要がある次のオプションにつ

いても説明します。

•フェールオーバートラフィックを暗号化するための IPsec事前共有キー

• HTTP複製レート

• HTTP複製（アクティブ/スタンバイモード）

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースでこの手順を実行します。

手順

ステップ 1 シングルモードでは、[Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] >
[Failover] > [Setup]を選択します。
マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで [Configuration] > [Device Management]
> [Failover] > [Setup]を選択します。

ステップ 2 [Enable Failover]チェックボックスをオンにします。
デバイスに変更を適用するまで、フェールオーバーは実際にはイネーブルになりませ

ん。

（注）

ステップ 3 フェールオーバーリンクおよびステートリンクの通信を暗号化するには、次のオプションのいず

れかを使用します。

• [IPsec Preshared Key]（優先）：フェールオーバー装置間のフェールオーバーリンクで IPsec
LAN-to-LANトンネルを確立するために、IKEv2によって使用される事前共有キーです。注：
フェールオーバーLAN-to-LANトンネルは、IPsec（他のVPN）ライセンスには適用されませ
ん。

• [SecretKey]：フェールオーバー通信の暗号化に使用される秘密キーを入力します。このフィー
ルドを空白のままにした場合は、コマンド複製中に送信されるコンフィギュレーション内の

パスワードまたはキーを含め、フェールオーバー通信がクリアテキストになります。

[Use 32 hexadecimal character key]：秘密キーに 32文字の 16進キーを使用するには、このチェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 4 [LAN Failover]領域で、フェールオーバーリンクの次のパラメータを設定します。

• [Interface]：フェールオーバーリンクに使用するインターフェイスを選択します。フェール
オーバーには専用インターフェイスが必要ですが、ステートフルフェールオーバーとイン

ターフェイスを共有できます。

このリストには、未設定のインターフェイスまたはサブインターフェイスのみが表示され、

フェールオーバーリンクとして選択できます。インターフェイスをフェールオーバーリン

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

289

フェールオーバーの管理



クに指定すると、そのインターフェイスは [Configuration] > [Interfaces]ペインでは編集できま
せん。

• [LogicalName]：「failover」などのフェールオーバー通信に使用するインターフェイスの論理
名を指定します。この名前は情報を提供するためのものです。

• [Active IP]：インターフェイスのアクティブ IPアドレスを指定します。IPアドレスは、IPv4
または IPv6アドレスのどちらにすることもできます。この IPアドレスは未使用のサブネッ
ト上になければなりません。

• [Standby IP]：インターフェイスのスタンバイ IPアドレスを指定します。アクティブ IPアド
レスと同じサブネット上のアドレスを指定します。

• [SubnetMask]：サブネットマスクを指定します。

• [Preferred Role]：この ASAの優先されるロールがプライマリ装置であるかセカンダリ装置で
あるかを指定するために、[Primary]または [Secondary]を選択します。

ステップ 5 （オプション）次の手順でステートリンクを設定します。

• [Interface]：ステートリンクに使用するインターフェイスを選択します。選択できるのは、未
設定のインターフェイスまたはサブインターフェイス、フェールオーバーリンク、または

[--Use Named--]オプションです。
フェールオーバーリンク専用インターフェイスとステートリンク専用インターフェ

イスの 2つのインターフェイスを別々に使用することを推奨します。
（注）

未設定のインターフェイスまたはサブインターフェイスを選択した場合、そのインターフェ

イスのアクティブ IP、サブネットマスク、論理名、およびスタンバイ IPを入力する必要が
あります。

フェールオーバーリンクを選択した場合は、アクティブ IP、サブネットマスク、論理名、
およびスタンバイ IPの値を指定する必要はありません。フェールオーバーリンクに指定さ
れている値が使用されます。

[--UseNamed--]オプションを選択した場合、[LogicalName]フィールドは、名前のついたイン
ターフェイスのドロップダウンリストになります。このリストからインターフェイスを選択

します。アクティブ IP、サブネットマスク/プレフィックスの長さ、スタンバイ IPの値を指
定する必要はありません。そのインターフェイスに指定された値が使用されます。

• [LogicalName]：「state」などのステート通信に使用するインターフェイスの論理名を指定し
ます。この名前は情報を提供するためのものです。

• [Active IP]：インターフェイスのアクティブ IPアドレスを指定します。IPアドレスは、IPv4
または IPv6アドレスのどちらにすることもできます。この IPアドレスは、フェールオーバー
リンクとは異なる未使用のサブネット上になければなりません。

• [Standby IP]：インターフェイスのスタンバイ IPアドレスを指定します。アクティブ IPアド
レスと同じサブネット上のアドレスを指定します。

• [SubnetMask]：サブネットマスクを指定します。

•（オプション、アクティブ/スタンバイのみ）[EnableHTTPReplication]：このオプションによ
り、アクティブHTTPセッションをスタンバイファイアウォールにコピーするステートフル
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フェールオーバーがイネーブルになります。HTTP複製を許可しない場合、HTTP接続は
フェールオーバーの発生時に切断されます。アクティブ/アクティブモードでは、フェール
オーバーグループごとに HTTP複製を設定します。

フェールオーバーを使用しているときに、スタンバイ装置からHTTPフローを削除
すると遅延が生じます。このため show conn count出力には、アクティブ装置とス
タンバイ装置で異なる数が表示されることがあります。数秒待ってコマンドを再

発行すると、両方の装置で同じカウントが表示されます。

（注）

ステップ 6 [Replication]領域で、セッション複製レートを 1秒あたり接続数で設定します。最小および最大
レートはモデルによって決まります。デフォルトは最大レートです。デフォルトを使用するには、

[Use Default]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。
コンフィギュレーションがデバイスに保存されます。

ステップ 8 フェールオーバーをイネーブルにすると、フェールオーバーピアを設定するためのダイアログ

ボックスが表示されます。

•後でフェールオーバーピアに接続して手動で同様の設定を行う場合は、[No]をクリックしま
す。

• ASDMによって自動的にフェールオーバーピア上の関連するフェールオーバー設定が行われ
るようにするには、[Yes]をクリックします。[Peer IP Address]フィールドにピアの IPアドレ
スを指定します。

フェールオーバーの強制実行

スタンバイ装置を強制的にアクティブにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースでこの手順を実行します。

手順

ステップ 1 フェールオーバーを装置レベルで強制するには次を行います。

a) コンテキストモードに応じて画面を選択します。

•シングルコンテキストモードでは、[Monitoring] > [Properties] > [Failover] > [Status]を選択
します。

•マルチコンテキストモードでは、システムで [Monitoring] > [Failover] > [System]を選択し
ます。

b) 次のいずれかのボタンをクリックします。
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• [Make Active]をクリックすると、この装置がアクティブ装置になります。

• [Make Standby]をクリックすると、相手装置がアクティブ装置になります。

ステップ 2 （アクティブ/アクティブモードのみ）フェールオーバーをフェールオーバーグループレベルで
強制するには次を行います。

a) システムで、[Monitoring] > [Failover] > [Failover Group #]を開きます。#は、制御するフェール
オーバーグループの番号です。

b) 次のいずれかのボタンをクリックします。

• [Make Active]をクリックすると、この装置でフェールオーバーグループがアクティブに
なります。

• [Make Standby]をクリックすると、相手装置でフェールオーバーグループがアクティブに
なります。

フェールオーバーのディセーブル化

1つまたは両方の装置でフェールオーバーをディセーブルにすると、リロードするまで各装置の
アクティブおよびスタンバイ状態が維持されます。アクティブ/アクティブフェールオーバーペ
アの場合、どの装置を優先するように設定されていようと、フェールオーバーグループはアク

ティブであるすべての装置でアクティブ状態のまま維持されます。

フェールオーバーをディセーブルにする際、次の特性を参照してください。

•スタンバイ装置/コンテキストはスタンバイモードのまま維持されるので、両方の装置はト
ラフィックの転送を開始しません（これは疑似スタンバイ状態と呼ばれます）。

•スタンバイ装置/コンテキストは、アクティブ装置/コンテキストに接続されていない場合で
もそのスタンバイ IPアドレスを引き続き使用します。

•スタンバイ装置/コンテキストによる、フェールオーバー上における接続に対するリッスンは
継続されます。フェールオーバーをアクティブ装置/コンテキストで再度イネーブルにする
と、そのコンフィギュレーションの残りが再同期化された後に、スタンバイ装置/コンテキス
トが通常のスタンバイ状態に戻ります。

•スタンバイ装置で手動でフェールオーバーをイネーブルにしてアクティブ化しないでくださ
い。代わりに、フェールオーバーの強制実行,（291ページ）を参照してください。スタンバ
イ装置でフェールオーバーをイネーブルにすると、MACアドレスの競合が発生し、IPv6ト
ラフィックが中断される可能性があります。

•完全にフェールオーバーをディセーブルにするには、no failoverコンフィギュレーションを
スタートアップコンフィギュレーションに保存してからリロードします。
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はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースでこの手順を実行します。

手順

ステップ 1 シングルモードでは、[Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] >
[Failover] > [Setup]を選択します。
マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで [Configuration] > [Device Management]
> [Failover] > [Setup]を選択します。

ステップ 2 [Enable Failover]チェックボックスをオフにします。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ステップ 4 完全にフェールオーバーをディセーブルにするには、コンフィギュレーションを保存してをリロー

ドします。

a) [Save]ボタンをクリックします。
b) [Tools]> [System Reload]を選択して、ASAをリロードします。

障害が発生した装置の復元

障害が発生した装置を障害のない状態に復元するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースでこの手順を実行します。

手順

ステップ 1 フェールオーバーを装置レベルで復元するには次を行います。

a) コンテキストモードに応じて画面を選択します。

•シングルコンテキストモードでは、[Monitoring] > [Properties] > [Failover] > [Status]を選択
します。

•マルチコンテキストモードでは、システムで [Monitoring] > [Failover] > [System]を選択し
ます。

b) [Reset Failover]をクリックします。

ステップ 2 （アクティブ/アクティブモードのみ）フェールオーバーをフェールオーバーグループレベルで
復元するには次を行います。

a) システムで、[Monitoring] > [Failover] > [Failover Group #]を開きます。#は、制御するフェール
オーバーグループの番号です。
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b) [Reset Failover]をクリックします。

コンフィギュレーションの再同期

複製されたコマンドは、実行コンフィギュレーションに保存されます。複製されたコマンドをス

タンバイ装置のフラッシュメモリに保存するには、[File]> [Save Running Configuration to Flash]の
順に選択します。

モニタリング フェールオーバー

このセクションでは、フェールオーバーステータスをモニタできます。

フェールオーバーメッセージ

フェールオーバーが発生すると、両方の ASAがシステムメッセージを送信します。

フェールオーバーの syslog メッセージ

ASAは、深刻な状況を表すプライオリティレベル 2のフェールオーバーについて、複数の syslog
メッセージを発行します。これらのメッセージを表示するには、『syslogメッセージガイド』を
参照してください。フェールオーバーに関連付けられているメッセージ IDの範囲は次のとおりで
す：101xxx、102xxx、103xxx、104xxx、105xxx、210xxx、311xxx、709xxx、727xxx。たとえば、
105032および 105043はフェールオーバーリンクとの問題を示しています。

フェールオーバーの最中に、ASAは論理的にシャットダウンした後、インターフェイスを起
動し、syslogメッセージ 411001および 411002を生成します。これは通常のアクティビティで
す。

（注）

フェールオーバーデバッグメッセージ

デバッグメッセージを表示するには、debugfoverコマンドを入力します。詳細については、コマ
ンドリファレンスを参照してください。

CPUプロセスではデバッグ出力に高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力
を行うとシステムパフォーマンスに大きく影響することがあります。このため、debug fover
コマンドは、特定の問題に対するトララブルシューティングや、CiscoTACとのトラブルシュー
ティングセッションに限定して使用してください。

（注）
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SNMP のフェールオーバートラップ

フェールオーバーに対する SNMP syslogトラップを受信するには、SNMPトラップを SNMP管理
ステーションに送信するように SNMPエージェントを設定し、syslogホストを定義し、お使いの
SNMP管理ステーションに Cisco syslog MIBをコンパイルします。

フェールオーバーステータスのモニタリング

フェールオーバーイベントが発生した後、デバイスのモニタリングを継続するには、ASDM
を再起動するか、または [Devices]ペインに表示される別のデバイスに切り替えて、元の ASA
に戻る手順を実行する必要があります。この操作が必要なのは、ASDMがデバイスから切断さ
れて再接続された場合、接続のモニタリングが再確立されないためです。

（注）

[Monitoring] > [Properties] > [Failover]を選択して、アクティブ/スタンバイフェールオーバーを
モニタします。

[Monitoring] > [Properties] > [Failover]領域で次の画面を使用して、アクティブ/アクティブフェール
オーバーをモニタします。

システム

[System]ペインには、システムのフェールオーバー状態が表示されます。また、システムのフェー
ルオーバー状態を次の方法で制御できます。

•デバイスのアクティブ/スタンバイ状態を切り替える。

•障害が発生したデバイスをリセットする。

•スタンバイ装置をリロードする。

フィールド

[Failover state of the system]：表示専用。ASAのフェールオーバー状態を表示します。表示される
情報は、show failoverコマンドで受け取る出力と同じです。表示出力に関する詳細については、
コマンドリファレンスを参照してください。

[System]ペインでは、次のアクションを使用できます。

• [MakeActive]：アクティブ/スタンバイコンフィギュレーションで、このボタンをクリックす
ると、ASAがアクティブ装置になります。アクティブ/アクティブコンフィギュレーション
で、このボタンをクリックすると、ASAで両方のフェールオーバーグループがアクティブ
になります。

• [Make Standby]：アクティブ/スタンバイペアで、このボタンをクリックすると、ASAがスタ
ンバイ装置になります。アクティブ/アクティブコンフィギュレーションで、このボタンを
クリックすると、ASAで両方のフェールオーバーグループがスタンバイ状態になります。
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• [Reset Failover]：このボタンをクリックして、システムを障害状態からスタンバイ状態にリ
セットします。システムをアクティブ状態にはリセットできません。アクティブ装置でこの

ボタンをクリックすると、スタンバイ装置がリセットされます。

• [Reload Standby]：このボタンをクリックして、スタンバイ装置を強制的にリロードします。

• [Refresh]：このボタンをクリックして、[system]フィールドのフェールオーバー状態にあるス
テータス情報をリフレッシュします。

フェールオーバーグループ 1 およびフェールオーバーグループ 2

[Failover Group 1]ペインおよび [Failover Group 2]ペインには、選択したグループのフェールオー
バー状態が表示されます。また、グループのアクティブ/スタンバイ状態を切り替えるか、または
障害が発生したグループをリセットして、グループのフェールオーバー状態を制御することもで

きます。

フィールド

[Failover state of Group[x]]：表示専用。選択したフェールオーバーグループのフェールオーバー状
態を表示します。表示される情報は、show failovergroupコマンドから受け取る出力と同じです。

このペインで次のアクションを実行できます。

• [Make Active]：このボタンをクリックして、フェールオーバーグループを ASAのアクティ
ブユニットにします。

• [Make Standby]：このボタンをクリックして、フェールオーバーグループをASAで強制的に
スタンドバイ状態にします。

• [Reset Failover]：このボタンをクリックして、システムを障害状態からスタンバイ状態にリ
セットします。システムをアクティブ状態にはリセットできません。アクティブ装置でこの

ボタンをクリックすると、スタンバイ装置がリセットされます。

• [Refresh]：このボタンをクリックして、[system]フィールドのフェールオーバー状態にあるス
テータス情報をリフレッシュします。

フェールオーバーの履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。7.0(1)アクティブ/スタンバイフェールオーバー

この機能が導入されました。7.0(1)アクティブ/アクティブフェールオーバー

フェールオーバーリンクの暗号化用に 16進数値が指定
できるようになりました。

次の画面が変更になりました。[Configuration] > [Device
Management] > [High Availability] > [Failover] > [Setup]。

7.0(4)フェールオーバーキーの 16進数値サポート
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機能情報リリース機能名

フェールオーバーキーが、実行コンフィギュレーショ

ンとスタートアップコンフィギュレーションの共有キー

を暗号化するマスターパスフレーズをサポートするよ

うになりました。一方の ASAから他方に共有秘密をコ
ピーする場合、たとえば、more system:running-config
コマンドを使用して、正常に暗号化共有キーをコピーし

て貼り付けることができます。

failover keyの共有秘密は、showrunning-config
の出力に *****と表示されます。このマスク
されたキーはコピーできません。

（注）

ASDMの変更はありませんでした。

8.3(1)フェールオーバーキーのマスターパスフレー

ズのサポート

次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Device Management] > [High Availability]
> [Failover] > [Setup]。

[Configuration] > [Device Management] > [High Availability]
> [Failover] > [Interfaces]。

8.2(2)フェールオーバーに IPv6のサポートが追加
されました。

以前のバージョンのソフトウェアでは「同時」ブート

アップが許可されていたため、フェールオーバーグルー

プを優先ユニットでアクティブにするpreemptコマンド
は必要ありませんでした。しかし、この機能は、両方の

フェールオーバーグループが最初に起動するユニット

でアクティブになるように変更されました。

9.0(1)「同時」ブートアップ中のフェールオーバー

グループのユニットの設定の変更。

フェールオーバーキーに独自の暗号化を使用する代わ

りに、フェールオーバーリンクおよびステートリンク

の暗号化に IPsec LAN-to-LANトンネルが使用できるよ
うになりました。

フェールオーバー LAN-to-LANトンネルは、
IPsec（他のVPN）ライセンスには適用されま
せん。

（注）

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [High Availability] > [Failover] > [Setup]。

9.1(2)フェールオーバーリンクおよびステートリ

ンクの通信を暗号化する IPsec LAN-to-LAN
トンネルのサポート
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機能情報リリース機能名

ASAはデフォルトで、インストール済みハードウェア
モジュール（ASA FirePOWERモジュールなど）のヘル
スモニタリングを行います。特定のハードウェアモ

ジュールの障害によってフェールオーバーをトリガーす

ることが望ましくない場合は、モジュールのモニタリン

グをディセーブルにできます。

次の画面が変更されました。[Configuration] >[Device
Management] > [High Availability and Scalability] > [Failover]
> [Interfaces]

9.3(1)ハードウェアモジュールのヘルスモニタリ

ングの無効化

通常のコンフィギュレーションの同期を除いてスタンバ

イ装置上で変更ができないように、スタンバイ装置（ア

クティブ/スタンバイフェールオーバー）またはスタン
バイコンテキスト（アクティブ/アクティブフェール
オーバー）のコンフィギュレーション変更をロックでき

るようになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] >[Device
Management] > [High Availability and Scalability] > [Failover]
> [Setup]

9.3(2)フェールオーバーペアのスタンバイ装置また

はスタンバイコンテキストのコンフィギュ

レーション変更のロック
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第 10 章

ASA クラスタ

クラスタリングを利用すると、複数の ASAをグループ化して、1つの論理デバイスにすること
ができます。クラスタは、単一デバイスのすべての利便性（管理、ネットワークへの統合）を備

える一方で、複数デバイスによって高いスループットおよび冗長性を達成します。

一部の機能は、クラスタリングを使用する場合、サポートされません。クラスタリングでサ

ポートされない機能, （326ページ）を参照してください。
（注）

• ASAクラスタリングの概要, 299 ページ

• ASAクラスタリングのライセンス, 334 ページ

• ASAクラスタリングの前提条件, 334 ページ

• ASAクラスタリングのガイドライン, 336 ページ

• ASAクラスタリングのデフォルト, 340 ページ

• ASAクラスタリングの設定, 340 ページ

• ASAクラスタメンバの管理, 360 ページ

• ASAクラスタのモニタリング, 367 ページ

• ASAクラスタリングの例, 368 ページ

• ASAクラスタリングの履歴, 381 ページ

ASA クラスタリングの概要
ここでは、クラスタリングアーキテクチャとその動作について説明します。
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ASA クラスタをネットワークに適合させる方法
クラスタは、1つのユニットとして機能する複数のASAから構成されます。ASAをクラスタとし
て機能させるには、次のインフラストラクチャが必要です。

•クラスタ内通信用の、隔離された高速バックプレーンネットワーク。クラスタ制御リンクと
呼ばれます。

•各 ASAへの管理アクセス（コンフィギュレーションおよびモニタリングのため）。

クラスタをネットワーク内に配置するときは、クラスタが送受信するデータのロードバランシン

グを、アップストリームおよびダウンストリームのルータが次のいずれかの方法でできることが

必要です。

•スパンド EtherChannel（推奨）：クラスタ内の複数のメンバのインターフェイスをグループ
化して 1つの EtherChannelとします。この EtherChannelがユニット間のロードバランシング
を実行します。

•ポリシーベースルーティング（ルーテッドファイアウォールモードのみ）：アップストリー
ムとダウンストリームのルータが、ルートマップと ACLを使用してユニット間のロードバ
ランシングを実行します。

•等コストマルチパスルーティング（ルーテッドファイアウォールモードのみ）：アップス
トリームとダウンストリームのルータが、等コストのスタティックまたはダイナミックルー

トを使用してユニット間のロードバランシングを実行します。

関連トピック

ASAクラスタリングのライセンス, （334ページ）
クラスタ制御リンク, （304ページ）
ASAクラスタ管理, （310ページ）
スパンド EtherChannel（推奨）, （302ページ）
ポリシーベースルーティング（ルーテッドファイアウォールモードのみ）, （316ページ）
等コストマルチパスルーティング（ルーテッドファイアウォールモードのみ）, （317ペー
ジ）

パフォーマンススケーリング係数

複数のユニットを結合して 1つのクラスタとしたときに、期待できるパフォーマンスの概算値は
次のようになります。

•合計スループットの 70 %

•最大接続数の 60 %

•接続数/秒の 50 %
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たとえば、スループットについては、ASA 5585-Xと SSP-40が処理できる実際のファイアウォー
ルトラフィックは、単独動作時は約10Gbpsとなります。8ユニットのクラスタでは、合計スルー
プットの最大値は約 80 Gbps（8ユニット x 10 Gbps）の 70 %、つまり 56 Gbpsとなります。

クラスタメンバー

クラスタメンバは連携して動作し、セキュリティポリシーおよびトラフィックフローの共有を

実現します。ここでは、各メンバのロールの特長について説明します。

Bootstrap Configuration

各デバイスで、最小限のブートストラップコンフィギュレーション（クラスタ名、クラスタ制御

リンクインターフェイスなどのクラスタ設定）を設定します。クラスタリングを最初にイネーブ

ルにしたユニットが一般的にはプライマリユニットとなります。以降のユニットに対してクラス

タリングをイネーブルにすると、そのユニットはセカンデリとしてクラスタに参加します。

標準出荷単位とセカンダリ単位の役割

クラスタのメンバーの 1つが標準出荷単位です。プライマリユニットは、ブートストラップコン
フィギュレーション内のプライオリティ設定によって決まります。プライオリティは 1～ 100の
範囲内で設定され、1が最高のプライオリティです。他のすべてのメンバーはセカンダリ単位で
す。一般的には、クラスタを作成した後で最初に追加したユニットがプライマリユニットとなり

ます。これは単に、その時点でクラスタに存在する唯一のユニットであるからです。

すべてのコンフィギュレーション作業（ブートストラップコンフィギュレーションを除く）は、

プライマリユニットでのみ実行する必要があります。コンフィギュレーションはその後、セカン

ダリユニットに複製されます。物理資産（たとえばインターフェイス）の場合は、プライマリユ

ニットのコンフィギュレーションがすべてのセカンダリユニット上でミラーリングされます。た

とえば、GigabitEthernet 0/1を内部インターフェイスとして、GigabitEthernet 0/0を外部インター
フェイスとして設定した場合は、これらのインターフェイスはセカンダリユニット上でも、内部

および外部のインターフェイスとして使用されます。

機能によっては、クラスタ内でスケーリングしないものがあり、そのような機能についてはプラ

イマリユニットがすべてのトラフィックを処理します。

関連トピック

クラスタリングの中央集中型機能, （327ページ）

プライマリユニット選定

クラスタのメンバーは、クラスタ制御リンクを介して通信してプライマリユニットを選定しま

す。方法は次のとおりです。

1 ユニットに対してクラスタリングをイネーブルにしたとき（または、クラスタリングがイネー

ブル済みの状態でそのユニットを初めて起動したとき）に、そのユニットは選定要求を3秒間
隔でブロードキャストします。
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2 プライオリティの高い他のユニットがこの選定要求に応答します。プライオリティは 1～ 100
の範囲内で設定され、1が最高のプライオリティです。

3 45秒経過しても、プライオリティの高い他のユニットからの応答を受信していない場合は、そ
のユニットがプライマリになります。

最高のプライオリティを持つユニットが複数ある場合は、クラスタユニット名、次にシリア

ル番号を使用してプライマリが決定されます。

（注）

4 後からクラスタに参加したユニットのプライオリティの方が高い場合でも、そのユニットが自

動的にプライマリユニットになることはありません。既存のプライマリユニットは常にプラ

イマリのままです。ただし、プライマリユニットが応答を停止すると、その時点で新しいプラ

イマリユニットが選定されます。

特定のユニットを手動で強制的にプライマリにすることができます。中央集中型機能について

は、プライマリユニット変更を強制するとすべての接続がドロップされるので、新しいプラ

イマリユニット上で接続を再確立する必要があります。

（注）

関連トピック

クラスタリングの中央集中型機能, （327ページ）

クラスタインターフェイス

データインターフェイスは、スパンド EtherChannelとして設定することも、個別インターフェイ
スとして設定することもできます。1つのクラスタ内のすべてのデータインターフェイスのタイ
プが同一であることが必要です。

スパンド EtherChannel（推奨）

シャーシあたり 1つ以上のインターフェイスをグループ化して、クラスタのすべてのシャーシに
広がる EtherChannelとすることができます。EtherChannelによって、チャネル内の使用可能なす
べてのアクティブインターフェイスのトラフィックが集約されます。スパンド EtherChannelは、
ルーテッドとトランスペアレントのどちらのファイアウォールモードでも設定できます。ルー

テッドモードでは、EtherChannelは単一の IPアドレスを持つルーテッドインターフェイスとして
設定されます。トランスペアレントモードでは、IPアドレスはブリッジグループメンバーではな
く BVIに割り当てられます。EtherChannelは初めから、ロードバランシング機能を基本的動作の
一部として備えています。
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個別インターフェイス（ルーテッドファイアウォールモードのみ）

個別インターフェイスは通常のルーテッドインターフェイスであり、それぞれが専用のローカル

IPアドレスを持ちます。インターフェイスコンフィギュレーションはプライマリユニット上だけ
で行う必要があるため、このインターフェイスコンフィギュレーションの中で IPアドレスプー
ルを設定して、このプールのアドレスをクラスタメンバー（プライマリ用を含む）のインター

フェイスに使用させることができます。メインクラスタ IPアドレスはそのクラスタの固定アドレ
スであり、常に現在のプライマリユニットに属します。メインクラスタ IPアドレスは、プライ
マリユニットのセカンデリ IPアドレスです。ローカル IPアドレスが常にルーティングのプライ
マリアドレスになります。このメインクラスタ IPアドレスによって、管理アクセスのアドレス
が一本化されます。標準出荷単位が変更されると、メインクラスタ IPアドレスは新しい標準出荷
単位に移動するので、クラスタの管理をシームレスに続行できます。ただし、ロードバランシン

グを別途する必要があります（この場合はアップストリームスイッチ上で）。

個別インターフェイスはルーティングプロトコルに基づきトラフィックをロードバランシン

グしますが、ルーティングプロトコルはリンク障害時にコンバージェンスが遅くなることが

よくあるので、個別インターフェイスの代わりにスパンド EtherChannelを推奨します。

（注）
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関連トピック

ロードバランシング方式, （312ページ）

クラスタ制御リンク

各ユニットの、少なくとも 1つのハードウェアインターフェイスをクラスタ制御リンク専用とす
る必要があります。

クラスタ制御リンクトラフィックの概要

クラスタ制御リンクトラフィックには、制御とデータの両方のトラフィックが含まれます。

制御トラフィックには次のものが含まれます。

•プライマリ選択。

•コンフィギュレーションの複製。

•ヘルスモニタリング。

データトラフィックには次のものが含まれます。

•ステート複製。

•接続所有権クエリーおよびデータパケット転送。
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関連トピック

クラスタメンバー, （301ページ）
設定の複製, （310ページ）
ユニットのヘルスモニタリング, （308ページ）
データパス接続状態の複製, （309ページ）
新しい TCP接続のクラスタ全体での再分散, （326ページ）

クラスタ制御リンクインターフェイスとネットワーク

次の例外を除き、クラスタ制御リンクには任意のデータインターフェイスを使用できます。

• VLANサブインターフェイスをクラスタ制御リンクとして使用することはできません。

•管理 x/xインターフェイスをクラスタ制御リンクとして使用することはできません（単独か
EtherChannelかにかかわらず）。

• ASA IPSモジュール搭載 ASA 5585-Xでは、モジュールインターフェイスをクラスタ制御リ
ンクに使用することはできません。ただし、ASA 5585-Xネットワークモジュールではイン
ターフェイスを使用できます。

EtherChannelインターフェイスまたは冗長インターフェイスを使用できます。

ASA 5585-Xと SSP-10および SSP-20（2個の 10ギガビットイーサネットインターフェイスを持
つ）については、一方のインターフェイスをクラスタ制御リンクに使用し、他方をデータに使用

することを推奨します（データについてはサブインターフェイスを使用できます）。この設定は、

クラスタ制御リンクの冗長性には対応しませんが、クラスタ制御リンクのサイズをデータイン

ターフェイスのサイズと一致させるという要件は満たされます。

各クラスタ制御リンクは、同じサブネット上の IPアドレスを持ちます。このサブネットは、他の
すべてのトラフィックからは隔離し、ASAクラスタ制御リンクインターフェイスだけが含まれる
ようにしてください。

2メンバークラスタの場合、ASAと ASAの間をクラスタ制御リンクで直接接続しないでくださ
い。インターフェイスを直接接続した場合、一方のユニットで障害が発生すると、クラスタ制御

リンクが機能せず、他の正常なユニットも動作しなくなります。スイッチを介してクラスタ制御

リンクを接続した場合は、正常なユニットについてはクラスタ制御リンクは動作を維持します。

関連トピック

クラスタ制御リンク冗長性, （306ページ）
クラスタ制御リンクのサイズ, （305ページ）

クラスタ制御リンクのサイズ

可能であれば、各シャーシの予想されるスループットに合わせてクラスタ制御リンクをサイジン

グする必要があります。そうすれば、クラスタ制御リンクが最悪のシナリオを処理できます。た

とえば、ASA 5585-Xと SSP-60を使用する場合は、クラスタのユニットあたり最大 14 Gbpsを通
過させることができるので、クラスタ制御リンクに割り当てるインターフェイスも、最低14Gbps
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の通過が可能となるようにしてください。この場合は、たとえば 10ギガビットイーサネットイ
ンターフェイス 2つを EtherChannelとしてクラスタ制御リンクに使用し、残りのインターフェイ
スを必要に応じてデータリンクに使用します。

クラスタ制御リンクトラフィックの内容は主に、状態アップデートや転送されたパケットです。

クラスタ制御リンクでのトラフィックの量は常に変化します。転送されるトラフィックの量は、

ロードバランシングの有効性、または中央集中型機能のための十分なトラフィックがあるかどう

かによって決まります。次に例を示します。

• NATでは接続のロードバランシングが低下するので、すべてのリターントラフィックを正
しいユニットに再分散する必要があります。

•ネットワークアクセスに対する AAAは一元的な機能であるため、すべてのトラフィックが
標準出荷単位に転送されます。

•メンバーシップが変更されると、クラスタは大量の接続の再分散を必要とするため、一時的
にクラスタ制御リンクの帯域幅を大量に使用します。

クラスタ制御リンクの帯域幅を大きくすると、メンバーシップが変更されたときの収束が高速に

なり、スループットのボトルネックを回避できます。

クラスタに大量の非対称（再分散された）トラフィックがある場合は、クラスタ制御リンクの

サイズを大きくする必要があります。

（注）

関連トピック

サイト間クラスタリング, （318ページ）

クラスタ制御リンク冗長性

クラスタ制御リンクには EtherChannelを使用することを推奨します。冗長性を実現しながら、
EtherChannel内の複数のリンクにトラフィックを渡すことができます。

次の図は、仮想スイッチングシステム（VSS）または仮想ポートチャネル（vPC）環境でクラス
タ制御リンクとして EtherChannelを使用する方法を示します。EtherChannelのすべてのリンクが
アクティブです。スイッチが VSSまたは vPCの一部である場合は、同じ EtherChannel内の ASA
インターフェイスをそれぞれ、VSSまたは vPC内の異なるスイッチに接続できます。スイッチイ
ンターフェイスは同じ EtherChannelポートチャネルインターフェイスのメンバです。複数の個別
のスイッチが単一のスイッチのように動作するからです。この EtherChannelは、スパンド
EtherChannelではなく、デバイスローカルであることに注意してください。
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クラスタ制御リンクの信頼性

クラスタ制御リンクの機能を保証するには、ユニット間のラウンドトリップ時間（RTT）が20ms
未満になるようにします。この最大遅延により、異なる地理的サイトにインストールされたクラ

スタメンバとの互換性が向上します。遅延を調べるには、ユニット間のクラスタ制御リンクで

pingを実行します。

クラスタ制御リンクは、順序の異常やパケットのドロップがない信頼性の高いものである必要が

あります。たとえば、サイト間の導入の場合、専用リンクを使用する必要があります。

クラスタ制御リンクの障害

ユニットのクラスタ制御リンク回線プロトコルがダウンした場合、クラスタリングはディセーブ

ルになります。データインターフェイスはシャットダウンされます。クラスタ制御リンクの修復

後、クラスタリングを再度イネーブルにして手動でクラスタに再参加する必要があります。

ASAが非アクティブになると、すべてのデータインターフェイスがシャットダウンされます。
管理専用インターフェイスのみがトラフィックを送受信できます。管理インターフェイスは、

そのユニットがクラスタ IPプールから受け取った IPアドレスを使用して引き続き稼働状態と
なります。ただし、リロードする場合、クラスタでユニットがまだ非アクティブになっている

と、管理インターフェイスはアクセスできません（プライマリユニットと同じメイン IPアド
レスを使用するため）。それ以降のコンフィギュレーション作業には、コンソールポートを

使用する必要があります。

（注）

関連トピック

クラスタへの再参加, （309ページ）

ASA クラスタ内のハイアベイラビリティ
ASAクラスタリングは、ユニットとインターフェイスの正常性を監視し、ユニット間で接続状態
を複製することにより、ハイアベイラビリティを提供します。
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ユニットのヘルスモニタリング

プライマリユニットは、各セカンダリユニットをモニタするために、クラスタ制御リンク経由で

キープアライブメッセージを定期的に送信します（間隔は設定可能です）。各セカンダリユニッ

トは、同じメカニズムを使用してプライマリユニットをモニタします。ユニットの健全性チェッ

クが失敗すると、ユニットはクラスタから削除されます。

インターフェイスモニタリング

各ユニットは、使用中のすべての指名されたハードウェアインターフェイスのリンクステータス

をモニタし、ステータス変更をプライマリユニットに報告します。

•スパンド EtherChannel：クラスタ Link Aggregation Control Protocol（cLACP）を使用します。
各ユニットは、リンクステータスおよび cLACPプロトコルメッセージをモニタして、ポー
トがまだ EtherChannelでアクティブであるかどうかを判断します。ステータスがプライマリ
ユニットに報告されます。

•個別インターフェイス（ルーテッドモードのみ）：各ユニットが自身のインターフェイスを
自己モニタし、インターフェイスのステータスをプライマリユニットに報告します。

ヘルスモニタリングをイネーブルにすると、すべての物理インターフェイス（主要なEtherChannel
インターフェイスおよび冗長インターフェイスのタイプを含む）がデフォルトでモニタされるた

め、オプションでインターフェイスごとのモニタリングをディセーブルにすることができます。

指名されたインターフェイスのみモニタできます。たとえば、指名された EtherChannelに障害が
発生したと判断される必要がある場合、つまり、EtherChannelのすべてのメンバーポートはクラ
スタ削除をトリガーすることに失敗する必要があります（最小ポートバンドリング設定に応じ

て）。

ユニットのモニタ対象のインターフェイスが失敗した場合、そのユニットはクラスタから削除さ

れます。ASAがメンバーをクラスタから削除するまでの時間は、インターフェイスのタイプと、
そのユニットが確立済みメンバーであるか、またはクラスタに参加しようとしているかによって

異なります。EtherChannelの場合（スパニングかどうかを問わない）は、確立済みメンバーのイ
ンターフェイスがダウン状態のときに、ASAはそのメンバーを 9秒後に削除します。ASAは、ユ
ニットがクラスタに参加する最初の90秒間はインターフェイスを監視ししません。この間にイン
ターフェイスのステータスが変化しても、ASAはクラスタから削除されません。非 EtherChannel
の場合は、メンバー状態に関係なく、ユニットは 500ミリ秒後に削除されます。

障害後のステータス

クラスタ内のユニットで障害が発生したときに、そのユニットでホスティングされている接続は

他のユニットにシームレスに移管されます。トラフィックフローのステート情報は、クラスタ制

御リンクを介して共有されます。

プライマリユニットで障害が発生した場合は、そのクラスタの他のメンバのうち、プライオリ

ティが最高（番号が最小）のものがプライマリになります。

障害イベントに応じて、ASAは自動的にクラスタへの再参加を試みます。
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ASAが非アクティブになり、クラスタへの自動再参加に失敗すると、すべてのデータインター
フェイスがシャットダウンされます。管理専用インターフェイスのみがトラフィックを送受信

できます。管理インターフェイスは、そのユニットがクラスタ IPプールから受け取った IPア
ドレスを使用して引き続き稼働状態となります。ただし、リロードする場合、クラスタでユ

ニットがまだ非アクティブになっていると、管理インターフェイスは無効になります。それ以

降のコンフィギュレーション作業には、コンソールポートを使用する必要があります。

（注）

関連トピック

クラスタへの再参加, （309ページ）

クラスタへの再参加

クラスタメンバがクラスタから削除された後、クラスタに再参加できる方法は、削除された理由

によって異なります。

•クラスタ制御リンクの障害：クラスタ制御リンクの問題を解決した後、クラスタリングを再
びイネーブルにすることによって、手動でクラスタに再参加する必要があります。

•データインターフェイスの障害：ASAは自動的に最初は 5分後、次に 10分後、最終的に 20
分後に再参加を試みます。20分後に参加できない場合、ASAはクラスタリングをディセー
ブルにします。データインターフェイスの問題を解決した後、手動でクラスタリングをイ

ネーブルにする必要があります。

•ユニットの障害：ユニットがヘルスチェック失敗のためクラスタから削除された場合、クラ
スタへの再参加は失敗の原因によって異なります。たとえば、一時的な電源障害の場合は、

クラスタ制御リンクが稼働していて、クラスタリングがまだイネーブルになっているなら、

ユニットは再起動するとクラスタに再参加することを意味します。ASAは 5秒ごとにクラス
タへの再参加を試みます。

ASAクラスタの基本パラメータの設定, （356ページ）を参照してください。

データパス接続状態の複製

どの接続にも、1つのオーナーおよび少なくとも 1つのバックアップオーナーがクラスタ内にあ
ります。バックアップオーナーは、障害が発生しても接続を引き継ぎません。代わりに、TCP/UDP
のステート情報を保存します。これは、障害発生時に接続が新しいオーナーにシームレスに移管

されるようにするためです。

オーナーが使用不可能になった場合は、その接続からパケットを受け取る最初のユニット（ロー

ドバランシングに基づく）がバックアップオーナーに問い合わせて、関連するステート情報を取

得し、これでそのユニットが新しいオーナーになることができます。

トラフィックの中には、TCPまたはUDPレイヤよりも上のステート情報を必要とするものがあり
ます。この種類のトラフィックに対するクラスタリングのサポートの可否については、次の表を

参照してください。
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表 18：クラスタ全体で複製される機能

注意状態のサポー

ト

Traffic

システムアップタイムをトラッキングします。YesUp time

トランスペアレントモードのみ。YesARP Table

トランスペアレントモードのみ。YesMACアドレステーブル

AAAルール（uauth）とアイデンティティファ
イアウォールが含まれます。

Yesユーザアイデンティティ

—YesIPv6ネイバーデータベース

—Yesダイナミックルーティング

—なしSNMPエンジン ID

VPNセッションは、プライマリユニットで障
害が発生すると切断されます。

なしVPN（サイト間）

設定の複製

クラスタ内のすべてのユニットは、単一のコンフィギュレーションを共有します。コンフィギュ

レーション変更を加えることができるのはプライマリユニット上だけであり、変更は自動的にク

ラスタ内の他のすべてのユニットに同期されます。

ASA クラスタ管理
ASAクラスタリングを使用することの利点の 1つは、管理のしやすさです。ここでは、クラスタ
を管理する方法について説明します。

管理ネットワーク

すべてのユニットを単一の管理ネットワークに接続することを推奨します。このネットワークは、

クラスタ制御リンクとは別のものです。

管理インターフェイス

管理インターフェイスについては、専用管理インターフェイスの 1つを使用することを推奨しま
す。管理インターフェイスは、個別インターフェイスとして設定することも（ルーテッドモード
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とトランスペアレントモードの両方）、スパンド EtherChannelインターフェイスとして設定する
こともできます。

管理用には、個別インターフェイスを使用することを推奨します（スパンド EtherChannelをデー
タインターフェイスに使用している場合でも）。個別インターフェイスならば、必要に応じて各

ユニットに直接接続できますが、スパンド EtherChannelインターフェイスでは、現在のプライマ
リユニットへのリモート接続しかできません。

スパンド EtherChannelインターフェイスモードを使用しているときに、管理インターフェイ
スを個別インターフェイスとして設定する場合は、管理インターフェイスに対してダイナミッ

クルーティングをイネーブルにすることはできません。スタティックルートを使用する必要

があります。

（注）

個別インターフェイスの場合は、メインクラスタ IPアドレスはそのクラスタの固定アドレスであ
り、常に現在のプライマリユニットに属します。インターフェイスごとに、管理者はアドレス範

囲も設定します。これで、各ユニット（現在のプライマリも含まれます）がその範囲内のローカ

ルアドレスを使用できるようになります。このメインクラスタ IPアドレスによって、管理アク
セスのアドレスが一本化されます。標準出荷単位が変更されると、メインクラスタ IPアドレスは
新しい標準出荷単位に移動するので、クラスタの管理をシームレスに続行できます。ローカル IP
アドレスは、ルーティングに使用され、トラブルシューティングにも役立ちます。

たとえば、クラスタを管理するにはメインクラスタ IPアドレスに接続します。このアドレスは常
に、現在の標準出荷単位に関連付けられています。個々のメンバを管理するには、ローカル IPア
ドレスに接続します。

TFTPや syslogなどの発信管理トラフィックの場合、標準出荷単位を含む各単位は、ローカル IP
アドレスを使用してサーバに接続します。

スパンド EtherChannelインターフェイスの場合は、IPアドレスは 1つだけ設定でき、その IPアド
レスは常にプライマリユニットに関連付けられます。EtherChannelインターフェイスを使用して
セカンダリユニットに直接接続することはできません。管理インターフェイスは個別インター

フェイスとして設定することを推奨します。各ユニットに接続できるようにするためです。デバ

イスローカル EtherChannelを管理に使用できます。

プライマリユニット管理とセカンダリユニット管理

すべての管理とモニタリングはプライマリユニットで実行できます。プライマリユニットから、

すべてのユニットの実行時統計情報やリソース使用状況などのモニタリング情報を調べることが

できます。また、クラスタ内のすべてのユニットに対してコマンドを発行することや、コンソー

ルメッセージをセカンダリユニットからプライマリユニットに複製することもできます。

必要に応じて、セカンダリユニットを直接モニタできます。プライマリユニットからでもできま

すが、ファイル管理をセカンダリユニット上で実行できます（コンフィギュレーションのバック

アップや、イメージの更新など）。次の機能は、プライマリユニットからは使用できません。

•ユニットごとのクラスタ固有統計情報のモニタリング。
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•ユニットごとのSyslogモニタリング（コンソールレプリケーションが有効な場合にコンソー
ルに送信される syslogを除く）。

• SNMP

• NetFlow

RSA キー複製

プライマリユニット上で RSAキーを作成すると、そのキーはすべてのセカンダリユニットに複
製されます。メインクラスタ IPアドレスへの SSHセッションがある場合に、プライマリユニッ
トで障害が発生すると接続が切断されます。新しいプライマリユニットは、SSH接続に対して同
じキーを使用するので、新しいプライマリユニットに再接続するときに、キャッシュ済みの SSH
ホストキーを更新する必要はありません。

ASDM 接続証明書 IP アドレス不一致

デフォルトでは、自己署名証明書は、ローカル IPアドレスに基づいて ASDM接続に使用されま
す。ASDMを使用してメインクラスタ IPアドレスに接続する場合は、IPアドレス不一致に関す
る警告メッセージが表示されます。これは、証明書で使用されているのがローカル IPアドレスで
あり、メインクラスタ IPアドレスではないからです。このメッセージは無視して、ASDM接続
を確立できます。ただし、この種の警告を回避するには、新しい証明書を登録し、この中でメイ

ンクラスタ IPアドレスと、IPアドレスプールからのすべてのローカル IPアドレスを指定しま
す。この証明書を各クラスタメンバに使用します。

ロードバランシング方式

使用可能なロードバランシング方式は、ファイアウォールモードとインターフェイスのタイプに

よって異なります。

スパンド EtherChannel（推奨）

ユニットあたり 1つ以上のインターフェイスをグループ化して、クラスタのすべてのユニットに
広がる EtherChannelとすることができます。EtherChannelによって、チャネル内の使用可能なす
べてのアクティブインターフェイスのトラフィックが集約されます。

スパンド EtherChannel の利点
EtherChannel方式のロードバランシングは、次のような利点から、他の方式よりも推奨されます。

•障害検出までの時間が短い。

•コンバージェンス時間が短い。個別インターフェイスはルーティングプロトコルに基づきト
ラフィックをロードバランシングしますが、ルーティングプロトコルはリンク障害時にコ

ンバージェンスが遅くなることがよくあります。

•コンフィギュレーションが容易である。
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関連トピック

EtherChannel, （428ページ）

最大スループットのガイドライン

最大スループットを実現するには、次のことを推奨します。

•使用するロードバランシングハッシュアルゴリズムは「対称」であるようにします。つま
り、どちらの方向からのパケットも同じハッシュを持たせて、スパンド EtherChannel内の同
じASAに送信します。送信元と宛先の IPアドレス（デフォルト）または送信元と宛先のポー
トをハッシュアルゴリズムとして使用することを推奨します。

• ASAをスイッチに接続するときは、同じタイプのラインカードを使用します。すべてのパ
ケットに同じハッシュアルゴリズムが適用されるようにするためです。

ロードバランシング

EtherChannelリンクは、送信元または宛先 IPアドレス、TCPポートおよび UDPポート番号に基
づいて、専用のハッシュアルゴリズムを使用して選択されます。

ASAでは、デフォルトのロードバランシングアルゴリズムを変更しないでください。スイッ
チでは、アルゴリズム source-dest-ipまたは source-dest-ip-port（Cisco Nexus OSまたは Cisco
IOSの port-channel load-balanceコマンドを参照）を使用することをお勧めします。クラスタ
内の ASAへのトラフィックが均等に分散されなくなることがあるため、ロードバランシング
アルゴリズムでは、vlanキーワードを使用しないでください。

（注）

EtherChannel内のリンク数はロードバランシングに影響を及ぼします。

対称ロードバランシングは常に可能とは限りません。NATを設定する場合は、フォワードパケッ
トとリターンパケットとで IPアドレスやポートが異なります。リターントラフィックはハッシュ
に基づいて別のユニットに送信されるため、クラスタはほとんどのリターントラフィックを正し

いユニットにリダイレクトする必要があります。

関連トピック

EtherChannelのカスタマイズ, （439ページ）
NATとクラスタリング, （330ページ）

EtherChannel の冗長性
EtherChannelには、冗長性機能が組み込まれています。これは、すべてのリンクの回線プロトコ
ルステータスをモニタします。リンクの 1つで障害が発生すると、トラフィックは残りのリンク
間で再分散されます。EtherChannelのすべてのリンクが特定のユニット上で停止したが、他方の
ユニットがまだアクティブである場合は、そのユニットはクラスタから削除されます。

VSS または vPC への接続
1つの ASAにつき複数のインターフェイスを、スパンド EtherChannelに入れることができます。
1つのASAにつき複数のインターフェイスが特に役立つのは、VSSまたは vPCの両方のスイッチ
に接続するときです。
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スイッチによっては、スパンド EtherChannelに最大 32個のアクティブリンクを設定できます。
この機能では、vPC内の両方のスイッチが、それぞれ 16個のアクティブリンクの EtherChannel
をサポートする必要があります（例：Cisco Nexus 7000と F2シリーズ 10ギガビットイーサネッ
トモジュール）。

EtherChannelで 8個のアクティブリンクをサポートするスイッチの場合、VSS/vPCで 2台のスイッ
チに接続すると、スパンド EtherChannelに最大 16個のアクティブリンクを設定できます。

スパンド EtherChannelで 8個より多くのアクティブリンクを使用する場合は、スタンバイリンク
も使用できません。9～ 32個のアクティブリンクをサポートするには、スタンバイリンクの使
用を可能にする cLACPダイナミックポートプライオリティをディセーブルにする必要がありま
す。それでも、必要であれば、たとえば 1台のスイッチに接続するときに、8個のアクティブリ
ンクと 8個のスタンバイリンクを使用できます。

次の図では、8 ASAクラスタおよび 16 ASAクラスタでの 32アクティブリンクのスパンド
EtherChannelを示します。

次の図では、4 ASAクラスタおよび 8 ASAクラスタでの 16アクティブリンクのスパンド
EtherChannelを示します。
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次の図では、4 ASAクラスタおよび 8 ASAクラスタでの従来の 8アクティブリンク/8スタンバイ
リンクのスパンドEtherChannelを示します。アクティブリンクは実線で、非アクティブリンクは
点線で示しています。cLACPロードバランシングは、EtherChannelのリンクのうち最良の 8本を
自動的に選択してアクティブにすることができます。つまり、cLACPは、リンクレベルでのロー
ドバランシング実現に役立ちます。
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ポリシーベースルーティング（ルーテッドファイアウォールモードのみ）

個別インターフェイスを使用するときは、各ASAインターフェイスが専用の IPアドレスとMAC
アドレスを維持します。ロードバランシング方法の1つが、ポリシーベースルーティング（PBR）
です。

この方法が推奨されるのは、すでにPBRを使用しており、既存のインフラストラクチャを活用し
たい場合です。また、この方法を使用すると、スパンド EtherChannelの場合と比べて、追加の調
整オプションを利用できる場合もあります。

PBRは、ルートマップおよび ACLに基づいて、ルーティングの決定を行います。管理者は、手
動でトラフィックをクラスタ内のすべてのASA間で分ける必要があります。PBRは静的であるた
め、常に最適なロードバランシング結果を実現できないこともあります。最高のパフォーマンス

を達成するには、PBRポリシーを設定するときに、同じ接続のフォワードとリターンのパケット
が同じ物理的 ASAに送信されるように指定することを推奨します。たとえば、Ciscoルータがあ
る場合は、冗長性を実現するには Cisco IOS PBRをオブジェクトトラッキングとともに使用しま
す。Cisco IOSオブジェクトトラッキングは、ICMP pingを使用して各 ASAをモニタします。こ
れで、PBRは、特定の ASAの到達可能性に基づいてルートマップをイネーブルまたはディセー
ブルにできます。詳細については、次の URLを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/intelligent-traffic-director/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6599/products_white_paper09186a00800a4409.shtml
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このロードバランシング方法を使用する場合は、デバイスローカル EtherChannelを個別イン
ターフェイスとして使用できます。

（注）

等コストマルチパスルーティング（ルーテッドファイアウォールモードのみ）

個別インターフェイスを使用するときは、各ASAインターフェイスが専用の IPアドレスとMAC
アドレスを維持します。ロードバランシング方法の 1つが、等コストマルチパス（ECMP）ルー
ティングです。

この方法が推奨されるのは、すでに ECMPを使用しており、既存のインフラストラクチャを活用
したい場合です。また、この方法を使用すると、スパンド EtherChannelの場合と比べて、追加の
調整オプションを利用できる場合もあります。

ECMPルーティングでは、ルーティングメトリックが同値で最高である複数の「最適パス」を介
してパケットを転送できます。EtherChannelのように、送信元および宛先の IPアドレスや送信元
および宛先のポートのハッシュを使用してネクストホップの 1つにパケットを送信できます。
ECMPルーティングにスタティックルートを使用する場合は、ASAの障害発生時に問題が起きる
ことがあります。ルートは引き続き使用されるため、障害が発生したASAへのトラフィックが失
われるからです。スタティックルートを使用する場合は必ず、オブジェクトトラッキングなどの

スタティックルートモニタリング機能を使用してください。ダイナミックルーティングプロト

コルを使用してルートの追加と削除を行うことを推奨します。この場合は、ダイナミックルー

ティングに参加するように各 ASAを設定する必要があります。

このロードバランシング方法を使用する場合は、デバイスローカル EtherChannelを個別イン
ターフェイスとして使用できます。

（注）

Nexus Intelligent Traffic Director（ルーテッドファイアウォールモードのみ）

個別インターフェイスを使用するときは、各ASAインターフェイスが専用の IPアドレスとMAC
アドレスを維持します。Intelligent Traffic Director（ITD）とは、Nexus 5000、6000、7000および
9000スイッチシリーズの高速ハードウェアロードバランシングソリューションです。従来の
PBRの機能を完全に網羅していることに加え、簡略化された構成ワークフローを提供し、粒度の
細かい負荷分散を実現するための複数の追加機能を備えています。

ITDは、IPスティッキ性、双方向フロー対称性のためのコンシステントハッシュ法、仮想 IPアド
レッシング、ヘルスモニタリング、高度な障害処理ポリシー（N+M冗長性）、加重ロードバラン
シング、およびアプリケーション IP SLAプローブ（DNSを含む）をサポートします。ロードバ
ランシングの動的な性質により、PBRに比べて、すべてのクラスタメンバーでより均一なトラ
フィック分散を実現します。双方向フロー対称性を実現するために、接続のフォワードおよびリ

ターンパケットが同じ物理 ASAに送信されるように ITDを設定することを推奨します。詳細に
ついては、次の URLを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/intelligent-traffic-director/index.html
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サイト間クラスタリング

サイト間インストールの場合、次のガイドラインに従う限り ASAクラスタリングを利用できま
す。

Data Center Interconnect（DCI; データセンター相互接続）のサイジング

次の計算と同等の帯域幅をクラスタ制御リンクトラフィック用に Data Center Interconnect（DCI）
に確保する必要があります。

メンバの数が各サイトで異なる場合、計算には大きい方の値を使用します。DCIの最小帯域幅は、
1つのメンバに対するクラスタ制御リンクのサイズ未満にすることはできません。

次に例を示します。

• 2サイトの 4メンバの場合。

◦合計 4クラスタメンバ

◦各サイト 2メンバ

◦メンバあたり 5 Gbpsクラスタ制御リンク

予約する DCI帯域幅 = 5 Gbps（2/2 x 5 Gbps）。

• 3サイトの 6メンバの場合、サイズは増加します。

◦合計 6クラスタメンバ

◦サイト 1は 3メンバ、サイト 2は 2メンバ、サイト 3は 1メンバ

◦メンバあたり 10 Gbpsクラスタ制御リンク

予約する DCI帯域幅 = 15 Gbps（3/2 x 10 Gbps）。

• 2サイトの 2メンバの場合。

◦合計 2クラスタメンバ

◦各サイト 1メンバ

◦メンバあたり 10 Gbpsクラスタ制御リンク

予約する DCI帯域幅 = 10 Gbps（1/2 x 10 Gbps = 5 Gbps、ただし最小帯域幅がクラスタ制御リ
ンク（10 Gbps）のサイズ未満になってはなりません）。

• 8サイトの 2メンバの場合。

◦合計 8クラスタメンバ
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◦各サイト 4メンバ

◦メンバあたり 5 Gbpsクラスタ制御リンク

予約する DCI帯域幅 = 10 Gbps（4/2 x 5 Gbps）。

サイト ID およびサイト固有の MAC アドレスアドレス

各クラスタシャーシを個別のサイト IDに属するように設定できます。

サイト IDは、サイト固有のMACアドレスと連動します。クラスタから送信されたパケットは、
サイト固有のMACアドレスを使用するのに対し、クラスタで受信したパケットは、グローバル
MACアドレスを使用します。この機能により、MACフラッピングの原因となる2つの異なるポー
トで両方のサイトから同じグローバルMACアドレスをスイッチが学習するのを防止します。代
わりに、スイッチはサイトのMACアドレスのみを学習します。サイト固有のMACアドレスは、
スパンド EtherChannelのみを使用したルーテッドモードでサポートされます。

サイト間クラスタリングのガイドライン

Inter-Siteクラスタリングについては、次のガイドラインを参照してください。

•次のインターフェイスおよびファイアウォールモードで Inter-Siteクラスタリングをサポー
トします。

ファイアウォールモードインターフェイスモード

Transparentルーテッド

該当なしYes個別インターフェイス

YesNoスパンド EtherChannel

•個別インターフェイスモードでは、マルチキャストランデブーポイント（RP）に向けて
ECMPを使用する場合、ネクストホップとしてメインクラスタ IPアドレスを使用する RP
IPアドレスのスタティックルートを使用することをお勧めします。このスタティックルー
トは、セカンダリユニットにユニキャスト PIM登録パケットが送信されるのを防ぎます。
セカンダリユニットが PIM登録パケットを受け取った場合、パケットはドロップされ、マ
ルチキャストストリームは登録できません。

•クラスタ制御リンクの遅延が、ラウンドトリップ時間（RTT）20 ms未満である必要があり
ます。

•クラスタ制御リンクは、順序の異常やパケットのドロップがない信頼性の高いものである必
要があります。たとえば、専用リンクを使用する必要があります。

•接続の再分散を設定しないでください。異なるサイトのクラスタメンバには接続を再分散で
きません。
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•クラスタの実装では、着信接続用の複数のサイトでメンバが区別されません。したがって、
特定の接続に対する接続のロールが複数のサイトにまたがる場合があります。これは想定さ

れている動作です。

•トランスペアレントモードの場合、内部ルータと外部ルータのペア間にクラスタを配置する
と（AKAノースサウス挿入）、両方の内部ルータが同じMACアドレスを共有し、両方の外
部ルータが同じMACアドレスを共有する必要があります。サイト 1のクラスタメンバがサ
イト 2のメンバに接続を転送する時、宛先MACアドレスは維持されます。MACアドレスが
サイト 1のルータと同じである場合にのみ、パケットはサイト 2のルータに到達します。

•トランスペアレントモードの場合、内部ネットワーク間のファイル用に各サイトのデータ
ネットワークとゲートウェイルータ間にクラスタを配置すると（AKAイーストウェスト挿
入）、各ゲートウェイルータは、HSRPなどの First HopRedundancy Protocol（FHRP）を使用
して、各サイトで同じ仮想 IPおよびMACアドレスの宛先を提供します。データVLANは、
オーバーレイトランスポート仮想化（OTV）または同様のものを使用してサイト全体にわ
たって拡張されます。ローカルゲートウェイルータ宛てのトラフィックが DCI経由で他の
サイトに送信されないようにするには、フィルタを作成する必要があります。ゲートウェイ

ルータが 1つのサイトで到達不能になった場合、トラフィックが正常に他のサイトのゲート
ウェイに到達できるようにフィルタを削除する必要があります。

関連トピック

新しい TCP接続のクラスタ全体での再分散, （326ページ）
接続のロール, （323ページ）

サイト間での例

次の例ではサポートされるクラスタの導入を示します。

個別インターフェイスルーテッドモードノースサウス Inter-Site の例
次の例では、内部ルータと外部ルータの間に配置された（ノースサウス挿入）2つのデータセン
ターのそれぞれに 2つの ASAクラスタメンバがある場合を示します。クラスタメンバは、DCI
経由のクラスタ制御リンクによって接続されています。各データセンターの内部ルータと外部ルー

タは、OSPFと PBRまたは ECMPを使用してクラスタメンバ間でトラフィックをロードバラン
スします。DCIに高コストルートを割り当てることにより、特定のサイトのすべての ASAクラ
スタメンバがダウンしない限り、トラフィックは各データセンター内に維持されます。1つのサ
イトのすべてのクラスタメンバに障害が発生した場合、トラフィックは各ルータからDCI経由で
他のサイトの ASAクラスタメンバに送られます。
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スパンド EtherChannel トランスペアレントモードノースサウスサイト間の例

次の例では、内部ルータと外部ルータの間に配置された（ノースサウス挿入）2つのデータセン
ターのそれぞれに 2つのクラスタメンバがある場合を示します。クラスタメンバは、DCI経由の
クラスタ制御リンクによって接続されています。各サイトのクラスタメンバは、内部および外部

のスパンドEtherChannelsを使用してローカルスイッチに接続します。各EtherChannelは、クラス
タ内のすべてのシャーシにスパンされます。

各データセンターの内部ルータと外部ルータはOSPFを使用し、トランスペアレントASAを通過
します。MACとは異なり、ルータの IPはすべてのルータで一意です。DCIに高コストルートを
割り当てることにより、特定のサイトですべてのクラスタメンバがダウンしない限り、トラフィッ

クは各データセンター内に維持されます。クラスタが非対称型の接続を維持するため、ASAを通
過する低コストのルートは、各サイトで同じブリッジグループを横断する必要があります。1つ
のサイトのすべてのクラスタメンバに障害が発生した場合、トラフィックは各ルータからDCI経
由で他のサイトのクラスタメンバに送られます。

各サイトのスイッチの実装には、次のものを含めることができます。

• Inter-Site VSS/vPC：このシナリオでは、データセンター 1に 1台のスイッチをインストール
し、データセンター 2に別のスイッチをインストールします。1つのオプションとして、各
データセンターのクラスタユニットはローカルスイッチだけに接続し、VSS/vPCトラフィッ
クはDCIを経由します。この場合、接続のほとんどの部分は各データセンターに対してロー
カルに維持されます。オプションとして、DCIが余分なトラフィック量を処理できる場合、
各ユニットをDCI経由で両方のスイッチに接続できます。この場合、トラフィックは複数の
データセンターに分散されるため、DCIを非常に堅牢にするためには不可欠です。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

321

ASA クラスタリングの概要



•各サイトのローカル VSS/vPC：スイッチの冗長性を高めるには、各サイトに 2つの異なる
VSS/vPCペアをインストールできます。この場合、クラスタユニットは、両方のローカル
スイッチだけに接続されたデータセンター 1のシャーシおよびこれらのローカルスイッチに
接続されたデータセンター 2のシャーシとはスパンド EtherChannelを使用しますが、スパン
ド EtherChannelは基本的に「分離」しています。各ローカル VSS/vPCは、スパンド
EtherChannelをサイトローカルの EtherChannelとして認識します。

スパンド EtherChannel トランスペアレントモードイーストウェストサイト間の例

次の例では、各サイトのゲートウェイルータと 2つの内部ネットワーク（アプリケーションネッ
トワークとDBネットワーク）間に配置された（イーストウェスト挿入）2つのデータセンターの
それぞれに 2つのクラスタメンバがある場合を示します。クラスタメンバは、DCI経由のクラス
タ制御リンクによって接続されています。各サイトのクラスタメンバは、内部および外部のアプ

リケーションネットワークとDBネットワークの両方にスパンド EtherChannelsを使用してローカ
ルスイッチに接続します。各 EtherChannelは、クラスタ内のすべてのシャーシにスパンされま
す。

各サイトのゲートウェイルータは、HSRPなどの FHRPを使用して、各サイトで同じ宛先の仮想
MACアドレスと IPアドレスを提供します。予期せぬMACアドレスのフラッピングを避けるた
めに推奨されている方法は、ゲートウェイルータの実際のMACアドレスを ASA MACアドレス
テーブルに静的に追加することです。これらのエントリがないと、サイト 1のゲートウェイがサ
イト 2のゲートウェイと通信する場合に、そのトラフィックが ASAを通過して、内部インター
フェイスからサイト 2に到達しようとして、問題が発生する可能性があります。データ VLAN
は、オーバーレイトランスポート仮想化（OTV）（または同様のもの）を使用してサイト間に拡
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張されます。トラフィックがゲートウェイルータ宛てである場合にトラフィックがDCIを通過し
て他のサイトに送信されないようにするには、フィルタを追加する必要があります。1つのサイ
トのゲートウェイルータが到達不能になった場合、トラフィックが他のサイトのゲートウェイに

送信されるようにフィルタを削除する必要があります。

vPC/VSSオプションについては、スパンドEtherChannelトランスペアレントモードノースサウス
サイト間の例, （321ページ）を参照してください。

ASA クラスタが接続を管理する方法
接続をクラスタの複数のメンバにロードバランスできます。接続のロールにより、通常動作時と

ハイアベイラビリティ状況時の接続の処理方法が決まります。

接続のロール

次の 3種類のロールがあり、各接続に対して定義されます。

•オーナー：最初に接続を受信するユニット。オーナーは、TCP状態を保持し、パケットを処
理します。1つの接続に対してオーナーは1つだけです。元のオーナーに障害が発生すると、
新しいユニットが接続からパケットを受信したときにディレクタがこれらのユニットの新し

いオーナーを選択します。
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•ディレクタ：フォワーダからのオーナールックアップ要求を処理するユニット。また、オー
ナーが停止した場合はバックアップとなり、接続の状態を保持します。オーナーが新しい接

続を受信すると、オーナーは、送信元/宛先 IPアドレスおよび TCPポートのハッシュに基づ
いてディレクタを選択し、新しい接続を登録するためにメッセージをそのディレクタに送信

します。パケットがオーナー以外のユニットに到着した場合は、そのユニットはどのユニッ

トがオーナーかをディレクタに問い合わせます。これで、パケットを転送できるようになり

ます。1つの接続に対してディレクタは 1つだけです。ディレクタが失敗すると、オーナー
は新しいディレクタを選択します。

•フォワーダ：パケットをオーナーに転送するユニット。フォワーダが接続のパケットを受信
したときに、その接続のオーナーが自分ではない場合は、フォワーダはディレクタにオー

ナーを問い合わせてから、そのオーナーへのフローを確立します。これは、この接続に関し

てフォワーダが受信するその他のパケット用です。ディレクタは、フォワーダにもなること

ができます。フォワーダが SYN-ACKパケットを受け取った場合は、パケットの SYNクッ
キーからオーナーを割り出すことができ、ディレクタへの問い合わせは不要です。（TCP
シーケンスのランダム化をディセーブルにした場合は、SYN Cookieは使用されないので、
ディレクタへの問い合わせが必要です）。存続期間が短いフロー（たとえばDNSや ICMP）
の場合は、フォワーダは問い合わせの代わりにパケットを即座にディレクタに送信し、ディ

レクタがそのパケットをオーナーに送信します。1つの接続に対して、複数のフォワーダが
存在できます。最も効率的なスループットを実現できるのは、フォワーダが 1つもなく、接
続のすべてのパケットをオーナーが受信するという、優れたロードバランシング方法が使用

されている場合です。

接続でポートアドレス変換（PAT）を使用すると、PATのタイプ（per-sessionまたはmulti-session）
が、クラスタのどのメンバが新しい接続のオーナーになるかに影響します。

• Per-session PAT：オーナーは、接続の最初のパケットを受信するユニットです。

デフォルトでは、TCPおよび DNS UDPトラフィックは per-session PATを使用します。

• Multi-session PAT：オーナーは常にプライマリユニットです。multi-session PAT接続がセカ
ンダリユニットで最初に受信される場合、セカンダリユニットはその接続をプライマリユ

ニットに転送します。

デフォルトでは、UDP（DNS UDPを除く）および ICMPトラフィックはmulti-session PATを
使用するので、これらの接続は常にプライマリユニットによって所有されています。

TCPおよびUDPの per-session PATデフォルトを変更できるので、これらのプロトコルの接続は、
その設定に応じて per-sessionまたはmulti-sessionで処理されます。ICMPの場合は、デフォルトの
multi-session PATから変更することはできません。per-session PATの詳細については、ファイア
ウォールの設定ガイドを参照してください。

新しい接続の所有権

新しい接続がロードバランシング経由でクラスタのメンバに送信される場合は、そのユニットが

その接続の両方向のオーナーとなります。接続のパケットが別のユニットに到着した場合は、そ

のパケットはクラスタ制御リンクを介してオーナーユニットに転送されます。最適なパフォーマ

ンスを得るには、適切な外部ロードバランシングが必要です。1つのフローの両方向が同じユニッ
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トに到着するとともに、フローがユニット間に均等に分散されるようにするためです。逆方向の

フローが別のユニットに到着した場合は、元のユニットにリダイレクトされます。

関連トピック

ロードバランシング方式, （312ページ）

サンプルデータフロー

次の例は、新しい接続の確立を示します。

1 SYNパケットがクライアントから発信され、ASAの1つ（ロードバランシング方法に基づく）
に配信されます。これがオーナーとなります。オーナーはフローを作成し、オーナー情報をエ

ンコードして SYN Cookieを生成し、パケットをサーバに転送します。

2 SYN-ACKパケットがサーバから発信され、別のASA（ロードバランシング方法に基づく）に
配信されます。この ASAはフォワーダです。

3 フォワーダはこの接続を所有してはいないので、オーナー情報をSYNCookieからデコードし、
オーナーへの転送フローを作成し、SYN-ACKをオーナーに転送します。

4 オーナーはディレクタに状態アップデートを送信し、SYN-ACKをクライアントに転送します。

5 ディレクタは状態アップデートをオーナーから受信し、オーナーへのフローを作成し、オー

ナーと同様に TCPステート情報を記録します。ディレクタは、この接続のバックアップオー
ナーとしての役割を持ちます。

6 これ以降、フォワーダに配信されたパケットはすべて、オーナーに転送されます。

7 パケットがその他のユニットに配信された場合は、そのユニットはディレクタに問い合わせて

オーナーを特定し、フローを確立します。
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8 フローの状態が変化した場合は、状態アップデートがオーナーからディレクタに送信されま

す。

新しい TCP 接続のクラスタ全体での再分散

アップストリームまたはダウンストリームルータによるロードバランシングの結果として、フ

ロー分散に偏りが生じた場合は、新しい TCPフローを過負荷のユニットから他のユニットにリダ
イレクトするように設定できます。既存のフローは他のユニットには移動されません。

ASA の機能とクラスタリング
ASAの一部の機能は ASAクラスタリングではサポートされず、一部はプライマリユニットだけ
でサポートされます。その他の機能については適切な使用に関する警告がある場合があります。

クラスタリングでサポートされない機能

これらの機能は、クラスタリングがイネーブルのときは設定できず、コマンドは拒否されます。

• TLSプロキシを使用するユニファイドコミュニケーション機能

•リモートアクセス VPN（SSL VPNおよび IPSec VPN）

•次のアプリケーションインスペクション：

◦ CTIQBE

◦ GTP

◦ H323、H225、および RAS

◦ IPsecパススルー

◦ MGCP

◦ MMP

◦ RTSP

◦ SCCP（Skinny）

◦ WAAS

◦ WCCP

• Botnet Traffic Filter

• Auto Update Server

• DHCPクライアント、サーバ、およびプロキシDHCPリレーがサポートされている。

• VPNロードバランシング

•フェールオーバー

• ASA CXモジュール
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クラスタリングの中央集中型機能

次の機能は、プライマリユニット上だけでサポートされます。クラスタの場合もスケーリングさ

れません。たとえば、8ユニット（5585-Xと SSP-60）から成るクラスタがあるとします。Other
VPNライセンスでは、1台の ASA 5585-Xと SSP-60に対して許可されるサイト間 IPsecトンネル
の最大数は 10,000です。8ユニットクラスタ全体で使用できるトンネル数は 10,000までです。こ
の機能はスケーリングしません。

中央集中型機能のトラフィックは、クラスタ制御リンク経由でメンバーユニットからプライ

マリユニットに転送されます。

再分散機能を使用する場合は、中央集中型機能のトラフィックが中央集中型機能として分類さ

れる前に再分散が行われて、プライマリ以外のユニットに転送されることがあります。この場

合は、トラフィックがプライマリユニットに送り返されます。

中央集中型機能については、プライマリユニットで障害が発生するとすべての接続がドロッ

プされるので、新しいプライマリユニット上で接続を再確立する必要があります。

（注）

•サイト間 VPN

•次のアプリケーションインスペクション：

◦ DCERPC

◦ ESMTP

◦ IM

◦ NetBIOS

◦ PPTP

◦ RADIUS

◦ RSH

◦ SNMP

◦ SQLNET

◦ SUNRPC

◦ TFTP

◦ XDMCP

•ダイナミックルーティング（スパンド EtherChannelモードのみ）

•マルチキャストルーティング（個別インターフェイスモードのみ）

•スタティックルートモニタリング

• IGMPマルチキャストコントロールプレーンプロトコル処理（データプレーンフォワー
ディングはクラスタ全体に分散されます）
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• PIMマルチキャストコントロールプレーンプロトコル処理（データプレーンフォワーディ
ングはクラスタ全体に分散されます）

•ネットワークアクセスの認証および許可。アカウンティングは非集中型です。

•フィルタリングサービス

関連トピック

クラスタ制御リンクのサイズ, （305ページ）
新しい TCP接続のクラスタ全体での再分散, （326ページ）

個々のユニットに適用される機能

これらの機能は、クラスタ全体またはプライマリユニットではなく、各 ASAユニットに適用さ
れます。

• QoS：QoSポリシーは、コンフィギュレーション複製の一部としてクラスタ全体で同期され
ます。ただし、ポリシーは、各ユニットに対して個別に適用されます。たとえば、出力に対

してポリシングを設定する場合は、適合レートおよび適合バースト値は、特定の ASAから
出て行くトラフィックに適用されます。3ユニットから成るクラスタがあり、トラフィック
が均等に分散している場合は、適合レートは実際にクラスタのレートの 3倍になります。

•脅威検出：脅威検出は、各ユニットに対して個別に機能します。たとえば、上位統計情報
は、ユニット別です。たとえば、ポートスキャン検出が機能しないのは、スキャントラ

フィックが全ユニット間で分散されるので、1つのユニットがすべてのトラフィックを読み
取ることはないからです。

•リソース管理：マルチコンテキストモードでのリソース管理は、ローカル使用状況に基づ
いて各ユニットに個別に適用されます。

• ASA Firepowerモジュール：ASA Firepowerモジュール間でのコンフィギュレーションの同期
や状態の共有は行われません。Firepower Management Centerを使用して、クラスタ内の ASA
Firepowerモジュールで一貫したポリシーを保持する必要があります。クラスタ内のデバイス
に異なる ASAインターフェイスベースのゾーン定義を使用しないでください。

• ASA IPSモジュール：IPSモジュール間でのコンフィギュレーションの同期や状態の共有は
行われません。IPSシグニチャによっては、IPSが複数の接続にわたって状態を保持すること
が必要になります。たとえば、ポートスキャンシグニチャが使用されるのは、同じ人物が

同じサーバへの多数の接続を、それぞれ異なるポートを使用して開いていることを IPSモ
ジュールが検出した場合です。クラスタリングでは、これらの接続は複数の ASAデバイス
間で分散されます。これらのデバイスそれぞれに専用の IPSモジュールがあります。これら
の IPSモジュールはステート情報を共有しないので、結果としてのポートスキャンをクラス
タが検出できない場合があります。
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ネットワークアクセス用の AAA とクラスタリング

ネットワークアクセス用の AAAは、認証、許可、アカウンティングの 3つのコンポーネントで
構成されます。認証とアカウンティングは、クラスタリングプライマリ上で中央集中型機能とし

て実装されており、データ構造がクラスタセカンダリに複製されます。プライマリが選定された

場合は、確立済みの認証済みユーザおよびユーザに関連付けられた許可を引き続き中断なく運用

するのに必要なすべての情報を、新しいプライマリが保有します。ユーザ認証のアイドルおよび

絶対タイムアウトは、プライマリユニット変更が発生したときも維持されます。

アカウンティングは、クラスタ内の分散型機能として実装されています。アカウンティングはフ

ロー単位で実行されるので、フローを所有するクラスタユニットがアカウンティング開始と停止

のメッセージをAAAサーバに送信します（フローに対するアカウンティングが設定されていると
き）。

FTP とクラスタリング

• FTPデータチャネルとコントロールチャネルのフローがそれぞれ別のクラスタメンバによっ
て所有されている場合は、データチャネルのオーナーは定期的にアイドルタイムアウトアッ

プデートをコントロールチャネルのオーナーに送信し、アイドルタイムアウト値を更新し

ます。ただし、コントロールフローのオーナーがリロードされて、コントロールフローが

再ホスティングされた場合は、親子フロー関係は維持されなくなります。したがって、コン

トロールフローのアイドルタイムアウトは更新されません。

• FTPアクセスに AAAを使用している場合、制御チャネルのフローはプライマリユニットに
集中化されます。

アイデンティティファイアウォールとクラスタリング

プライマリユニットのみが ADから user-groupを取得し、ADエージェントから user-ipマッピン
グを取得します。プライマリユニットからユーザ情報がセカンダリに渡されるので、セカンダリ

は、セキュリティポリシーに基づいてユーザ IDの一致の決定を行うことができます。

マルチキャストルーティングとクラスタリング

マルチキャストルーティングは、インターフェイスモードによって動作が異なります。

スパンド EtherChannel モードでのマルチキャストルーティング
スパンド EtherChannelモードでは、ファーストパス転送が確立されるまでの間、プライマリユ
ニットがすべてのマルチキャストルーティングパケットとデータパケットを処理します。接続

が確立された後は、各セカンダリがマルチキャストデータパケットを転送できます。

個別インターフェイスモードでのマルチキャストルーティング

個別インターフェイスモードでは、マルチキャストに関してユニットが個別に動作することはあ

りません。データおよびルーティングのパケットはすべてプライマリユニットで処理されて転送

されるので、パケットレプリケーションが回避されます。
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NAT とクラスタリング

NATは、クラスタの全体的なスループットに影響を与えることがあります。着信および発信の
NATパケットが、クラスタ内のそれぞれ別のASAに送信されることがあります。ロードバランシ
ングアルゴリズムは IPアドレスとポートに依存していますが、NATが使用されるときは、着信
と発信とで、パケットの IPアドレスやポートが異なるからです。接続のオーナーではないASAに
到着したパケットは、クラスタ制御リンクを介してオーナーに転送されるので、大量のトラフィッ

クがクラスタ制御リンク上で発生します。

それでもクラスタリングで NATを使用する場合は、次のガイドラインを考慮してください。

•プロキシ ARPなし：個別インターフェイスの場合は、マッピングアドレスについてプロキ
シARP応答が送信されることはありません。これは、クラスタに存在しなくなった可能性の
あるASAと隣接ルータとがピア関係を維持することを防ぐためです。アップストリームルー
タは、メインクラスタ IPアドレスを指すマッピングアドレスについてはスタティックルー
トまたは PBRとオブジェクトトラッキングを使用する必要があります。これは、スパンド
EtherChannelの問題ではありません。クラスタインターフェイスには関連付けられた IPアド
レスが 1つしかないためです。

•個別インターフェイスのインターフェイス PATなし：インターフェイス PATは、個別イン
ターフェイスではサポートされていません。

•ダイナミック PAT用 NATプールアドレス分散：プライマリユニットは、アドレスをクラス
タ全体に均等に分配します。メンバが接続を受信したときに、そのメンバのアドレスが 1つ
も残っていない場合は、接続はドロップされます（他のメンバにはまだ使用可能なアドレス

がある場合でも）。最低でも、クラスタ内のユニットと同数の NATアドレスが含まれてい
ることを確認してください。各ユニットが確実に 1つのアドレスを受け取るようにするため
です。アドレス割り当てを表示するには、show nat pool clusterコマンドを使用します。

•ラウンドロビンなし：PATプールのラウンドロビンは、クラスタリングではサポートされま
せん。

•プライマリユニットによって管理されるダイナミック NAT xlate：プライマリユニットが
xlateテーブルを維持し、セカンダリユニットに複製します。ダイナミック NATを必要とす
る接続をセカンダリユニットが受信したときに、その xlateがテーブル内にない場合は、セ
カンダリはプライマリユニットから xlateを要求します。セカンダリユニットが接続を所有
します。

• Per-session PAT機能：クラスタリングに限りませんが、Per-session PAT機能によって PATの
スケーラビリティが向上します。クラスタリングの場合は、各セカンダリユニットが独自の

PAT接続を持てるようになります。対照的に、Multi-Session PAT接続はプライマリユニット
に転送する必要があり、プライマリユニットがオーナーとなります。デフォルトでは、すべ

ての TCPトラフィックおよび UDP DNSトラフィックは per-session PAT xlateを使用します。
これに対し、ICMPおよび他のすべてのUDPトラフィックはmulti-sessionを使用します。TCP
および UDPに対しこれらのデフォルトを変更するように per-session NATルールを設定する
ことができますが、ICMPに per-session PATを設定することはできません。H.323、SIP、ま
たは Skinnyなどのmulti-session PATのメリットを活用できるトラフィックでは、関連付けら
れている TCPポートに対し per-session PATを無効にすることができます（それらのH.323お
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よびSIPのUDPポートはデフォルトですでにmulti-sessionになっています）。per-sessionPAT
の詳細については、ファイアウォールの設定ガイドを参照してください。

•次のインスペクション用のスタティック PATはありません。

◦ FTP

◦ PPTP

◦ RSH

◦ SQLNET

◦ TFTP

◦ XDMCP

◦ SIP

ダイナミックルーティングおよびクラスタリング

ここでは、クラスタリングでダイナミックルーティングを使用する方法について説明します。

スパンド EtherChannel モードでのダイナミックルーティング

スパンドEtherChannelモード：ルーティングプロセスはプライマリユニット上だけで実行されま
す。ルートはプライマリユニットを介して学習され、セカンダリに複製されます。ルーティング

パケットがセカンダリに到着した場合は、プライマリユニットにリダイレクトされます。

図 42：スパンド EtherChannel モードでのダイナミックルーティング

セカンダリメンバがプライマリユニットからルートを学習した後は、各ユニットが個別に転送に

関する判断を行います。

OSPF LSAデータベースは、プライマリユニットからセカンダリユニットに同期されません。プ
ライマリユニットのスイッチオーバーが発生した場合は、隣接ルータが再起動を検出します。ス

イッチオーバーは透過的ではありません。OSPFプロセスが IPアドレスの 1つをルータ IDとして
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選択します必須ではありませんが、スタティックルータ IDを割り当てることができます。これ
で、同じルータ IDがクラスタ全体で使用されるようになります。割り込みを解決するには、OSPF
ノンストップフォワーディング機能を参照してください。

個別インターフェイスモードでのダイナミックルーティング

個別インターフェイスモードでは、各ユニットがスタンドアロンルータとしてルーティングプ

ロトコルを実行します。ルートの学習は、各ユニットが個別に行います。

図 43：個別インターフェイスモードでのダイナミックルーティング

上の図では、ルータAはルータBへの等コストパスが 4本あることを学習します。パスはそれぞ
れ 1つのASAを通過します。ECMPを使用して、4パス間でトラフィックのロードバランシング
を行います。各ASAは、外部ルータと通信するときに、それぞれ異なるルータ IDを選択します。

管理者は、各ユニットが別のルータ IDを使用できるように、ルータ IDのクラスタプールを設定
する必要があります。

クラスタが、冗長性確保のために、同一ルータに対して複数の隣接関係を持つ場合、非対称

ルーティングは許容できないトラフィック紛失の原因となることがあります。非対称ルーティ

ングを避けるためには、同じトラフィックゾーンにこれらすべての ASAインターフェイスを
まとめます。トラフィックゾーンの設定, （503ページ）を参照してください。

（注）

SIP インスペクションとクラスタリング

制御フローは、任意のユニットで作成できます（ロードバランシングのため）。その子データフ

ローは同じユニットに存在する必要があります。

TLSプロキシ設定はサポートされていません。
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SNMP とクラスタリング

SNMPエージェントは、個々のASAを、そのローカル IPアドレスによってポーリングします。ク
ラスタの統合データをポーリングすることはできません。

SNMPポーリングには、メインクラスタ IPアドレスではなく、常にローカルアドレスを使用し
てください。SNMPエージェントがメインクラスタ IPアドレスをポーリングする場合は、新しい
プライマリが選定されたときに、新しいプライマリユニットのポーリングに失敗します。

syslog および NetFlow とクラスタリング

• Syslog：クラスタの各ユニットは自身の syslogメッセージを生成します。各ユニットの syslog
メッセージヘッダーフィールドで使用されるデバイス IDを同一にするか、別にするかを設
定できます。たとえば、ホスト名コンフィギュレーションはクラスタ内のすべてのユニット

に複製されて共有されます。ホスト名をデバイス IDとして使用するようにロギングを設定
した場合は、どのユニットで生成された syslogメッセージも 1つのユニットからのように見
えます。クラスタブートストラップコンフィギュレーションで割り当てられたローカルユ

ニット名をデバイス IDとして使用するようにロギングを設定した場合は、syslogメッセージ
はそれぞれ別のユニットからのように見えます。

• NetFlow：クラスタの各ユニットは自身のNetFlowストリームを生成します。NetFlowコレク
タは、各 ASAを独立した NetFlowエクスポータとしてのみ扱うことができます。

関連トピック

非 EMBLEM形式の syslogメッセージにデバイス IDを含める, （962ページ）

Cisco TrustSec とクラスタリング

プライマリユニットだけがセキュリティグループタグ（SGT）情報を学習します。プライマリ
ユニットからこのSGTがセカンダリに渡されるので、セカンダリは、セキュリティポリシーに基
づいて SGTの一致の決定を行うことができます。

VPN とクラスタリング

サイト間 VPNは、中央集中型機能です。プライマリユニットのみが VPN接続をサポートしま
す。

リモートアクセス VPNは、クラスタリングではサポートされません。（注）

VPN機能を使用できるのはプライマリユニットだけであり、クラスタのハイアベイラビリティ
能力は活用されません。プライマリユニットで障害が発生した場合は、すべての既存の VPN接
続が失われ、VPNユーザにとってはサービスの中断となります。新しいプライマリが選定された
ら、VPN接続を再確立する必要があります。
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VPNトンネルをスパンドEtherChannelアドレスに接続すると、接続が自動的にプライマリユニッ
トに転送されます。PBRまたは ECMPを使用するときの個別インターフェイスへの接続について
は、ローカルアドレスではなく、常にメインクラスタ IPアドレスに接続する必要があります。

VPN関連のキーと証明書は、すべてのユニットに複製されます。

ASA クラスタリングのライセンス
クラスタユニットは、各ユニット上で同じライセンスを必要としません。一般的には、プライマ

リユニット用のライセンスのみを購入します。セカンデリユニットはプライマリのライセンスを

継承します。複数のユニットにライセンスがある場合は、これらが統合されて単一の実行ASAク
ラスタライセンスとなります。

このルールには例外があります。クラスタリングの正確なライセンス要件については、次の表を

参照してください。

ライセンス要件モデル

クラスタライセンス、最大 16ユニットをサポートします。

各ユニットに、同じ暗号化ライセンスが必要です。各ユニットに同じ10GEI/O/Security
Plusライセンスが必要です（ASA 5585-Xと SSP-10および SSP-20）。

（注）

ASA 5585-X

Security Plusライセンス、2ユニットをサポートします。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

ASA 5512-X

基本ライセンス、2ユニットをサポートします。

各ユニットに同じ暗号化ライセンスが必要で

す。

（注）

ASA 5515-X、ASA
5525-X、ASA
5545-X、ASA5555-X

FXOSシャーシの ASAクラスタ, （385ページ）を参照してください。FXOSシャーシ上の
ASA

サポートなし。他のすべてのモデル

ASA クラスタリングの前提条件

ASA のハードウェアおよびソフトウェア要件

クラスタ内のすべてのユニット：

•同じ DRAMを使用する同じモデルである必要があります。フラッシュメモリの容量は同一
である必要はありません。
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•イメージアップグレード時を除き、同じソフトウェアを実行する必要があります。ヒットレ
スアップグレードがサポートされます。

•セキュリティコンテキストモードが一致している必要があります（シングルまたはマル
チ）。

•（シングルコンテキストモード）ファイアウォールモードが一致している必要があります
（ルーテッドまたはトランスペアレント）。

•コンフィギュレーション複製前の初期クラスタ制御リンク通信のために、新しいクラスタメ
ンバは、標準出荷単位と同じSSL暗号化設定（ssl encryptionコマンド）を使用する必要があ
ります。

•同じクラスタライセンス、暗号化ライセンス、そして ASA 5585-Xの場合は 10 GE I/Oライ
センスが必要です。

スイッチの前提条件

• ASAでクラスタリングを設定する前に、スイッチのコンフィギュレーションを完了する必要
があります。

•サポートされているスイッチのリストについては、『CiscoASACompatibility』[英語]を参照
してください。

ASA の必須条件

•ユニットを管理ネットワークに追加する前に、一意の IPアドレスを各ユニットに提供しま
す。

◦ ASAへの接続および管理 IPアドレスの設定に関する詳細については、「使用する前に」
の章を参照してください。

◦標準出荷単位（通常は最初にクラスタに追加された装置）で使用される IPアドレスを
除き、これらの管理 IPアドレスは一時的に使用されるだけです。

◦セカンダリがクラスタに参加すると、管理インターフェイス設定は標準出荷単位からの
複製に置き換えられます。

•クラスタ制御リンクでジャンボフレームを使用する場合は（推奨）、クラスタリングをイ
ネーブルにする前に、ジャンボフレームの予約をイネーブルにする必要があります。

その他の前提条件

ターミナルサーバを使用して、すべてのクラスタメンバユニットのコンソールポートにアクセ

スすることをお勧めします。初期設定および継続的な管理（ユニットがダウンしたときなど）で

は、ターミナルサーバがリモート管理に役立ちます。

関連トピック

ASAクラスタリングのガイドライン, （336ページ）
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ジャンボフレームサポートの有効化, （423ページ）
Bootstrap Configuration, （301ページ）

ASA クラスタリングのガイドライン

コンテキストモード

モードは、各メンバーユニット上で一致している必要があります。

ファイアウォールモード

シングルモードの場合、ファイアウォールモードがすべてのユニットで一致している必要があり

ます。

フェールオーバー

フェールオーバーは、クラスタリングではサポートされません。

IPv6

クラスタ制御リンクは、IPv4のみを使用してサポートされます。

モデル

サポート対象：

• ASA 5585-X：ASA 5585-Xと SSP-10および SSP-20（2つの 10ギガビットイーサネットイン
ターフェイスを装備）の場合、一方のインターフェイスをクラスタ制御リンクに使用し、他

方をデータに使用することを推奨します（データについてはサブインターフェイスが使用可

能）。この設定は、クラスタ制御リンクの冗長性には対応しませんが、クラスタ制御リンク

のサイズをデータインターフェイスのサイズと一致させるという要件は満たされます。

• ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X

スイッチ

•クラスタ制御リンクインターフェイスのスイッチでは、クラスタユニットに接続されるス
イッチポートに対してスパニングツリー PortFastをイネーブルにすることもできます。この
ようにすると、新規ユニットの参加プロセスを高速化できます。

•スイッチ上のスパンド EtherChannelのバンドリングが遅いときは、スイッチの個別インター
フェイスに対して LACP高速レートをイネーブルにできます。

•スイッチでは、EtherChannelロードバランシングアルゴリズム source-dest-ipまたは
source-dest-ip-port（Cisco Nexus OSおよび Cisco IOSの port-channel load-balanceコマンドを
参照）を使用することをお勧めします。クラスタのデバイスにトラフィックを不均一に配分

する場合があるので、ロードバランスアルゴリズムでは vlanキーワードを使用しないでく
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ださい。デバイスのデフォルトのロードバランシングアルゴリズムは変更しないでくださ

い。

•スイッチの EtherChannelロードバランシングアルゴリズムを変更すると、スイッチの
EtherChannelインターフェイスは一時的にトラフィックの転送を停止し、スパニングツリー
プロトコルが再始動します。トラフィックが再び流れ出すまでに、少し時間がかかります。

• Cisco Nexusスイッチのクラスタに接続されたすべての EtherChannelインターフェイスで、
LACPグレースフルコンバージェンス機能をディセーブルにする必要があります。

•一部のスイッチは、LACPでのダイナミックポートプライオリティをサポートしていません
（アクティブおよびスタンバイリンク）。ダイナミックポートプライオリティをディセー

ブルにすることで、スパンド EtherChannelとの互換性を高めることができます。

•クラスタ制御リンクパスのネットワークエレメントでは、L4チェックサムを検証しないよ
うにする必要があります。クラスタ制御リンク経由でリダイレクトされたトラフィックに

は、正しい L4チェックサムが設定されていません。L4チェックサムを検証するスイッチに
より、トラフィックがドロップされる可能性があります。

•ポートチャネルバンドルのダウンタイムは、設定されているキープアライブインターバル
を超えてはなりません。

• Supervisor 2TEtherChannelでは、デフォルトのハッシュ配信アルゴリズムは適応型です。VSS
設計での非対称トラフィックを避けるには、デバイスに接続されているポートチャネルでの

ハッシュアルゴリズムを固定に変更します。

router(config)# port-channelidhash-distributionfixed

アルゴリズムをグローバルに変更しないでください。VSSピアリンクに対しては適応型アル
ゴリズムを使用できます。

EtherChannel

• 15.1(1)S2より前の Catalyst 3750-X Cisco IOSソフトウェアバージョンでは、クラスタユニッ
トはスイッチスタックに EtherChannelを接続することをサポートしていませんでした。デ
フォルトのスイッチ設定では、クラスタユニット EtherChannelがクロススタックに接続さ
れている場合、マスタースイッチの電源がオフになると、残りのスイッチに接続されている

EtherChannelは起動しません。互換性を高めるため、stack-mac persistent timerコマンドを設
定して、十分なリロード時間を確保できる大きな値、たとえば 8分、0（無制限）などを設
定します。または、15.1(1)S2など、より安定したスイッチソフトウェアバージョンにアッ
プグレードできます。

•スパンド EtherChannelとデバイスローカル EtherChannelのコンフィギュレーション：スパン
ド EtherChannelとデバイスローカル EtherChannelに対してスイッチを適切に設定します。

◦スパンド EtherChannel：クラスタユニットスパンド EtherChannel（クラスタのすべての
メンバに広がる）の場合は、複数のインターフェイスが結合されてスイッチ上の単一の

EtherChannelとなります。各インターフェイスがスイッチ上の同じチャネルグループ内
にあることを確認してください。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

337

ASA クラスタリングのガイドライン



◦デバイスローカルEtherChannel：クラスタユニットデバイスローカルEtherChannel（ク
ラスタ制御リンク用に設定されたEtherChannelもこれに含まれます）は、それぞれ独立
したEtherChannelとしてスイッチ上で設定してください。スイッチ上で複数のクラスタ
ユニット EtherChannelを結合して 1つの EtherChannelとしないでください。
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その他のガイドライン

•大々的なトポロジ変更が発生する場合（EtherChannelインターフェイスの追加または削除、
ASA上でのインターフェイスまたはスイッチの有効化または無効化、VSSまたは vPCを形
成するための追加スイッチの追加など）、ヘルスチェック機能や無効なインターフェイスの

インターフェイスモニタリングを無効にする必要があります。トポロジの変更が完了して、

コンフィギュレーション変更がすべてのユニットに同期されたら、インターフェイスのヘル

スチェック機能を再度有効にできます。

•ユニットを既存のクラスタに追加したときや、ユニットをリロードしたときは、一時的に、
限定的なパケット/接続ドロップが発生します。これは予定どおりの動作です。場合によって
は、ドロップされたパケットが原因で接続がハングすることがあります。たとえば、FTP接
続の FIN/ACKパケットがドロップされると、FTPクライアントがハングします。この場合
は、FTP接続を再確立する必要があります。

•スパンド EtherChannelに接続されたWindows 2003 Serverを使用している場合、syslogサーバ
ポートがダウンし、サーバが ICMPエラーメッセージを調整しないと、多数の ICMPメッ
セージが ASAクラスタに送信されます。このようなメッセージにより、ASAクラスタの一
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部のユニットでCPU使用率が高くなり、パフォーマンスに影響する可能性があります。ICMP
エラーメッセージを調節することを推奨します。

•個別インターフェイスモードの VXLANはサポートされていません。スパンド EtherChannel
モードでのみ VXLANをサポートしています。

関連トピック

クラスタ制御リンクのサイズ, （305ページ）
Bootstrap Configuration, （301ページ）
クラスタリングでサポートされない機能, （326ページ）
EtherChannelの設定, （437ページ）
EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイのガイドライン, （431ページ）

ASA クラスタリングのデフォルト
•スパンド EtherChannelを使用するときは、cLACPシステム IDは自動生成され、システムプ
ライオリティはデフォルトで 1です。

•クラスタのヘルスチェック機能は、デフォルトでイネーブルになり、ホールド時間は 3秒で
す。デフォルトでは、すべてのインターフェイスでインターネットヘルスモニタリングが

イネーブルになっています。

•接続再分散は、デフォルトではディセーブルです。接続再分散をイネーブルにした場合の、
デフォルトの負荷情報交換間隔は 5秒です。

ASA クラスタリングの設定
クラスタリングを設定するには、次のタスクを実行します。

クラスタリングを有効または無効にするには、コンソール接続（CLIの場合）または ASDM
接続を使用します。

（注）

クラスタユニットのケーブル接続とアップストリームおよびダウンストリーム機器

の設定

クラスタリングを設定する前に、クラスタ制御リンクネットワーク、管理ネットワーク、および

データネットワークをケーブルで接続します。

クラスタに参加するようにユニットを設定する前に、少なくとも、アクティブなクラスタ制御

リンクネットワークが必要です。

（注）

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
340

ASA クラスタリングのデフォルト



アップストリームとダウンストリームの機器も設定する必要があります。たとえば、EtherChannel
を使用する場合は、EtherChannelのアップストリーム/ダウンストリーム機器を設定する必要があ
ります。

例

この例では、ロードバランシングに EtherChannelを使用します。PBRまたは ECMPを使用す
る場合は、スイッチコンフィギュレーションが異なります。

（注）

たとえば、4台の ASA 5585-Xのそれぞれにおいて、次のものを使用します。

•デバイスローカル EtherChannelの 10ギガビットイーサネットインターフェイス 2個（クラ
スタ制御リンク用）。

•スパンド EtherChannelの 10ギガビットイーサネットインターフェイス 2個（内部および外
部ネットワーク用）。各インターフェイスは、EtherChannelの VLANサブインターフェイス
です。サブインターフェイスを使用すると、内部と外部の両方のインターフェイスが

EtherChannelの利点を活用できます。

•管理インターフェイス 1個。

内部と外部の両方のネットワーク用に 1台のスイッチがあります。
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スイッチポートへ4 台の各 ASA の接続インターフェイ
ス

目的

合計 8ポート

TenGigabitEthernet 0/6と
TenGigabitEthernet 0/7のペアご
とに、4個の EtherChannel
（ASAごとに 1個の EC）を設
定します。

これらの EtherChannelすべて
が、同一の独立クラスタ制御

VLAN上（たとえば VLAN
101）に存在する必要がありま
す。

TenGigabitEthernet 0/6および
TenGigabitEthernet 0/7

クラスタ制御リンク

合計 8ポート

単一のEtherChannelを設定しま
す（すべての ASAにまたが
る）。

スイッチでは、この VLANお
よびネットワークをここで設定

できます。たとえば、VLAN
200（内部用）およびVLAN201
（外部用）が含まれるトランク

を設定します。

TenGigabitEthernet 0/8および
TenGigabitEthernet 0/9

内部および外部インター

フェイス

合計 4ポート

すべてのインターフェイスを、

同一の独立管理VLAN（たとえ
ば VLAN 100）上に置きます。

Management 0/0管理インターフェイス

関連トピック

クラスタからの脱退, （364ページ）
スパンド EtherChannelの設定, （349ページ）
クラスタインターフェイス, （302ページ）

コンフィギュレーションのバックアップ（推奨）

セカンダリユニットでクラスタリングをイネーブルにすると、現在のコンフィギュレーションは

同期した標準出荷単位の設定に置き換えられます。クラスタ全体を解除する場合、使用可能な管
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理インターフェイスコンフィギュレーションのバックアップコンフィギュレーションを取ってお

くと役立つ場合があります。

はじめる前に

各ユニットのバックアップを実行します。

手順

ステップ 1 [Tools] > [Backup Configurations]を選択します。

ステップ 2 最低でも実行コンフィギュレーションをバックアップします。詳細な手順については、コンフィ

ギュレーションまたはその他のファイルのバックアップおよび復元,（894ページ）を参照してく
ださい。

プライマリユニットでのクラスタインターフェイスモードの設定

クラスタリング用に設定できるインターフェイスのタイプは、スパンド EtherChannelと個別イン
ターフェイスのいずれか一方のみです。1つのクラスタ内でインターフェイスタイプを混在させ
ることはできません。

プライマリユニットからセカンダリユニットを追加しない場合は、プライマリユニットだけ

でなく全ユニットのインターフェイスモードをこの項の説明に従って手動で設定する必要が

あります。プライマリユニットからセカンダリユニットを追加する場合は、ASDMがセカン
ダリユニットのインターフェイスモードを自動的に設定します。

（注）

はじめる前に

•管理専用インターフェイスはいつでも、個別インターフェイス（推奨）として設定できます
（スパンド EtherChannelモードのときでも）。管理インターフェイスは、個別インターフェ
イスとすることができます（トランスペアレントファイアウォールモードのときでも）。

•スパンド EtherChannelモードでは、管理インターフェイスを個別インターフェイスとして設
定すると、管理インターフェイスに対してダイナミックルーティングをイネーブルにできま

せん。スタティックルートを使用する必要があります。

•マルチコンテキストモードでは、すべてのコンテキストに対して 1つのインターフェイス
タイプを選択する必要があります。たとえば、トランスペアレントモードとルーテッドモー

ドのコンテキストが混在している場合は、すべてのコンテキストにスパンド EtherChannel
モードを使用する必要があります。これが、トランスペアレントモードで許可される唯一の

インターフェイスタイプであるからです。
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手順

ステップ 1 プライマリユニット上のASDMで、[Tools] > [Command Line Interface]の順に選択します。互換性
のないすべてのコンフィギュレーションを表示し、後でインターフェイスモードを強制してコン

フィギュレーションを修正できるようにします。このコマンドでは、インターフェイスモードは

変更されません。
cluster interface-mode {individual | spanned} check-details

例：

インターフェイスモードを設定した後は、常にインターフェイスに接続できるようにな

ります。ただし、クラスタリング要件に適合するように管理インターフェイスを設定する

前にASAをリロードすると（たとえば、クラスタ IPプールを追加するため）、クラスタ
と互換性のないインターフェイスコンフィギュレーションが削除されるため、再接続で

きなくなります。その場合は、コンソールポートに接続してインターフェイスコンフィ

ギュレーションを修正する必要があります。

注意

ステップ 2 クラスタリング用にインターフェイスモードを設定します。
cluster interface-mode {individual | spanned} force

例：
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デフォルト設定はありません。明示的にモードを選択する必要があります。モードを設定してい

ない場合は、クラスタリングをイネーブルにできません。

forceオプションを指定すると、互換性のないコンフィギュレーションの検査は行わずにモードが
変更されます。コンフィギュレーションの問題がある場合は、モードを変更した後に手動で解決

する必要があります。インターフェイスコンフィギュレーションの修正ができるのはモードの設

定後に限られるので、forceオプションを使用することを推奨します。このようにすれば、最低で
も、既存のコンフィギュレーションの状態から開始できます。さらにガイダンスが必要な場合は、

モードを設定した後で check-detailsオプションを再実行します。

forceオプションを指定しないと、互換性のないコンフィギュレーションがある場合は、コンフィ
ギュレーションをクリアしてリロードするように求められるので、コンソールポートに接続して

管理アクセスを再設定する必要があります。コンフィギュレーションに互換性の問題がない場合

は（まれなケース）、モードが変更され、コンフィギュレーションは維持されます。コンフィギュ

レーションをクリアしたくない場合は、nを入力してコマンドを終了します。

インターフェイスモードを解除するには、no cluster interface-modeコマンドを入力します。

ステップ 3 ASDMを終了し、リロードします。クラスタインターフェイスモードに正しく対応するように
ASDMを再起動する必要があります。リロードの後、ホームページに [ASACluster]タブが表示さ
れます。
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（推奨、マルチコンテキストモードでは必須）プライマリユニットでのインター

フェイスの設定

クラスタリングを有効にする前に、現在 IPアドレスが設定されているインターフェイスをクラス
タ対応に変更する必要があります。少なくとも、ASDMが現在接続されている管理インターフェ
イスを変更する必要があります。他のインターフェイスについては、クラスタリングをイネーブ

ルにする前またはした後で設定できます。完全なコンフィギュレーションが新しいクラスタメン

バと同期するように、すべてのインターフェイスを事前に設定することを推奨します。マルチコ

ンテキストモードでは、この項の手順を使用して、既存のインターフェイスを修正するか、新し

いインターフェイスを設定する必要があります。一方、シングルモードでは、この項を省略し、

High Availability and Scalabilityウィザードで共通インターフェイスパラメータを設定できます
（ASAクラスタの作成またはASAクラスタへの参加,（353ページ）を参照）。個別インターフェ
イス用の EtherChannelの作成などの高度なインターフェイス設定はウィザードでは実行できない
ことに注意してください。

ここでは、クラスタリング互換となるようにインターフェイスを設定する方法について説明しま

す。データインターフェイスは、スパンド EtherChannelとして設定することも、個別インター
フェイスとして設定することもできます。各方式は別のロードバランシングメカニズムを使用し

ます。同じコンフィギュレーションで両方のタイプを設定することはできません。ただし、管理

インターフェイスは例外で、スパンド EtherChannelモードであっても個別インターフェイスにで
きます。

個別のインターフェイスの設定（管理インターフェイスに推奨）

個別インターフェイスは通常のルーテッドインターフェイスであり、それぞれが専用の IPアドレ
スを IPアドレスプールから取得します。メインクラスタ IPアドレスは、そのクラスタのための
固定アドレスであり、常に現在のプライマリユニットに属します。

スパンド EtherChannelモードでは、管理インターフェイスを個別インターフェイスとして設定す
ることを推奨します。個別管理インターフェイスならば、必要に応じて各ユニットに直接接続で

きますが、スパンド EtherChannelインターフェイスでは、現在のプライマリユニットへの接続し
かできません。
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はじめる前に

•管理専用インターフェイスの場合を除き、個別インターフェイスモードであることが必要で
す。

•マルチコンテキストモードの場合は、この手順を各コンテキストで実行します。まだコン
テキストコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、changeto context nameコマ
ンドを入力します。[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアド
レスの下にあるコンテキスト名をダブルクリックします。

•個別インターフェイスの場合は、ネイバーデバイスでのロードバランシングを設定する必
要があります。管理インターフェイスには、外部のロードバランシングは必要ありません。

•（オプション）インターフェイスをデバイスローカルEtherChannelインターフェイスとして
設定する、冗長インターフェイスを設定する、およびサブインターフェイスを設定する作業

を必要に応じて行います。

◦ EtherChannelの場合、この EtherChannelはユニットに対してローカルであり、スパンド
EtherChannelではありません。

◦管理専用インターフェイスを冗長インターフェイスにすることはできません。

• ASDMを使用して管理インターフェイスにリモートに接続している場合は、将来のセカンダ
リユニットの現在の IPアドレスは一時的なものです。

◦各メンバには、プライマリユニットで定義されたクラスタ IPプールから IPアドレスが
割り当てられます。

◦クラスタ IPプールには、将来のセカンダリ IPアドレスを含む、ネットワークですでに
使用中のアドレスを含めることはできません。

次に例を示します。

1 プライマリユニットに 10.1.1.1を設定します。

2 他のユニットには、10.1.1.2、10.1.1.3、10.1.1.4を使用します。

3 プライマリユニットのクラスタの IPプールを設定する場合、使用中であるために
.2、.3、.4のアドレスをプールに含めることはできません。

4 代わりに、.5、.6、.7、.8のような、ネットワークの他の IPアドレスを使用する必要
があります。

プールには、プライマリユニットを含むクラスタのメンバ数分のアドレスが

必要です。元の .1アドレスはメインクラスタ IPアドレスであり、現在のプラ
イマリユニットのものです。

（注）

5 クラスタに参加すると古い一時的なアドレスは放棄され、他の場所で使用できます。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペインを選択します。

ステップ 2 インターフェイス行を選択して、[Edit]をクリックします。インターフェイスのパラメータを設定
します。次のガイドラインを参照してください。

•（スパンド EtherChannelモードの管理インターフェイスでは必須）[Dedicate this interface to
managementonly]：インターフェイスを管理専用モードに設定してトラフィックが通過しない
ようにします。デフォルトでは、管理タイプのインターフェイスは管理専用として設定され

ます。トランスペアレントモードでは、このコマンドは管理タイプのインターフェイスに対

して常にイネーブルになります。

• [Use StaticIP]：DHCPと PPPoEはサポートされません。

ステップ 3 IPv4クラスタ IPプール、MACアドレスプール、およびを追加するには、[Advanced]タブをク
リックして、[ASA Cluster]エリアパラメータを設定します。
a) [IP Address Pool]フィールドの横にある [...]ボタンをクリックしてクラスタ IPプールを作成し
ます。表示される有効範囲は、[General]タブで設定するメイン IPアドレスにより決定します。

b) [Add]をクリックします。
c) メインクラスタの IPアドレスを含まないアドレス範囲を設定します。ネットワーク内で現在
使用されているアドレスも含みません。範囲は、たとえば8アドレスというように、クラスタ
のサイズに合わせて十分に大きくする必要があります。

d) [OK]をクリックして、新しいプールを作成します。
e) 作成した新しいプールを選択して、[Assign]をクリックし、次に [OK]をクリックします。
プール名が [IP Address Pool]フィールドに表示されます。

f) （任意） （オプション）MACアドレスを手動で設定する場合は、[MAC Address Pool]を設定
します。

ステップ 4 IPv6アドレスを設定するには、[IPv6]タブをクリックします。
a) [Enable IPv6]チェックボックスをオンにします。
b) [Interface IPv6 Addresses]エリアで、[Add]をクリックします。

[Enable address autoconfiguration]オプションはサポートされません。
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[Add IPv6 Address for Interface]ダイアログボックスが表示されます。

c) [Address/Prefix Length]フィールドに、グローバル IPv6アドレスと IPv6プレフィックスの長さ
を入力します。たとえば、「2001:0DB8::BA98:0:3210/48」のように入力します。

d) [...]ボタンをクリックして、クラスタ IPプールを設定します。
e) [Add]をクリックします。

f) プールの開始 IPアドレス（ネットワークプレフィックス）、プレフィックス長、アドレス数
を設定します。

g) [OK]をクリックして、新しいプールを作成します。
h) 作成した新しいプールを選択して、[Assign]をクリックし、次に [OK]をクリックします。

[ASA Cluster IP Pool]フィールドにプールが表示されます。

i) [OK]をクリックします。

ステップ 5 [OK]をクリックして、[Interfaces]ペインに戻ります。

ステップ 6 [Apply]をクリックします。

関連トピック

管理インターフェイス, （310ページ）
クラスタユニットのケーブル接続とアップストリームおよびダウンストリーム機器の設定,（

340ページ）
ロードバランシング方式, （312ページ）
EtherChannelの設定, （437ページ）
ジャンボフレームサポートの有効化, （423ページ）
スパンド EtherChannelの設定, （349ページ）

スパンド EtherChannel の設定

スパンド EtherChannelは、クラスタ内のすべての ASAに広がるものであり、EtherChannelの動作
の一部としてロードバランシングを行うことができます。
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はじめる前に

•スパンド EtherChannelインターフェイスモードにする必要があります。

•マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで開始します。ま
だシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device
List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリック
します。

•トランスペアレントモードの場合は、ブリッジグループを設定します。

• EtherChannelには最大および最小のリンク数を指定しないでください。EtherChannelの最大
および最小のリンク数の指定は、ASAとスイッチのどちらにおいても行わないことを推奨し
ます。これらを使用する必要がある場合は、次の点に注意してください。

◦ ASA上で設定されるリンクの最大数は、クラスタ全体のアクティブポートの合計数で
す。スイッチ上で設定された最大リンク数の値が、ASAでの値を超えていないことを確
認してください。

◦ ASA上で設定される最小リンク数は、ポートチャネルインターフェイスを起動するた
めの最小アクティブポート数（ユニットあたり）です。スイッチ上では、最小リンク数

はクラスタ全体の最小リンク数であるため、この値は ASAでの値とは一致しません。

•デフォルトのロードバランシングアルゴリズムを変更しないでください。スイッチでは、ア
ルゴリズム source-dest-ipまたは source-dest-ip-port（Cisco Nexus OSおよび Cisco IOSの
port-channel load-balanceコマンドを参照）を使用することをお勧めします。クラスタ内の
ASAへのトラフィックが均等に分散されなくなることがあるため、ロードバランシングア
ルゴリズムでは、vlanキーワードを使用しないでください。

•スパンド EtherChannelを使用している場合、クラスタリングが完全にイネーブルになるま
で、ポートチャネルインターフェイスは起動しません。この要件により、クラスタのアク

ティブではないユニットにトラフィックが転送されるのが防がれます。

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペイ
ンを選択します。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[Interfaces]ペインを選択します。

ステップ 2 [Add] > [EtherChannel Interface]の順に選択します。
[Add EtherChannel Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 次をイネーブルにします。

• Port Channel ID
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• Span EtherChannel across the ASA cluster

• Enable Interface（デフォルトでオンになります）

• [Members inGroup]：[Members in Group]リストに、インターフェイスを少なくとも 1つ追加す
る必要があります。ユニットごとに複数のインターフェイスが EtherChannelに含まれている
と、VSSまたはvPCのスイッチに接続する場合に役立ちます。デフォルトでは、クラスタの
全メンバで最大 16個のアクティブインターフェイスのうち、スパンド EtherChannelが使用
できるのは 8個だけであることに注意してください。残りの 8インターフェイスはリンク障
害時のためのスタンバイです。8個より多くのアクティブインターフェイスを使用するには
（ただしスタンバイインターフェイスではなく）、ダイナミックポートプライオリティを

ディセーブルにします。ダイナミックポートプライオリティをディセーブルにすると、ク

ラスタ全体で最大 32個のアクティブリンクを使用できます。たとえば、16台の ASAから
成るクラスタの場合は、各 ASAで最大 2個のインターフェイスを使用でき、スパンド
EtherChannelの合計は 32インターフェイスとなります。

すべてのインターフェイスが同じタイプと速度であるようにします。最初に追加するイン

ターフェイスによって、EtherChannelのタイプと速度が決まります。一致しないインターフェ
イスを追加すると、そのインターフェイスは停止状態になります。ASDMでは、一致しない
インターフェイスの追加は防止されません。

この画面の残りのフィールドは、この手順の後半で説明します。

ステップ 4 （オプション）すべてのメンバーインターフェイスについて、メディアタイプ、二重通信、速

度、フロー制御のポーズフレームを上書きするには、[Configure Hardware Properties]をクリック
します。これらのパラメータはチャネルグループのすべてのインターフェイスで一致している必

要があるため、この方法はこれらのパラメータを設定するショートカットになります。

[OK]をクリックして [Hardware Properties]の変更を受け入れます。

ステップ 5 MACアドレスおよびオプションパラメータを設定するには、[Advanced]タブをクリックします。

• [MACAddressCloning]領域で、EtherChannelの手動グローバルMACアドレスを設定します。
スタンバイMACアドレスを設定しないでください。無視されます。潜在的なネットワーク
の接続問題を回避するために、スパンド EtherChannelにはグローバルMACアドレスを設定
する必要があります。

マルチコンテキストモードでは、インターフェイスをコンテキスト間で共有する場合、MAC
アドレスの自動生成をイネーブルにして、共有インターフェイスのMACアドレスを手動で
設定する必要があるのは、自動生成をディセーブルにした場合だけになるようにする必要が

あります。非共有インターフェイスについてはMACアドレスを手動で設定する必要がある
ことに注意してください。自動生成されたMACアドレスも使用する場合、手動で割り当て
るMACアドレスの最初の 2バイトには A2を使用できません。

•（オプション）VSSまたは vPCの 2台のスイッチに ASAを接続する場合は、[Enable load
balancing between switch pairs in VSS or vPC mode]チェックボックスをオンにして、VSSロー
ドバランシングをイネーブルにする必要があります。この機能を使用すると、ASAと VSS
（または vPC）ペアとの間の物理リンク接続の負荷が確実に分散されます。

[Member InterfaceConfiguration]領域で、1または 2のどちらのスイッチに特定のインターフェ
イスを接続するかを特定する必要があります。
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[Minimum Active Members]と [Maximum Active Members]は設定しないことを推奨しま
す。

（注）

ステップ 6 （オプション）この EtherChannelに VLANサブインターフェイスを設定します。この手順の残り
の部分は、サブインターフェイスに適用されます。

ステップ 7 （マルチコンテキストモード）この手順を完了する前に、コンテキストにインターフェイスを割

り当てる必要があります。

a) [OK]をクリックして変更内容を確定します。
b) インターフェイスを割り当てます。
c) ユーザが設定するコンテキストを変更します。[Device List]ペインで、アクティブなデバイス
の IPアドレスの下にあるコンテキスト名をダブルクリックします。

d) [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペインを選択し、カスタマイズ
するポートチャネルインターフェイスを選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8 [General]タブをクリックします。

ステップ 9 （トランスペアレントモード）[BridgeGroup]ドロップダウンリストから、このインターフェイス
を割り当てるブリッジグループを選択します。

ステップ 10 [Interface Name]フィールドに、名前を 48文字以内で入力します。

ステップ 11 [Security level]フィールドに、0（最低）～ 100（最高）のレベルを入力します。

ステップ 12 （ルーテッドモード）IPv4アドレスに対して [Use Static IP]オプションボタンをクリックし、IP
およびマスクを入力します。DHCPと PPPoEはサポートされません。トランスペアレントモード
の場合は、EtherChannelインターフェイスではなく、ブリッジグループインターフェイスの IPア
ドレスを設定します。

ステップ 13 （ルーテッドモード）IPv6アドレスを設定するには、[IPv6]タブをクリックします。
トランスペアレントモードの場合は、EtherChannelインターフェイスではなく、ブリッジグルー
プインターフェイスの IPアドレスを設定します。

a) [Enable IPv6]チェックボックスをオンにします。
b) [Interface IPv6 Addresses]エリアで、[Add]をクリックします。

[Add IPv6 Address for Interface]ダイアログボックスが表示されます。

[Enable address autoconfiguration]オプションはサポートされませ
ん。

（注）

c) [Address/Prefix Length]フィールドに、グローバル IPv6アドレスと IPv6プレフィックスの長さ
を入力します。たとえば、2001:DB8::BA98:0:3210/64。

d) （オプション）ホストアドレスとしてModified EUI-64インターフェイス IDを使用するには、
[EUI-64]チェックボックスをオンにします。この場合は、単に [Address/Prefix Length]フィール
ドにプレフィックスを入力します。

e) [OK]をクリックします。

ステップ 14 [OK]をクリックして、[Interfaces]画面に戻ります。

ステップ 15 [Apply]をクリックします。
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関連トピック

プライマリユニットでのクラスタインターフェイスモードの設定, （343ページ）
ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）の設定, （474ページ）
EtherChannelの設定, （437ページ）
EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイのガイドライン, （431ページ）
VSSまたは vPCへの接続, （313ページ）
物理インターフェイスのイネーブル化およびイーサネットパラメータの設定, （421ページ）
セキュリティコンテキストの設定, （234ページ）

ASA クラスタの作成または ASA クラスタへの参加
クラスタ内の各ユニットがクラスタに参加するには、ブートストラップコンフィギュレーション

が必要です。1台のユニット（プライマリユニットになるユニット）上で High Availability and
Scalabilityウィザードを実行してクラスタを作成し、続いてセカンダリユニットを追加します。

プライマリユニットに対して、cLACPシステム IDおよびプライオリティのデフォルトを変更
する場合は、ウィザードを使用できません。クラスタを手動で設定する必要があります。

（注）

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで次の手順を実行します。まだシ
ステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Configuration] > [Device List]ペ
インで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

•クラスタ制御リンクのMTUを 1600バイト以上に設定することを推奨します。このようにす
るには、この手順を続ける前に各ユニットでジャンボフレームの予約をイネーブルにする必

要があります。ジャンボフレームの予約には、ASAのリロードが必要です。

•クラスタ制御リンクインターフェイスに使用するインターフェイスは、接続されたスイッチ
でアップ状態になっている必要があります。

•稼働中のクラスタにユニットを追加すると、一時的に、限定的なパケット/接続ドロップが発
生することがあります。これは予定どおりの動作です。

手順

ステップ 1 [Wizards] > [High Availability and Scalability Wizard]の順に選択します。次の手順でこのウィザード
のガイドラインを確認してください。

ステップ 2 [Interfaces]画面からは新しい EtherChannelを作成できません（クラスタ制御リンクを除く）。

ステップ 3 [ASA Cluster Configuration]画面で、ブートストラップの設定を構成します。

• [MemberPriority]：プライマリユニットを選定する際のこのユニットのプライオリティを1～
100の範囲内で設定します。1が最高のプライオリティです。
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•（オプション）[SharedKey]：クラスタ制御リンクの制御トラフィックの暗号キーを設定しま
す。共有秘密は、1～ 63文字のASCII文字列です。共有秘密は、暗号キーを生成するために
使用されます。このパラメータは、データパストラフィック（接続状態アップデートや転送

されるパケットなど）には影響しません。データパストラフィックは、常にクリアテキス

トとして送信されます。パスワードの暗号化サービスをイネーブルにする場合にも、このパ

ラメータを設定する必要があります。

•（オプション）[Enableconnection rebalancing for TCP traffic across all the ASAs in the cluster]：接
続の再分散をイネーブルにします。このパラメータはデフォルトではディセーブルになって

います。イネーブルの場合は、クラスタのASAは定期的に負荷情報を交換し、負荷のかかっ
ているデバイスから負荷の少ないデバイスに新しい接続をオフロードします。負荷情報を交

換する間隔を、1～ 360秒の範囲内で指定します。このパラメータは、ブートストラップコ
ンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリユニットに複

製されます。

サイト間トポロジに対しては接続の再分散を設定しないでください。異なるサイト

のクラスタメンバには接続を再分散できません。

（注）

•（オプション）[Enable health monitoring of this device within the cluster]：クラスタユニットヘ
ルスチェック機能をイネーブルにします。ユニットのヘルスを確認するため、ASAのクラ
スタユニットはクラスタ制御リンクで他のユニットにキープアライブメッセージを送信し

ます。ユニットが保留時間内にピアユニットからキープアライブメッセージを受信しない

場合は、そのピアユニットは応答不能またはデッド状態と見なされます。

何らかのトポロジ変更を行うとき（たとえば、データインターフェイスの追加ま

たは削除、ASAまたはスイッチ上のインターフェイスのイネーブル化またはディ
セーブル化、VSSまたは vPCを形成するスイッチの追加など）は、ヘルスチェッ
クをディセーブルにし、ディセーブルにしたインターフェイスのモニタリングも

ディセーブルにする必要があります。トポロジの変更が完了して、コンフィギュ

レーション変更がすべてのユニットに同期されたら、ヘルスチェックを再度イネー

ブルにします。

（注）

◦ [Timeto Wait Before Device Considered Failed]：この値は、ユニットのキープアライブス
テータスメッセージの間隔を指定します。0.8～ 45秒です。デフォルトは 3秒です。

◦（オプション）[Broadcastkeepalive messages to all EtherChannel cluster control link ports for
VSS/vPC support]：クラスタ制御リンクがEtherChannelとして設定されていて（推奨）、
VSSまたは vPCペアに接続されている場合は、このオプションをイネーブルにするこ
とが必要になる場合があります。一部のスイッチでは、VSS/vPCの 1つのユニットが
シャットダウンまたは起動すると、そのスイッチに接続された EtherChannelメンバー
インターフェイスが ASAに対してアップ状態であるように見えますが、これらのイン
ターフェイスはスイッチ側のトラフィックを通していません。ASA holdtime timeoutを
低い値（0.8秒など）に設定した場合、ASAが誤ってクラスタから削除される可能性が
あり、ASAはキープアライブメッセージをこれらのいずれかの EtherChannelインター
フェイスに送信します。このオプションをイネーブルにすると、ASAはクラスタ制御リ
ンクのすべての EtherChannelインターフェイスでキープアライブメッセージをフラッ
ディングして、少なくとも 1台のスイッチがそれを受信できることを確認します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
354

ASA クラスタリングの設定



•（オプション）[Replicateconsole output to the master’s console]：セカンダリユニットからプラ
イマリユニットへのコンソール複製をイネーブルにします。この機能はデフォルトで無効に

設定されています。ASAは、特定の重大イベントが発生したときに、メッセージを直接コン
ソールに出力する場合があります。コンソール複製をイネーブルにすると、セカンダリユ

ニットからプライマリユニットにコンソールメッセージが送信されるので、モニタが必要

になるのはクラスタのコンソールポート 1つだけとなります。このパラメータは、ブートス
トラップコンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリユ

ニットに複製されます。

• [ClusterControl Link]：クラスタ制御リンクインターフェイスを指定します。

◦（オプション）[MTU]：クラスタ制御リンクインターフェイスの最大伝送単位を 64～
9198バイトの範囲内で指定します。MTU値よりも大きいデータは、送信前にフラグメ
ント化されます。デフォルトのMTUは 1500バイトです。すでにジャンボフレームの
予約をイネーブルにしてある場合は、MTUを 1600バイト以上に設定することを推奨し
ます。ジャンボフレームを使用する必要があり、まだジャンボフレームの予約をイネー

ブルにしていない場合は、ウィザードを終了し、ジャンボフレームをイネーブルにして

から、この手順を再開する必要があります。

ステップ 4 [Interfaces for Health Monitoring]画面で、一部のインターフェイスを障害のモニタリング対象から
除外することができます。たとえば、管理インターフェイスなど、必須以外のインターフェイス

のヘルスモニタリングをディセーブルにすることができます。

何らかのトポロジ変更を行うとき（たとえば、データインターフェイスの追加または

削除、ASAまたはスイッチ上のインターフェイスのイネーブル化またはディセーブル
化、VSSまたは vPCを形成するスイッチの追加など）は、ヘルスチェックをディセー
ブルにし、ディセーブルにしたインターフェイスのモニタリングもディセーブルにする

必要があります。トポロジの変更が完了して、コンフィギュレーション変更がすべての

ユニットに同期されたら、ヘルスチェックを再度イネーブルにします。

（注）

ステップ 5 [Finish]をクリックします。

ステップ 6 ASAは実行コンフィギュレーションをスキャンして、クラスタリングに対応していない機能の非
互換コマンドの有無を調べます。デフォルトコンフィギュレーションにあるコマンドも、これに

該当することがあります。互換性のないコマンドを削除するには [OK]をクリックします。[Cancel]
をクリックすると、クラスタリングはイネーブルになりません。

しばらくすると、ASDMがクラスタをイネーブルにして ASAに再接続し、ASAがクラスタに追
加されたことを確認する [Information]画面が表示されます。

場合によっては、ウィザードの完了後にクラスタに参加した際にエラーが発生する可能

性があります。ASDMが切断されていると、ASDMはそれに続くエラーを ASAから受
信しません。ASDMに再接続した後もクラスタリングがディセーブルの場合は、ASA
コンソールポートに接続して、クラスタリングがディセーブルになっている詳細なエ

ラー状況を判断する必要があります。たとえば、クラスタ制御リンクがダウンしている

可能性があります。

（注）

ステップ 7 セカンダリユニットを追加するには、[Yes]をクリックします。
プライマリユニットからウィザードを再実行する場合、ウィザードを最初に開始するときに [Add
another member to the cluster]オプションを選択してセカンダリユニットを追加できます。
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ステップ 8 [Deployment Options]領域で、次の [Deploy By]オプションのいずれかを選択します。

• [Sending CLI commands to the remote unit now]：ブートストラップコンフィギュレーションを
セカンダリ（一時）管理IPアドレスに送信します。セカンダリ管理 IPアドレス、ユーザ名、
パスワードを入力します。

• [Copying generated CLI commands to paste on the remote unit manually]：セカンダリユニットの
CLIでコマンドをカットアンドペースト、またはASDMの CLIツールを使用するようにコ
マンドを生成します。[Commands to Deploy]ボックスで、後で使用するためのコマンドを選
択してコピーします。

クラスタリング動作のカスタマイズ

クラスタリングヘルスモニタリング、TCP接続複製の遅延、フローのモビリティ、他の最適化を
カスタマイズできます。

プライマリユニットで次の手順を実行します。

ASA クラスタの基本パラメータの設定

プライマリユニット上のクラスタ設定をカスタマイズできます。クラスタへのユニットの追加に

ウィザードを使用しない場合は、クラスタパラメータを手動で設定できます。すでにクラスタリ

ングがイネーブルであれば、いくつかのクラスタパラメータを編集できます。クラスタリングが

イネーブルになっている間は編集できないものは、グレイ表示されます。この手順には、ウィザー

ドに含まれていない高度なパラメータも含まれます。

はじめる前に

•クラスタに参加する前に、各ユニットでクラスタ制御リンクインターフェイスを事前に設定
します。シングルインターフェイスの場合、イネーブルにする必要があります。他の設定を

構成しないでください。EtherChannelインターフェイスの場合は、イネーブルにして、
EtherChannelモードを Onに設定します。
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•マルチコンテキストモードでは、プライマリユニット上のシステム実行スペースで次の手
順を実行します。まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、

[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある
[System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]の順に選
択します。

すでにクラスタにデバイスが追加されており、それが標準出荷単位の場合は、このペインは[Cluster
Configuration]タブにあります。

ステップ 2 [Configure ASA cluster settings]チェックボックスをオンにします。
チェックボックスをオフにすると、設定が消去されます。パラメータの設定がすべて完了するま

で、[Participate in ASA cluster]をオンにしないでください。

クラスタリングをイネーブルにした後、[ConfigureASAcluster settings]チェックボックス
をオフにする場合は、結果をよく理解したうえで行ってください。オフにすると、すべ

てのクラスタコンフィギュレーションがクリアされ、ASDMが接続されている管理イ
ンターフェイスを含むすべてのインターフェイスもシャットダウンします。この場合、

接続を復元するには、コンソールポートで CLIにアクセスする必要があります。

（注）

ステップ 3 次のブートストラップパラメータを設定します。

• [ClusterName]：クラスタに名前を付けます。名前は 1～ 38文字の ASCII文字列であること
が必要です。クラスタはユニットあたり 1つしか設定できません。クラスタのすべてのメン
バが同じ名前を使用する必要があります。

• [MemberName]：このクラスタメンバの固有の名前を 1～ 38文字のASCII文字列で指定しま
す。

• [MemberPriority]：プライマリユニットを選定する際のこのユニットのプライオリティを1～
100の範囲内で設定します。1が最高のプライオリティです。

•（オプション）[SharedKey]：クラスタ制御リンクの制御トラフィックの暗号キーを設定しま
す。共有秘密は、1～ 63文字のASCII文字列です。共有秘密は、暗号キーを生成するために
使用されます。このパラメータは、データパストラフィック（接続状態アップデートや転送

されるパケットなど）には影響しません。データパストラフィックは、常にクリアテキス

トとして送信されます。パスワードの暗号化サービスをイネーブルにする場合にも、このパ

ラメータを設定する必要があります。

•（オプション）[Enableconnection rebalancing for TCP traffic across all the ASAs in the cluster]：接
続の再分散をイネーブルにします。このパラメータはデフォルトではディセーブルになって

います。イネーブルの場合は、クラスタのASAは定期的に負荷情報を交換し、負荷のかかっ
ているデバイスから負荷の少ないデバイスに新しい接続をオフロードします。負荷情報を交

換する間隔を、1～ 360秒の範囲内で指定します。このパラメータは、ブートストラップコ
ンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリユニットに複

製されます。
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•（オプション）[Enable health monitoring of this device within the cluster]：クラスタユニットヘ
ルスチェック機能をイネーブルにします。注：新しいユニットをクラスタに追加していて、

ASAまたはスイッチのトポロジが変更される場合、クラスタが完成するまでこの機能を一時
的にディセーブルにし、ディセーブルにされたインターフェイスのインターフェイスモニタ

リングもディセーブルにする必要があります（[Configuration] > [Device Management] > [High
Availability and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster Interface Health Monitoring]）。クラスタと
トポロジの変更が完了したら、この機能を再度イネーブルにすることができます。ユニット

のヘルスを確認するため、ASAのクラスタユニットはクラスタ制御リンクで他のユニット
にキープアライブメッセージを送信します。ユニットが保留時間内にピアユニットからキー

プアライブメッセージを受信しない場合は、そのピアユニットは応答不能またはデッド状

態と見なされます。

◦（オプション）[Broadcastkeepalive messages to all EtherChannel cluster control link ports for
VSS/vPC support]：クラスタ制御リンクがEtherChannelとして設定されていて（推奨）、
VSSまたは vPCペアに接続されている場合は、このオプションをイネーブルにするこ
とが必要になる場合があります。一部のスイッチでは、VSS/vPCの 1つのユニットが
シャットダウンまたは起動すると、そのスイッチに接続された EtherChannelメンバー
インターフェイスが ASAに対してアップ状態であるように見えますが、これらのイン
ターフェイスはスイッチ側のトラフィックを通していません。ASA holdtime timeoutを
低い値（0.8秒など）に設定した場合、ASAが誤ってクラスタから削除される可能性が
あり、ASAはキープアライブメッセージをこれらのいずれかの EtherChannelインター
フェイスに送信します。このオプションをイネーブルにすると、ASAはクラスタ制御リ
ンクのすべての EtherChannelインターフェイスでキープアライブメッセージをフラッ
ディングして、少なくとも 1台のスイッチがそれを受信できることを確認します。

•（オプション）[Replicateconsole output to the master’s console]：セカンダリユニットからプラ
イマリユニットへのコンソール複製をイネーブルにします。この機能はデフォルトで無効に

設定されています。ASAは、特定の重大イベントが発生したときに、メッセージを直接コン
ソールに出力する場合があります。コンソール複製をイネーブルにすると、セカンダリユ

ニットからプライマリユニットにコンソールメッセージが送信されるので、モニタが必要

になるのはクラスタのコンソールポート 1つだけとなります。このパラメータは、ブートス
トラップコンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリユ

ニットに複製されます。

• [ClusterControl Link]：クラスタ制御リンクインターフェイスを指定します。このインター
フェイスは、設定されている名前を使用できません。使用可能なインターフェイスがドロッ

プダウンリストに表示されます。

◦ [Interface]：インターフェイスID、できれば EtherChannelを指定します。サブインター
フェイスと管理タイプインターフェイスは許可されません。

◦ [IPAddress]：IPアドレスには IPv4アドレスを指定します。IPv6は、このインターフェ
イスではサポートされません。

◦ [SubnetMask]：サブネットマスクを指定します。

◦（オプション）[MTU]：クラスタ制御リンクインターフェイスの最大伝送単位を 64～
9198バイトの範囲内で指定します。MTU値よりも大きいデータは、送信前にフラグメ
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ント化されます。デフォルトのMTUは 1500バイトです。MTUを 1600バイト以上に設
定することを推奨します。このようにするには、ジャンボフレームの予約をイネーブル

にする必要があります。

•（オプション）[ClusterLACP]：スパンド EtherChannelを使用するときは、ASAは cLACPを
使用してネイバースイッチとの間で EtherChannelのネゴシエーションを行います。cLACP
ネゴシエーションの際に、同じクラスタ内の ASAは互いに連携するため、スイッチには 1
つの（仮想）デバイスであるかのように見えます。

◦ [Enablestatic port priority]：LACPのダイナミックポートプライオリティをディセーブル
にします。一部のスイッチはダイナミックポートプライオリティをサポートしていな

いので、このパラメータによりスイッチの互換性が向上します。さらに、8個より多く
のアクティブなスパンドEtherChannelメンバのサポートがイネーブルになります（最大
32メンバ）。このパラメータを使用しないと、サポートされるのは 8個のアクティブ
メンバと8個のスタンバイメンバのみです。このパラメータをイネーブルにした場合、
スタンバイメンバは使用できません。すべてのメンバがアクティブです。このパラメー

タは、ブートストラップコンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユニッ

トからセカンダリユニットに複製されます。

◦ [VirtualSystemMAC Address]：MACアドレス形式である cLACPシステム IDを設定しま
す。すべてのASAが同じシステム IDを使用します。これはプライマリユニットによっ
て自動生成され（デフォルト）、すべてのセカンダリユニットに複製されます。あるい

はH.H.Hの形式で手動で指定することもできます。Hは 16ビットの 16進数です。たと
えば、MACアドレス 00-0C-F1-42-4C-DEは、000C.F142.4CDEと入力します。このパラ
メータは、ブートストラップコンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユ

ニットからセカンダリユニットに複製されます。ただし、クラスタリングをイネーブル

にした後は、この値は変更できません。

◦ [SystemPriority]：1～ 65535の範囲でシステムプライオリティを設定します。プライオ
リティは意思決定を担当するユニットの決定に使用されます。デフォルトでは、ASAは
プライオリティ 1（最高のプライオリティ）を使用します。このプライオリティは、ス
イッチのプライオリティよりも高いことが必要です。このパラメータは、ブートスト

ラップコンフィギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリ

ユニットに複製されます。ただし、クラスタリングをイネーブルにした後は、この値は

変更できません。

ステップ 4 [Participate in ASA cluster]チェックボックスをオンにして、クラスタに参加します。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

インターフェイスのヘルスモニタリングの設定

たとえば、管理インターフェイスなど、必須以外のインターフェイスのヘルスモニタリングを

ディセーブルにすることができます。任意のポートチャネル ID、冗長 ID、単一の物理インター
フェイス ID、をモニタできます。ヘルスモニタリングは VLANサブインターフェイス、または
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VNIや BVIなどの仮想インターフェイスでは実行されません。クラスタ制御リンクのモニタリン
グは設定できません。このリンクは常にモニタされています。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster
Interface Health Monitoring]の順に選択します。

ステップ 2 [Monitored Interfaces]ボックスでインターフェイスを選択し、[Add]をクリックしてそのインター
フェイスを [Unmonitored Interfaces]ボックスに移動します。
インターフェイスステータスメッセージによって、リンク障害が検出されます。特定の論理イン

ターフェイスのすべての物理ポートが、特定のユニット上では障害が発生したが、別のユニット

上の同じ論理インターフェイスでアクティブポートがある場合、そのユニットはクラスタから削

除されます。ユニットがホールド時間内にインターフェイスステータスメッセージを受信しない

場合に、ASAがメンバをクラスタから削除するまでの時間は、インターフェイスのタイプと、そ
のユニットが確立済みメンバであるか、またはクラスタに参加しようとしているかによって異な

ります。デフォルトでは、ヘルスチェックはすべてのインターフェイスでイネーブルになってい

ます。

たとえば、管理インターフェイスなど、必須以外のインターフェイスのヘルスモニタリングを

ディセーブルにすることができます。任意のポートチャネル ID、冗長 ID、単一の物理インター
フェイス ID、ヘルスモニタリングは VLANサブインターフェイス、または VNIや BVIなどの仮
想インターフェイスでは実行されません。クラスタ制御リンクのモニタリングは設定できません。

このリンクは常にモニタされています。

何らかのトポロジ変更（たとえばデータインターフェイスの追加/削除、ASAまたはスイッチ上
のインターフェイスの有効化/無効化、VSSまたはvPCを形成するスイッチの追加）を行うときに
は、ヘルスチェック機能をディセーブルにし（[Configuration] > [Device Management] > High
[Availability and Scalability] > ASA [Cluster]）、無効化したインターフェイスのモニタリングもディ
セーブルにしてください。トポロジの変更が完了して、コンフィギュレーション変更がすべての

ユニットに同期されたら、ヘルスチェック機能を再度イネーブルにできます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ASA クラスタメンバの管理
クラスタを導入した後は、コンフィギュレーションを変更し、クラスタメンバを管理できます。

標準出荷単位からの新しいセカンダリの追加

標準出荷単位からクラスタに追加のセカンダリを追加することができます。[High Availability and
Scalability]ウィザードを使用してセカンダリを追加することもできます。標準出荷単位からセカ
ンダリを追加すると、クラスタ制御リンクを設定でき、追加する各セカンダリユニットにクラス

タインターフェイスモードを設定できるというメリットがあります。
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または、セカンダリユニットにログインし、ユニット上で直接クラスタリングを設定することも

できます。ただし、クラスタリングをイネーブルにした後は、ASDMセッションが切断されるの
で、再接続する必要があります。

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで次の手順を実行します。まだシ
ステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Configuration] > [Device List]ペ
インで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

•管理ネットワーク上でブートストラップコンフィギュレーションを送信する場合は、セカン
ダリユニットにアクセス可能な IPアドレスがあることを確認してください。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster
Members]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。

ステップ 3 次のパラメータを設定します。

• [MemberName]：このクラスタメンバの固有の名前を 1～ 38文字のASCII文字列で指定しま
す。

• [Member Priority]：プライマリユニットを選定する際のこのユニットのプライオリティを 1
～ 100の範囲内で設定します。1が最高のプライオリティです。

• [Cluster Control Link] > [IP Address]：プライマリクラスタ制御リンクと同じネットワーク上
で、クラスタ制御リンクのこのメンバに一意の IPアドレスを指定します。

• [Deployment Options]領域で、次の [Deploy By]オプションのいずれかを選択します。

◦ [Sending CLI commands to the remote unit now]：ブートストラップコンフィギュレーショ
ンをセカンダリ（一時）管理 IPアドレスに送信します。セカンダリ管理 IPアドレス、
ユーザ名、パスワードを入力します。

◦ [Copying generated CLI commands to paste on the remote unit manually]：セカンダリユニッ
トの CLIでコマンドをカットアンドペースト、またはASDMの CLIツールを使用する
ようにコマンドを生成します。[Commands to Deploy]ボックスで、後で使用するための
コマンドを選択してコピーします。
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ステップ 4 [OK]をクリックし、さらに [Apply]をクリックします。

非アクティブなメンバーになる

クラスタの非アクティブなメンバーになるには、クラスタリングコンフィギュレーションは変更

せずに、そのユニット上でクラスタリングをディセーブルにします。

ASAが（手動で、またはヘルスチェックエラーにより）非アクティブになると、すべての
データインターフェイスがシャットダウンされます。管理専用インターフェイスのみがトラ

フィックを送受信できます。トラフィックフローを再開させるには、クラスタリングを再び

イネーブルにします。または、そのユニットをクラスタから完全に削除します。管理インター

フェイスは、そのユニットがクラスタ IPプールから受け取った IPアドレスを使用して引き続
き稼働状態となります。ただし、リロードする場合、クラスタでユニットがまだ非アクティブ

になっていると、管理インターフェイスはディセーブルになります。それ以降のコンフィギュ

レーション作業には、コンソールポートを使用する必要があります。

（注）

はじめる前に

•マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。ま
だシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device
List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリック
します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]の順に選
択します。
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すでにクラスタにデバイスが追加されており、それが標準出荷単位の場合は、このペインは[Cluster
Configuration]タブにあります。

ステップ 2 [Participate in ASA cluster]チェックボックスをオフにします。
[ConfigureASAcluster settings]チェックボックスをオフにしないでください。オフにする
と、すべてのクラスタコンフィギュレーションがクリアされ、ASDMが接続されてい
る管理インターフェイスを含むすべてのインターフェイスもシャットダウンします。こ

の場合、接続を復元するには、コンソールポートで CLIにアクセスする必要がありま
す。

（注）

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

関連トピック

クラスタからの脱退, （364ページ）

プライマリ装置のセカンダリメンバーの非アクティブ化

セカンダリメンバを非アクティブにするには、次の手順を実行します。

ASAが非アクティブになると、すべてのデータインターフェイスがシャットダウンされます。
管理専用インターフェイスのみがトラフィックを送受信できます。トラフィックフローを再

開させるには、クラスタリングを再びイネーブルにします。または、そのユニットをクラスタ

から完全に削除します。管理インターフェイスは、そのユニットがクラスタ IPプールから受
け取った IPアドレスを使用して引き続き稼働状態となります。ただし、リロードする場合、
クラスタでユニットがまだ非アクティブになっていると、管理インターフェイスは無効になり

ます。それ以降のコンフィギュレーション作業には、コンソールポートを使用する必要があ

ります。

（注）

はじめる前に

マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。まだシス

テムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device List]ペイン
でアクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]の順に選
択します。

ステップ 2 削除するセカンダリを選択して [Delete]をクリックします。
セカンダリブートストラップコンフィギュレーションは同じであり、その設定を失うことなく以

後セカンダリを再追加できます。
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ステップ 3 [Apply]をクリックします。

クラスタからの脱退

クラスタから完全に脱退するには、クラスタブートストラップコンフィギュレーション全体を削

除する必要があります。各メンバの現在のコンフィギュレーションは（プライマリユニットから

同期されて）同じであるため、クラスタから脱退すると、クラスタリング前のコンフィギュレー

ションをバックアップから復元するか、IPアドレスの競合を避けるためコンフィギュレーション
を消去して初めからやり直すことも必要になります。

はじめる前に

コンソールポートを使用する必要があります。クラスタのコンフィギュレーションを削除する

と、管理インターフェイスとクラスタ制御リンクを含むすべてのインターフェイスがシャットダ

ウンされます。

手順

ステップ 1 セカンダリユニットの場合、クラスタリングを次のようにディセーブルにします。
cluster group cluster_name no enable

例：

ciscoasa(config)# cluster group cluster1
ciscoasa(cfg-cluster)# no enable

クラスタリングがセカンダリユニット上でイネーブルになっている間は、コンフィギュレーショ

ン変更を行うことはできません。

ステップ 2 クラスタコンフィギュレーションをクリアします。
clear configure cluster

ASAは、管理インターフェイスとクラスタ制御リンクを含むすべてのインターフェイスをシャッ
トダウンします。

ステップ 3 クラスタインターフェイスモードをディセーブルにします。
no cluster interface-mode

モードはコンフィギュレーションには保存されないため、手動でリセットする必要があります。

ステップ 4 バックアップコンフィギュレーションがある場合、実行コンフィギュレーションにバックアップ

コンフィギュレーションをコピーします。
copybackup_cfgrunning-config

例：

ciscoasa(config)# copy backup_cluster.cfg running-config
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Source filename [backup_cluster.cfg]?

Destination filename [running-config]?
ciscoasa(config)#

ステップ 5 コンフィギュレーションをスタートアップに保存します。
write memory

ステップ 6 バックアップコンフィギュレーションがない場合は、管理アクセスを再設定します。たとえば、

インターフェイス IPアドレスを変更し、正しいホスト名を復元します。

標準出荷単位の変更

標準出荷単位を変更する最善の方法は、標準出荷単位でクラスタリングをディセーブルにし、

新しい標準出荷単位の選択を待った後、クラスタリングを再度イネーブルにする方法です。標

準出荷単位にするユニットを厳密に指定する必要がある場合は、この項の手順を使用します。

ただし、中央集中型機能の場合は、この手順を使用して標準出荷単位の変更を強制するとすべ

ての接続がドロップされるので、新しい標準出荷単位上で接続を再確立する必要があります。

注意

標準出荷単位を変更するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。まだシス

テムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device List]ペイン
で、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Monitoring]> [ASA Cluster] > [Cluster Summary]を選択します。

ステップ 2 [Change Master To]ドロップダウンリストから、標準出荷単位にするセカンダリユニットを選択
し、[Make Master]をクリックします。

ステップ 3 標準出荷単位の変更を確認するように求められます。[Yes]をクリックします。

ステップ 4 ASDMを終了し、メインクラスタ IPアドレスを使用して再接続します。

関連トピック

非アクティブなメンバーになる, （362ページ）
クラスタリングの中央集中型機能, （327ページ）
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クラスタ全体でのコマンドの実行

コマンドをクラスタ内のすべてのメンバに、または特定のメンバに送信するには、次の手順を実

行します。showコマンドをすべてのメンバに送信すると、すべての出力が収集されて現在のユ
ニットのコンソールに表示されます。その他のコマンド、たとえば captureや copyも、クラスタ
全体での実行を活用できます。

はじめる前に

コマンドラインインターフェイスツールでこの手順を実行します。[Tools] > [Command Line
Interface]を選択します。

手順

コマンドをすべてのメンバに送信します。ユニット名を指定した場合は、特定のメンバに送信さ

れます。
cluster exec [unitunit_name] command

例：

ciscoasa# cluster exec show xlate

メンバー名を表示するには、cluster exec unit ?と入力すると現在のユニットを除くすべての名前
が表示されます。または show cluster infoコマンドを入力します。

例

同じキャプチャファイルをクラスタ内のすべてのユニットから同時に TFTPサーバにコピーする
には、プライマリ装置で次のコマンドを入力します。

ciscoasa# cluster exec copy /pcap capture: tftp://10.1.1.56/capture1.pcap

複数のPCAPファイル（各ユニットから1つずつ）がTFTPサーバにコピーされます。宛先のキャ
プチャファイル名には自動的にユニット名が付加され、capture1_asa1.pcap、capture1_asa2.pcapな
どとなります。この例では、asa1および asa2がクラスタユニット名です。

次の例では、cluster exec showport-channel summaryコマンドの出力に、クラスタの各メンバーの
EtherChannel情報が表示されています。

ciscoasa# cluster exec show port-channel summary
primary(LOCAL):***********************************************************
Number of channel-groups in use: 2
Group Port-channel Protocol Span-cluster Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1 Po1 LACP Yes Gi0/0(P)
2 Po2 LACP Yes Gi0/1(P)
secondary:******************************************************************
Number of channel-groups in use: 2
Group Port-channel Protocol Span-cluster Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1 Po1 LACP Yes Gi0/0(P)
2 Po2 LACP Yes Gi0/1(P)
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ASA クラスタのモニタリング
クラスタの状態と接続をモニタおよびトラブルシューティングできます。

クラスタステータスのモニタリング

クラスタの状態のモニタリングについては、次の画面を参照してください。

• [Monitoring] > [ASA Cluster] > [Cluster Summary]

このペインには、接続相手のユニットとクラスタのその他のユニットの情報が表示されま

す。また、このペインでプライマリ装置を変更することができます。

• Cluster Dashboard

プライマリ装置のホームページの [Cluster Dashboard]と [Cluster Firewall Dashboard]を使用し
てクラスタをモニタできます。

クラスタ全体のパケットのキャプチャ

クラスタでのパケットのキャプチャについては、次の画面を参照してください。

[Wizards] > [Packet Capture Wizard]

クラスタ全体のトラブルシューティングをサポートするには、プライマリユニット上でのクラス

タ固有トラフィックのキャプチャを無効にします。これで、クラスタ内のすべてのセカンデリユ

ニットでも自動的に有効になります。

クラスタリソースのモニタリング

クラスタリソースのモニタリングについては、次の画面を参照してください。

• [Monitoring] > [ASA Cluster] > [System Resources Graphs] > [CPU]

このペインでは、クラスタメンバ全体の CPU使用率を示すグラフまたはテーブルを作成す
ることができます。

• [Monitoring]> [ASA Cluster] > [System Resources Graphs] > [Memory]。このペインでは、クラス
タメンバ全体の [Free Memory]と [Used Memory]を表示するグラフまたはテーブルを作成す
ることができます。

クラスタトラフィックのモニタリング

クラスタトラフィックのモニタリングについては、次の画面を参照してください。

• [Monitoring]> [ASA Cluster] > [Traffic] > [Graphs] > [Connections]。

このペインでは、クラスタメンバ全体の接続を示すグラフまたはテーブルを作成することが

できます。
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• [Monitoring]> [ASA Cluster] > [Traffic] > [Graphs] > [Throughput]。

このペインでは、クラスタメンバ全体のトラフィックのスループットを示すグラフまたは

テーブルを作成することができます。

クラスタ制御リンクのモニタリング

クラスタの状態のモニタリングについては、次の画面を参照してください。

[Monitoring]> [Properties] > [System Resources Graphs] > [Cluster Control Link]。

このペインでは、クラスタ制御リンクの [Receival]および [Transmittal]容量使用率を表示するグラ
フまたはテーブルを作成することができます。

クラスタリングのロギングの設定

クラスタリングのロギングの設定については、次の画面を参照してください。

[Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup]

クラスタ内の各ユニットは、syslogメッセージを個別に生成します。すると、同一または異なる
デバイス ID付きで syslogメッセージを生成することができ、クラスタ内の同一または異なるユ
ニットからのメッセージのように見せることができます。

関連トピック

非 EMBLEM形式の syslogメッセージにデバイス IDを含める, （962ページ）

ASA クラスタリングの例
以下の例には、一般的な導入でのASAのクラスタ関連のすべてのコンフィギュレーションが含ま
れます。

ASA およびスイッチのコンフィギュレーションの例
次のコンフィギュレーション例は、ASAとスイッチ間の次のインターフェイスを接続します。

Switch InterfaceASA インターフェイス

GigabitEthernet 1/0/15GigabitEthernet 0/2

GigabitEthernet 1/0/16GigabitEthernet 0/3

GigabitEthernet 1/0/17GigabitEthernet 0/4

GigabitEthernet 1/0/18GigabitEthernet 0/5
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ASA の設定

各ユニットのインターフェイスモード

cluster interface-mode spanned force

ASA1 プライマリブートストラップコンフィギュレーション

interface GigabitEthernet0/0
channel-group 1 mode on
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
channel-group 1 mode on
no shutdown
!
interface Port-channel1
description Clustering Interface
!
cluster group Moya
local-unit A
cluster-interface Port-channel1 ip 10.0.0.1 255.255.255.0
priority 10
key emphyri0
enable noconfirm

ASA2 セカンダリブートストラップコンフィギュレーション

interface GigabitEthernet0/0
channel-group 1 mode on
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
channel-group 1 mode on
no shutdown
!
interface Port-channel1
description Clustering Interface
!
cluster group Moya
local-unit B
cluster-interface Port-channel1 ip 10.0.0.2 255.255.255.0
priority 11
key emphyri0
enable as-slave

プライマリインターフェイスコンフィギュレーション

ip local pool mgmt-pool 10.53.195.231-10.53.195.232

interface GigabitEthernet0/2
channel-group 10 mode active
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/3
channel-group 10 mode active
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/4
channel-group 11 mode active
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no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/5
channel-group 11 mode active
no shutdown
!
interface Management0/0
management-only
nameif management
ip address 10.53.195.230 cluster-pool mgmt-pool
security-level 100
no shutdown
!
interface Port-channel10
port-channel span-cluster
mac-address aaaa.bbbb.cccc
nameif inside
security-level 100
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
!
interface Port-channel11
port-channel span-cluster
mac-address aaaa.dddd.cccc
nameif outside
security-level 0
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224

Cisco IOS スイッチのコンフィギュレーション

interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 201
switchport mode access
spanning-tree portfast
channel-group 10 mode active
!
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 201
switchport mode access
spanning-tree portfast
channel-group 10 mode active
!
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 401
switchport mode access
spanning-tree portfast
channel-group 11 mode active
!
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 401
switchport mode access
spanning-tree portfast
channel-group 11 mode active

interface Port-channel10
switchport access vlan 201
switchport mode access

interface Port-channel11
switchport access vlan 401
switchport mode access
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Firewall on a Stick

異なるセキュリティドメインからのデータトラフィックには、異なる VLANが関連付けられま
す。たとえば内部ネットワーク用には VLAN 10、外部ネットワークには VLAN 20とします。各
ASAは単一の物理ポートがあり、外部スイッチまたはルータに接続されます。トランキングがイ
ネーブルになっているので、物理リンク上のすべてのパケットが 802.1qカプセル化されます。
ASAは、VLAN 10と VLAN 20の間のファイアウォールです。

スパンド EtherChannelを使用するときは、スイッチ側ですべてのデータリンクがグループ化され
て 1つの EtherChannelとなります。ASAの 1つが使用不可能になった場合は、スイッチは残りの
ユニット間でトラフィックを再分散します。

各ユニットのインターフェイスモード

cluster interface-mode spanned force

ASA1 プライマリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/8
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no shutdown
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa1
cluster-interface tengigabitethernet0/8 ip 192.168.1.1 255.255.255.0
priority 1
key chuntheunavoidable
enable noconfirm

ASA2 セカンデリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/8

no shutdown
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa2
cluster-interface tengigabitethernet0/8 ip 192.168.1.2 255.255.255.0
priority 2
key chuntheunavoidable
enable as-slave

ASA3 セカンデリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/8

no shutdown
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa3
cluster-interface tengigabitethernet0/8 ip 192.168.1.3 255.255.255.0
priority 3
key chuntheunavoidable
enable as-slave

プライマリインターフェイスの設定

ip local pool mgmt 10.1.1.2-10.1.1.9
ipv6 local pool mgmtipv6 2001:DB8::1002/64 8
interface management 0/0

nameif management
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 cluster-pool mgmt
ipv6 address 2001:DB8::1001/32 cluster-pool mgmtipv6
security-level 100
management-only
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/9

channel-group 2 mode active
no shutdown
interface port-channel 2
port-channel span-cluster
interface port-channel 2.10
vlan 10
nameif inside
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ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:1::5/64
mac-address 000C.F142.4CDE
interface port-channel 2.20
vlan 20
nameif outside
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
ipv6 address 2001:DB8:2::8/64
mac-address 000C.F142.5CDE

トラフィックの分離

内部ネットワークと外部ネットワークの間で、トラフィックを物理的に分離することができます。

上の図に示すように、左側に一方のスパンド EtherChannelがあり、内部スイッチに接続されてい
ます。他方は右側にあり、外部スイッチに接続されています。必要であれば、各 EtherChannel上
に VLANサブインターフェイスを作成することもできます。

各ユニットのインターフェイスモード

cluster interface-mode spanned force

ASA1 プライマリブートストラップコンフィギュレーション

interface tengigabitethernet 0/6
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channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown
interface port-channel 1
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa1
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.1 255.255.255.0
priority 1
key chuntheunavoidable
enable noconfirm

ASA2 セカンダリブートストラップコンフィギュレーション

interface tengigabitethernet 0/6

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown
interface port-channel 1
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa2
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.2 255.255.255.0
priority 2
key chuntheunavoidable
enable as-slave

ASA3 セカンデリブートストラップコンフィギュレーション

interface tengigabitethernet 0/6

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown
interface port-channel 1
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa3
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.3 255.255.255.0
priority 3
key chuntheunavoidable
enable as-slave
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プライマリインターフェイスコンフィギュレーション

ip local pool mgmt 10.1.1.2-10.1.1.9
ipv6 local pool mgmtipv6 2001:DB8::1002/64 8
interface management 0/0

nameif management
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 cluster-pool mgmt
ipv6 address 2001:DB8::1001/32 cluster-pool mgmtipv6
security-level 100
management-only
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/8

channel-group 2 mode active
no shutdown
interface port-channel 2
port-channel span-cluster
nameif inside
ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:1::5/64
mac-address 000C.F142.4CDE

interface tengigabitethernet 0/9

channel-group 3 mode active
no shutdown
interface port-channel 3
port-channel span-cluster
nameif outside
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
ipv6 address 2001:DB8:2::8/64
mac-address 000C.F142.5CDE

スパンド EtherChannel とバックアップリンク（従来の 8 アクティブ/8 スタンバイ）
従来の EtherChannelのアクティブポートの最大数は、スイッチ側からの 8に制限されます。8台
の ASAから成るクラスタがあり、EtherChannelにユニットあたり 2ポートを割り当てた場合は、
合計 16ポートのうち 8ポートをスタンバイモードにする必要があります。ASAは、どのリンク
をアクティブまたはスタンバイにするかを、LACPを使用してネゴシエートします。VSSまたは
vPCを使用してマルチスイッチ EtherChannelをイネーブルにした場合は、スイッチ間の冗長性を
実現できます。ASAでは、すべての物理ポートが最初にスロット番号順、次にポート番号順に並
べられます。次の図では、番号の小さいポートが「プライマリ」ポートとなり（たとえば

GigabitEthernet 0/0）、他方が「セカンデリ」ポートとなります（たとえば GigabitEthernet 0/1）。
ハードウェア接続の対称性を保証する必要があります。つまり、すべてのプライマリリンクは 1
台のスイッチが終端となり、すべてのセカンデリリンクは別のスイッチが終端となっている必要

があります（VSS/vPCが使用されている場合）。次の図は、クラスタに参加するユニットが増え
てリンクの総数が増加したときに、どのようになるかを示しています。
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原則として、初めにチャネル内のアクティブポート数を最大化し、そのうえで、アクティブなプ

ライマリポートとアクティブなセカンデリポートの数のバランスを保ちます。5番目のユニット
がクラスタに参加したときは、トラフィックがすべてのユニットに均等には分散されないことに

注意してください。

リンクまたはデバイスの障害が発生したときも、同じ原則で処理されます。その結果、ロードバ

ランシングが理想的な状態にはならないこともあります。次の図は、4ユニットのクラスタを示
しています。このユニットの 1つで、単一リンク障害が発生しています。
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ネットワーク内に複数のEtherChannelを設定することも考えられます。次の図では、EtherChannel
が内部に 1つ、外部に 1つあります。ASAは、一方の EtherChannelでプライマリとセカンデリの
両方のリンクが障害状態になった場合にクラスタから削除されます。これは、そのASAがすでに
内部ネットワークへの接続を失っているにもかかわらず、外部ネットワークからトラフィックを

受信するのを防ぐためです。
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各ユニットのインターフェイスモード

cluster interface-mode spanned force

ASA1 プライマリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/6

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/8

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/9

channel-group 1 mode on
no shutdown
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interface port-channel 1
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa1
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.1 255.255.255.0
priority 1
key chuntheunavoidable
enable noconfirm

ASA2 セカンデリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/6

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/8

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/9

channel-group 1 mode on
no shutdown
interface port-channel 1
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa2
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.2 255.255.255.0
priority 2
key chuntheunavoidable
enable as-slave

ASA3 セカンデリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/6

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/8

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/9

channel-group 1 mode on
no shutdown
interface port-channel 1
description CCL
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cluster group cluster1

local-unit asa3
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.3 255.255.255.0
priority 3
key chuntheunavoidable
enable as-slave

ASA4 セカンデリブートストラップの設定

interface tengigabitethernet 0/6

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/7

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/8

channel-group 1 mode on
no shutdown

interface tengigabitethernet 0/9

channel-group 1 mode on
no shutdown
interface port-channel 1
description CCL

cluster group cluster1

local-unit asa4
cluster-interface port-channel1 ip 192.168.1.4 255.255.255.0
priority 4
key chuntheunavoidable
enable as-slave

プライマリインターフェイスの設定

ip local pool mgmt 10.1.1.2-10.1.1.9
interface management 0/0

channel-group 2 mode active
no shutdown

interface management 0/1

channel-group 2 mode active
no shutdown
interface port-channel 2
nameif management
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 cluster-pool mgmt
security-level 100
management-only

interface tengigabitethernet 1/6

channel-group 3 mode active vss-id 1
no shutdown

interface tengigabitethernet 1/7

channel-group 3 mode active vss-id 2
no shutdown
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interface port-channel 3
port-channel span-cluster vss-load-balance
nameif inside
ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
mac-address 000C.F142.4CDE

interface tengigabitethernet 1/8

channel-group 4 mode active vss-id 1
no shutdown

interface tengigabitethernet 1/9

channel-group 4 mode active vss-id 2
no shutdown
interface port-channel 4
port-channel span-cluster vss-load-balance
nameif outside
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
mac-address 000C.F142.5CDE

ASA クラスタリングの履歴

機能情報プラッ

ト

フォー

ムリ

リース

機能名

ASAクラスタリングを利用すると、複数のASAをグループ化して、1つの論理デバ
イスにすることができます。クラスタは、単一デバイスのすべての利便性（管理、

ネットワークへの統合）を備える一方で、複数デバイスによって高いスループット

および冗長性を達成します。ASAクラスタリングは、ASA 5580およびASA 5585-X
でサポートされます。1つのクラスタ内のすべてのユニットが同一モデル、同一ハー
ドウェア仕様であることが必要です。クラスタリングがイネーブルのときにサポー

トされない機能のリストについては、コンフィギュレーションガイドを参照してく

ださい。

次の画面が導入または変更されました。

[Home] > [Device Dashboard] [Home] > [Cluster Dashboard] [Home] > [Cluster Firewall
Dashboard] [Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [Address Pools] >
[MAC Address Pools] [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and
Scalability] > [ASA Cluster] [Configuration] > [Device Management] > [Logging] >
[Syslog Setup] > [Advanced] [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [Add/Edit Interface] > [Advanced] [Configuration] > [Device Setup] >
[Interface Settings] > [Interfaces] > [Add/Edit Interface] > [IPv6] [Configuration] >
[Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] > [Add/Edit EtherChannel Interface]
> [Advanced] [Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Per-Session NAT Rules]
[Monitoring] > [ASA Cluster] [Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs]
> [Cluster Control Link] [Tools] > [Preferences] > [General] [Tools] > [System Reload]
[Tools] > [Upgrade Software from Local Computer] [Wizards] > [High Availability and
ScalabilityWizard] [Wizards] > [Packet CaptureWizard] [Wizards] > [StartupWizard]

9.0(1)ASA 5580および
5585-XのASAクラス
タリング
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機能情報プラッ

ト

フォー

ムリ

リース

機能名

ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-Xおよび ASA 5555-Xが 2ユ
ニットクラスタをサポートするようになりました。2ユニットのクラスタリングは、
基本ライセンスではデフォルトでイネーブルになります。ASA 5512-Xでは Security
Plusライセンスが必要です。

変更された ASDM画面はありません。

9.1(4)ASA 5500-Xでのクラ
スタリングのサポート

クラスタ制御リンクが EtherChannelとして設定されていて（推奨）、VSSまたは
vPCペアに接続されている場合、ヘルスチェックモニタリングによって安定性を高
めることができます。一部のスイッチ（Cisco Nexus 5000など）では、VSS/vPCの
1つのユニットがシャットダウンまたは起動すると、そのスイッチに接続されてい
る EtherChannelメンバーインターフェイスが ASAに対してアップと認識される場
合がありますが、スイッチ側にはトラフィックが渡されていません。ASA holdtime
timeoutを低い値（0.8秒など）に設定した場合、ASAが誤ってクラスタから削除さ
れる可能性があり、ASAはキープアライブメッセージをこれらのいずれかの
EtherChannelインターフェイスに送信します。VSS/vPCヘルスチェック機能をイネー
ブルにすると、ASAはクラスタ制御リンクのすべての EtherChannelインターフェイ
スでキープアライブメッセージをフラッディングして、少なくとも 1台のスイッチ
がそれを受信できることを確認します。

次の画面を変更しました。[Configuration] > [Device Management] > [High Availability
and Scalability] > [ASA Cluster]。

9.1(4)ヘルスチェックモニ

タリングの VSSおよ
び vPCによるサポー
トの強化

個別インターフェイスモードを使用すると、クラスタメンバを異なる地理的な場所

に配置できるようになりました。

変更された ASDM画面はありません。

9.1(4)異なる地理的位置にあ

るクラスタメンバの

サポート（サイト

間）。個別インター

フェイスモードのみ

トランスペアレントファイアウォールモードでスパンドEtherChannelモードを使用
すると、クラスタメンバを異なる地理的な場所に配置できるようになりました。

ルーテッドファイアウォールモードのスパンド EtherChannelでの Inter-Siteクラス
タリングはサポートされません。

変更された ASDM画面はありません。

9.2(1)トランスペアレント

モードでの異なる地理

的位置にあるクラスタ

メンバのサポート（サ

イト間）
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機能情報プラッ

ト

フォー

ムリ

リース

機能名

一部のスイッチは、LACPでのダイナミックポートプライオリティをサポートして
いません（アクティブおよびスタンバイリンク）。ダイナミックポートプライオ

リティをディセーブルにすることで、スパンド EtherChannelとの互換性を高めるこ
とができるようになりました。次の注意事項にも従う必要があります。

•クラスタ制御リンクパスのネットワークエレメントでは、L4チェックサムを
検証しないようにする必要があります。クラスタ制御リンク経由でリダイレク

トされたトラフィックには、正しい L4チェックサムが設定されていません。
L4チェックサムを検証するスイッチにより、トラフィックがドロップされる可
能性があります。

•ポートチャネルバンドルのダウンタイムは、設定されているキープアライブ
インターバルを超えてはなりません。

次の画面を変更しました。[Configuration] > [Device Management] > [High Availability
and Scalability] > [ASA Cluster]。

9.2(1)クラスタリングに対す

るスタティックLACP
ポートプライオリ

ティのサポート

ASA EtherChannelsは最大 16個のアクティブリンクをサポートするようになりまし
た。スパンド EtherChannelではその機能が拡張されて、vPCの 2台のスイッチで使
用し、ダイナミックポートプライオリティをディセーブルにした場合、クラスタ全

体で最大32個のアクティブリンクをサポートします。スイッチは、16個のアクティ
ブリンクの EtherChannelをサポートする必要があります（例：Cisco Nexus 7000と
F2シリーズ 10ギガビットイーサネットモジュール）。

8個のアクティブリンクをサポートするVSSまたは vPCのスイッチの場合は、スパ
ンド EtherChannelに 16個のアクティブリンクを設定できます（各スイッチに接続
された8個）。従来は、VSS/vPCで使用する場合であっても、スパンドEtherChannel
は 8個のアクティブリンクと 8個のスタンバイリンクしかサポートしませんでし
た。

スパンド EtherChannelで 8個より多くのアクティブリンクを使用する場
合は、スタンバイリンクも使用できません。9～ 32個のアクティブリン
クをサポートするには、スタンバイリンクの使用を可能にする cLACPダ
イナミックポートプライオリティをディセーブルにする必要があります。

（注）

次の画面を変更しました。[Configuration] > [Device Management] > [High Availability
and Scalability] > [ASA Cluster]。

9.2(1)スパンドEtherChannel
での 32個のアクティ
ブリンクのサポート

ASA 5585-Xが 16ユニットクラスタをサポートするようになりました。

変更された画面はありません。

9.2(1)ASA5585-Xの 16のク
ラスタメンバのサ

ポート
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機能情報プラッ

ト

フォー

ムリ

リース

機能名

ASAクラスタリングに対する BGPのサポートが追加されました。

次の画面を変更しました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4
Family] > [General]。

9.3(1)ASAクラスタリング
に対する BGPのサ
ポート

各サイトの内部ネットワークとゲートウェイルータ間にトランスペアレントモード

のクラスタを導入し（AKAイーストウェスト挿入）、サイト間に内部 VLANを拡
張できます。オーバーレイトランスポート仮想化（OTV）の使用を推奨しますが、
ゲートウェイルータの重複するMACアドレスおよび IPアドレスがサイト間で漏え
いしないようにする任意の方法を使用できます。HSRPなどの First Hop Redundancy
Protocol（FHRP）を使用して、同じ仮想MACアドレスおよび IPアドレスをゲート
ウェイルータに提供します。

9.3(2)内部ネットワーク間に

ASAクラスタファイ
アウォールを備えたト

ランスペアレント

モードのサイト間導入

ヘルスモニタリングは、インターフェイスごとにイネーブルまたはディセーブルに

することができます。デフォルトでは、ポートチャネル、冗長、および単一のすべ

ての物理インターフェイスでヘルスモニタリングがイネーブルになっています。ヘ

ルスモニタリングは VLANサブインターフェイス、または VNIや BVIなどの仮想
インターフェイスでは実行されません。クラスタ制御リンクのモニタリングは設定

できません。このリンクは常にモニタされています。たとえば、管理インターフェ

イスなど、必須以外のインターフェイスのヘルスモニタリングをディセーブルにす

ることができます。

次の画面を導入しました。[Configuration] > [Device Management] > [High Availability
and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster Interface Health Monitoring]。

9.4(1)インターフェイスごと

の ASAクラスタのヘ
ルスモニタリングの

有効化またはディセー

ブル化

ASAクラスタでDHCPリレーを設定できます。クライアントのDHCP要求は、クラ
イアントのMACアドレスのハッシュを使用してクラスタメンバにロードバランス
されます。DHCPクライアントおよびサーバ機能はサポートされていません。

変更された画面はありません。

9.4(1)DHCPリレーの ASA
クラスタリングのサ

ポート

ASAクラスタでSIPインスペクションを設定できます。制御フローは、任意のユニッ
トで作成できますが（ロードバランシングのため）、その子データフローは同じユ

ニットに存在する必要があります。TLSプロキシ設定はサポートされていません。

変更された画面はありません。

9.4(1)ASAクラスタリング
での SIPインスペク
ションのサポート
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第 11 章

FXOS シャーシの ASA クラスタ

クラスタリングを利用すると、複数のFXOSシャーシASAをグループ化して、1つの論理デバイ
スにすることができます。FXOSシャーシシリーズには、Firepower9300。クラスタは、単一デバ
イスのすべての利便性（管理、ネットワークへの統合）を備える一方で、複数デバイスによって

高いスループットおよび冗長性を達成します。

FirePOWER 9300は複数のシャーシにまたがる（シャーシ間）クラスタをサポートしません。
シャーシ内クラスタリングのみをサポートします。

（注）

一部の機能は、クラスタリングを使用する場合、サポートされません。クラスタリングでサ

ポートされない機能, （395ページ）を参照してください。
（注）

• FXOSシャーシでのクラスタリングについて, 385 ページ

• FXOSシャーシのクラスタリングのライセンス, 400 ページ

• FXOSシャーシでのクラスタリングの前提条件, 401 ページ

• FXOSシャーシ上のクラスタリングのガイドライン, 401 ページ

• FXOSシャーシ上のクラスタリングのデフォルト, 402 ページ

• FXOSシャーシでのクラスタリングの設定, 402 ページ

• FXOSシャーシでの ASAのクラスタのモニタリング, 409 ページ

• FXOSシャーシ上の ASAクラスタリングの履歴, 411 ページ

FXOS シャーシでのクラスタリングについて
クラスタは、単一の論理ユニットとして機能する複数のデバイスから構成されます。FXOSシャー
シにクラスタを導入すると、以下の処理が実行されます。
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•ユニット間通信用のクラスタ制御リンク（デフォルトのポートチャネル48）を作成します。
シャーシ内クラスタリングでは、このリンクは、クラスタ通信にFirepower9300バックプレー
ンを使用します。

•アプリケーション内のクラスタブートストラップコンフィギュレーションを作成します。

クラスタを展開すると、クラスタ名、クラスタ制御リンクインターフェイス、およびその他

のクラスタ設定を含む各ユニットに対して、最小限のブートストラップコンフィギュレー

ションがFXOSシャーシスーパーバイザからプッシュされます。クラスタリング環境をカス
タマイズする場合、ブートストラップコンフィギュレーションの一部は、アプリケーション

内でユーザが設定できます。

•スパンドインターフェイスとして、クラスタにデータインターフェイスを割り当てます。

シャーシ内クラスタリングでは、スパンドインターフェイスは、シャーシ間クラスタリング

のようにEtherChannelに制限されません。Firepower 9300スーパーバイザは共有インターフェ
イスの複数のモジュールにトラフィックをロードバランシングするために内部でEtherChannel
テクノロジーを使用するため、スパンドモードではあらゆるタイプのデータインターフェ

イスが機能します。

管理インターフェイス以外の個々のインターフェイスはサポートされていま

せん。

（注）

•管理インターフェイスをクラスタ内のすべてのユニットに指定します。

ここでは、クラスタリングの概念と実装について詳しく説明します。

パフォーマンススケーリング係数

複数のユニットをクラスタに結合した場合、期待できる合計クラスタパフォーマンスの概算値は

次のようになります。

• TCPまたは CPSスループット：0.8 x number_of_units

• UDPスループット：0.9 x number_of_units

• EthernetMIX（EMIX）スループット：トラフィックミックスに応じて、0.6 xnumber_of_units

Bootstrap Configuration
クラスタを展開すると、クラスタ名、クラスタ制御リンクインターフェイス、およびその他のク

ラスタ設定を含む各ユニットに対して、最小限のブートストラップ構成がFXOSシャーシスーパー
バイザからプッシュされます。クラスタリング環境をカスタマイズする場合、ブートストラップ

コンフィギュレーションの一部はユーザが設定できます。
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クラスタメンバー

クラスタメンバは連携して動作し、セキュリティポリシーおよびトラフィックフローの共有を

実現します。ここでは、各メンバのロールの特長について説明します。

標準出荷単位とセカンダリ単位の役割

クラスタのメンバーの 1つが標準出荷単位です。標準出荷単位は自動的に決定されます。他のす
べてのメンバーはセカンダリ単位です。

すべてのコンフィギュレーション作業は標準出荷単位でのみ実行する必要があります。コンフィ

ギュレーションはその後、セカンダリ単位に複製されます。

機能によっては、クラスタ内でスケーリングしないものがあり、そのような機能についてはプラ

イマリユニットがすべてのトラフィックを処理します。クラスタリングの中央集中型機能,（395
ページ）を参照してください。。

プライマリユニット選定

クラスタのメンバーは、クラスタ制御リンクを介して通信してプライマリユニットを選定しま

す。方法は次のとおりです。

1 クラスタを展開すると、各ユニットは選定要求を 3秒ごとにブロードキャストします。

2 プライオリティの高い他のユニットがこの選定要求に応答します。プライオリティはクラスタ

の展開時に設定され、設定の変更はできません。

3 45秒経過しても、プライオリティの高い他のユニットからの応答を受信していない場合は、そ
のユニットがプライマリになります。

4 後からクラスタに参加したユニットのプライオリティの方が高い場合でも、そのユニットが自

動的にプライマリユニットになることはありません。既存のプライマリユニットは常にプラ

イマリのままです。ただし、プライマリユニットが応答を停止すると、その時点で新しいプラ

イマリユニットが選定されます。

特定のユニットを手動で強制的にプライマリにすることができます。中央集中型機能について

は、プライマリユニット変更を強制するとすべての接続がドロップされるので、新しいプラ

イマリユニット上で接続を再確立する必要があります。

（注）

クラスタインターフェイス

シャーシ内クラスタリングでは、物理インターフェイス、EtherChannel（ポートチャネルとも呼
ばれる）の両方を割り当てることができます。クラスタに割り当てられたインターフェイスはク

ラスタ内のすべてのメンバーのトラフィックのロードバランシングを行うスパンドインターフェ

イスです。
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管理インターフェイス以外の個々のインターフェイスはサポートされていません。

VSS または vPC への接続
インターフェイスに冗長性を確保するため、EtherChannelを VSSまたは vPCに接続することを推
奨します。

クラスタ制御リンク

クラスタ制御リンクはユニット間通信用の EtherChannel（ポートチャネル 48）です。シャーシ内
クラスタリングでは、このリンクは、クラスタ通信にFirepower 9300バックプレーンを使用しま
す。

クラスタ制御リンクトラフィックには、制御とデータの両方のトラフィックが含まれます。

制御トラフィックには次のものが含まれます。

•プライマリ選択。

•コンフィギュレーションの複製。

•ヘルスモニタリング。

データトラフィックには次のものが含まれます。

•ステート複製。

•接続所有権クエリーおよびデータパケット転送。

クラスタ内のハイアベイラビリティ

クラスタリングは、シャーシ、ユニットとインターフェイスの正常性を監視し、ユニット間で接

続状態を複製することにより、ハイアベイラビリティを提供します。

シャーシアプリケーションのモニタリング

シャーシアプリケーションのヘルスモニタリングは常に有効になっています。FXOSシャーシスー
パーバイザはASAアプリケーションを定期的に確認します（毎秒）。ASAが作動中で、FXOS
シャーシスーパーバイザと 3秒間通信できなければASAは syslogメッセージを生成して、クラス
タを離れます。

FXOSシャーシスーパーバイザが 45秒後にアプリケーションと通信できなければ、ASAをリロー
ドします。ASAがスーパーバイザと通信できなければ、自身をクラスタから削除します。

ユニットのヘルスモニタリング

プライマリユニットは、各セカンダリユニットをモニタするために、クラスタ制御リンクを介し

てキープアライブメッセージを定期的に送信します（間隔は設定可能です）。各セカンダリユ
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ニットは、同じメカニズムを使用してプライマリユニットをモニタします。ユニットの健全性

チェックが失敗すると、ユニットはクラスタから削除されます。

インターフェイスモニタリング

各ユニットは、使用中のすべてのハードウェアインターフェイスのリンクステータスをモニタ

し、ステータス変更をプライマリユニットに報告します。ヘルスモニタリングを有効にすると、

すべての物理インターフェイスは、デフォルトでモニタされます（EtherChannelインターフェイ
スのメイン EtherChannelを含む）。アップ状態の指名されたインターフェイスのみモニタできま
す。たとえば、指名されたEtherChannelに障害が発生している状態と判断される必要がある場合、
つまり、EtherChannelのすべてのメンバーポートはクラスタ削除をトリガーすることに失敗する
必要があります（最少ポートバンドリング設定に応じて）。ヘルスチェックは、インターフェイ

スごとに、モニタリングをオプションで無効にすることができます。

あるモニタ対象のインターフェイスが、特定のユニット上では障害が発生したが、別のユニット

ではアクティブの場合は、そのユニットはクラスタから削除されます。ASAがメンバーをクラス
タから削除するまでの時間は、そのユニットが確立済みメンバーであるか、またはクラスタに参

加しようとしているかによって異なります。ASAは、ユニットがクラスタに参加する最初の90秒
間はインターフェイスを監視ししません。この間にインターフェイスのステータスが変化しても、

ASAはクラスタから削除されません。設定済みのメンバーの場合は、500ミリ秒後にユニットが
削除されます

障害後のステータス

クラスタ内のユニットで障害が発生したときに、そのユニットでホスティングされている接続は

他のユニットにシームレスに移管されます。トラフィックフローのステート情報は、クラスタ制

御リンクを介して共有されます。

プライマリユニットで障害が発生した場合は、そのクラスタの他のメンバのうち、プライオリ

ティが最高（番号が最小）のものがプライマリになります。

障害イベントに応じて、ASAは自動的にクラスタへの再参加を試みます。

ASAが非アクティブになり、クラスタへの自動再参加に失敗すると、すべてのデータインター
フェイスがシャットダウンされます。管理専用インターフェイスのみがトラフィックを送受信

できます。管理インターフェイスは、そのユニットがクラスタ IPプールから受け取った IPア
ドレスを使用して引き続き稼働状態となります。ただし、リロードする場合、クラスタでユ

ニットがまだ非アクティブになっていると、管理インターフェイスは無効になります。それ以

降のコンフィギュレーション作業には、コンソールポートを使用する必要があります。

（注）

クラスタへの再参加

クラスタメンバがクラスタから削除された後、クラスタに再参加できる方法は、削除された理由

によって異なります。
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•クラスタ制御リンクの障害：クラスタ制御リンクの問題を解決した後、クラスタリングを再
びイネーブルにすることによって、手動でクラスタに再参加する必要があります。

•データインターフェイスの障害：ASAは自動的に最初は 5分後、次に 10分後、最終的に 20
分後に再参加を試みます。20分後に参加できない場合、ASAはクラスタリングをディセー
ブルにします。データインターフェイスの問題を解決した後、手動でクラスタリングをイ

ネーブルにする必要があります。

•ユニットの障害：ユニットがヘルスチェック失敗のためクラスタから削除された場合、クラ
スタへの再参加は失敗の原因によって異なります。たとえば、一時的な電源障害の場合は、

クラスタ制御リンクが稼働している限り、ユニットは再起動するとクラスタに再参加しま

す。ユニットは 5秒ごとにクラスタへの再参加を試みます。

•シャーシアプリケーション通信の障害：ASAがシャーシアプリケーションの状態が回復し
たことを検出すると、ASAは自動的にクラスタの再参加を試みます。

データパス接続状態の複製

どの接続にも、1つのオーナーおよび少なくとも 1つのバックアップオーナーがクラスタ内にあ
ります。バックアップオーナーは、障害が発生しても接続を引き継ぎません。代わりに、TCP/UDP
のステート情報を保存します。これは、障害発生時に接続が新しいオーナーにシームレスに移管

されるようにするためです。

オーナーが使用不可能になった場合は、その接続からパケットを受け取る最初のユニット（ロー

ドバランシングに基づく）がバックアップオーナーに問い合わせて、関連するステート情報を取

得し、これでそのユニットが新しいオーナーになることができます。

トラフィックの中には、TCPまたはUDPレイヤよりも上のステート情報を必要とするものがあり
ます。この種類のトラフィックに対するクラスタリングのサポートの可否については、次の表を

参照してください。

表 19：クラスタ全体で複製される機能

注意状態のサポー

ト

Traffic

システムアップタイムをトラッキングします。YesUp time

トランスペアレントモードのみ。YesARP Table

トランスペアレントモードのみ。YesMACアドレステーブル

AAAルール（uauth）とアイデンティティファ
イアウォールが含まれます。

Yesユーザアイデンティティ

—YesIPv6ネイバーデータベース

—Yesダイナミックルーティング
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注意状態のサポー

ト

Traffic

—なしSNMPエンジン ID

VPNセッションは、プライマリユニットで障
害が発生すると切断されます。

なしVPN（サイト間）

コンフィギュレーションの複製

クラスタ内のすべてのユニットは、単一のコンフィギュレーションを共有します。コンフィギュ

レーション変更を加えることができるのはプライマリユニット上だけであり、変更は自動的にク

ラスタ内の他のすべてのユニットに同期されます。

ASAクラスタの管理
ASAクラスタリングを使用することの利点の 1つは、管理のしやすさです。ここでは、クラスタ
を管理する方法について説明します。

管理インターフェイス

管理タイプのインターフェイスをクラスタに割り当てる必要があります。このインターフェイス

はスパンドインターフェイスではなく、特別な個別インターフェイスです。管理インターフェイ

スによって各ユニットに直接接続できます。

メインクラスタ IPアドレスはそのクラスタの固定アドレスであり、常に現在のプライマリユニッ
トに属します。アドレス範囲も設定して、現在の標準出荷単位を含む各単位がその範囲内のロー

カルアドレスを使用できるようにします。このメインクラスタ IPアドレスによって、管理アク
セスのアドレスが一本化されます。標準出荷単位が変更されると、メインクラスタ IPアドレスは
新しい標準出荷単位に移動するので、クラスタの管理をシームレスに続行できます。

たとえば、クラスタを管理するにはメインクラスタ IPアドレスに接続します。このアドレスは常
に、現在の標準出荷単位に関連付けられています。個々のメンバを管理するには、ローカル IPア
ドレスに接続します。

TFTPや syslogなどの発信管理トラフィックの場合、標準出荷単位を含む各単位は、ローカル IP
アドレスを使用してサーバに接続します。

プライマリユニット管理とセカンダリユニット管理

すべての管理とモニタリングはプライマリユニットで実行できます。プライマリユニットから、

すべてのユニットの実行時統計情報やリソース使用状況などのモニタリング情報を調べることが

できます。また、クラスタ内のすべてのユニットに対してコマンドを発行することや、コンソー

ルメッセージをセカンダリユニットからプライマリユニットに複製することもできます。
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必要に応じて、セカンダリユニットを直接モニタできます。プライマリユニットからでもできま

すが、ファイル管理をセカンダリユニット上で実行できます（コンフィギュレーションのバック

アップや、イメージの更新など）。次の機能は、プライマリユニットからは使用できません。

•ユニットごとのクラスタ固有統計情報のモニタリング。

•ユニットごとのSyslogモニタリング（コンソールレプリケーションが有効な場合にコンソー
ルに送信される syslogを除く）。

• SNMP

• NetFlow

RSA キー複製

プライマリユニット上で RSAキーを作成すると、そのキーはすべてのセカンダリユニットに複
製されます。メインクラスタ IPアドレスへの SSHセッションがある場合に、プライマリユニッ
トで障害が発生すると接続が切断されます。新しいプライマリユニットは、SSH接続に対して同
じキーを使用するので、新しいプライマリユニットに再接続するときに、キャッシュ済みの SSH
ホストキーを更新する必要はありません。

ASDM 接続証明書 IP アドレス不一致

デフォルトでは、自己署名証明書は、ローカル IPアドレスに基づいて ASDM接続に使用されま
す。ASDMを使用してメインクラスタ IPアドレスに接続する場合は、IPアドレス不一致に関す
る警告メッセージが表示されます。これは、証明書で使用されているのがローカル IPアドレスで
あり、メインクラスタ IPアドレスではないからです。このメッセージは無視して、ASDM接続
を確立できます。ただし、この種の警告を回避するには、新しい証明書を登録し、この中でメイ

ンクラスタ IPアドレスと、IPアドレスプールからのすべてのローカル IPアドレスを指定しま
す。この証明書を各クラスタメンバに使用します。

クラスタが接続を管理する方法

接続をクラスタの複数のメンバにロードバランスできます。接続のロールにより、通常動作時と

ハイアベイラビリティ状況時の接続の処理方法が決まります。

接続のロール

次の 3種類のロールがあり、各接続に対して定義されます。

•オーナー：最初に接続を受信するユニット。オーナーは、TCP状態を保持し、パケットを処
理します。1つの接続に対してオーナーは1つだけです。元のオーナーに障害が発生すると、
新しいユニットが接続からパケットを受信したときにディレクタがこれらのユニットの新し

いオーナーを選択します。

•ディレクタ：フォワーダからのオーナールックアップ要求を処理するユニット。また、オー
ナーが停止した場合はバックアップとなり、接続の状態を保持します。オーナーが新しい接

続を受信すると、オーナーは、送信元/宛先 IPアドレスおよび TCPポートのハッシュに基づ
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いてディレクタを選択し、新しい接続を登録するためにメッセージをそのディレクタに送信

します。パケットがオーナー以外のユニットに到着した場合は、そのユニットはどのユニッ

トがオーナーかをディレクタに問い合わせます。これで、パケットを転送できるようになり

ます。1つの接続に対してディレクタは 1つだけです。ディレクタが失敗すると、オーナー
は新しいディレクタを選択します。

•フォワーダ：パケットをオーナーに転送するユニット。フォワーダが接続のパケットを受信
したときに、その接続のオーナーが自分ではない場合は、フォワーダはディレクタにオー

ナーを問い合わせてから、そのオーナーへのフローを確立します。これは、この接続に関し

てフォワーダが受信するその他のパケット用です。ディレクタは、フォワーダにもなること

ができます。フォワーダが SYN-ACKパケットを受け取った場合は、パケットの SYNクッ
キーからオーナーを割り出すことができ、ディレクタへの問い合わせは不要です。（TCP
シーケンスのランダム化をディセーブルにした場合は、SYN Cookieは使用されないので、
ディレクタへの問い合わせが必要です）。存続期間が短いフロー（たとえばDNSや ICMP）
の場合は、フォワーダは問い合わせの代わりにパケットを即座にディレクタに送信し、ディ

レクタがそのパケットをオーナーに送信します。1つの接続に対して、複数のフォワーダが
存在できます。最も効率的なスループットを実現できるのは、フォワーダが 1つもなく、接
続のすべてのパケットをオーナーが受信するという、優れたロードバランシング方法が使用

されている場合です。

接続でポートアドレス変換（PAT）を使用すると、PATのタイプ（per-sessionまたはmulti-session）
が、クラスタのどのメンバが新しい接続のオーナーになるかに影響します。

• Per-session PAT：オーナーは、接続の最初のパケットを受信するユニットです。

デフォルトでは、TCPおよび DNS UDPトラフィックは per-session PATを使用します。

• Multi-session PAT：オーナーは常にプライマリユニットです。multi-session PAT接続がセカ
ンダリユニットで最初に受信される場合、セカンダリユニットはその接続をプライマリユ

ニットに転送します。

デフォルトでは、UDP（DNS UDPを除く）および ICMPトラフィックはmulti-session PATを
使用するので、これらの接続は常にプライマリユニットによって所有されています。

TCPおよびUDPの per-session PATデフォルトを変更できるので、これらのプロトコルの接続は、
その設定に応じて per-sessionまたはmulti-sessionで処理されます。ICMPの場合は、デフォルトの
multi-session PATから変更することはできません。per-session PATの詳細については、ファイア
ウォールの設定ガイドを参照してください。

新しい接続の所有権

新しい接続がロードバランシング経由でクラスタのメンバに送信される場合は、そのユニットが

その接続の両方向のオーナーとなります。接続のパケットが別のユニットに到着した場合は、そ

のパケットはクラスタ制御リンクを介してオーナーユニットに転送されます。逆方向のフローが

別のユニットに到着した場合は、元のユニットにリダイレクトされます。
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サンプルデータフロー

次の例は、新しい接続の確立を示します。

1 SYNパケットがクライアントから発信され、ASAの1つ（ロードバランシング方法に基づく）
に配信されます。これがオーナーとなります。オーナーはフローを作成し、オーナー情報をエ

ンコードして SYN Cookieを生成し、パケットをサーバに転送します。

2 SYN-ACKパケットがサーバから発信され、別のASA（ロードバランシング方法に基づく）に
配信されます。この ASAはフォワーダです。

3 フォワーダはこの接続を所有してはいないので、オーナー情報をSYNCookieからデコードし、
オーナーへの転送フローを作成し、SYN-ACKをオーナーに転送します。

4 オーナーはディレクタに状態アップデートを送信し、SYN-ACKをクライアントに転送します。

5 ディレクタは状態アップデートをオーナーから受信し、オーナーへのフローを作成し、オー

ナーと同様に TCPステート情報を記録します。ディレクタは、この接続のバックアップオー
ナーとしての役割を持ちます。

6 これ以降、フォワーダに配信されたパケットはすべて、オーナーに転送されます。

7 パケットがその他のユニットに配信された場合は、そのユニットはディレクタに問い合わせて

オーナーを特定し、フローを確立します。

8 フローの状態が変化した場合は、状態アップデートがオーナーからディレクタに送信されま

す。
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ASA の各機能とクラスタリング
ASAの一部の機能は ASAクラスタリングではサポートされず、一部はプライマリユニットだけ
でサポートされます。その他の機能については適切な使用に関する警告がある場合があります。

クラスタリングでサポートされない機能

これらの機能は、クラスタリングがイネーブルのときは設定できず、コマンドは拒否されます。

• TLSプロキシを使用するユニファイドコミュニケーション機能

•次のアプリケーションインスペクション：

◦ CTIQBE

◦ GTP

◦ H323、H225、および RAS

◦ IPsecパススルー

◦ MGCP

◦ MMP

◦ RTSP

◦ SCCP（Skinny）

◦ WAAS

◦ WCCP

• Botnet Traffic Filter

• Auto Update Server

• DHCPクライアント、サーバ、およびプロキシDHCPリレーがサポートされている。

•フェールオーバー

クラスタリングの中央集中型機能

次の各機能は、プライマリユニット上だけでサポートされます。クラスタの場合もスケーリング

されません。
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中央集中型機能のトラフィックは、クラスタ制御リンク経由でメンバーユニットからプライ

マリユニットに転送されます。

再分散機能を使用する場合は、中央集中型機能のトラフィックが中央集中型機能として分類さ

れる前に再分散が行われて、マスター以外のユニットに転送されることがあります。この場合

は、トラフィックがプライマリユニットに送り返されます。

中央集中型機能については、プライマリユニットで障害が発生するとすべての接続がドロッ

プされるので、新しいプライマリユニット上で接続を再確立する必要があります。

（注）

•次のアプリケーションインスペクション：

◦ DCERPC

◦ NetBIOS

◦ PPTP

◦ RADIUS

◦ RSH

◦ SUNRPC

◦ TFTP

◦ XDMCP

•ダイナミックルーティング

•スタティックルートモニタリング

• IGMPマルチキャストコントロールプレーンプロトコル処理（データプレーンフォワー
ディングはクラスタ全体に分散されます）

• PIMマルチキャストコントロールプレーンプロトコル処理（データプレーンフォワーディ
ングはクラスタ全体に分散されます）

•ネットワークアクセスの認証および許可。アカウンティングは非集中型です。

•フィルタリングサービス

個々のユニットに適用される機能

これらの機能は、クラスタ全体またはプライマリユニットではなく、各 ASAユニットに適用さ
れます。

• QoS：QoSポリシーは、コンフィギュレーション複製の一部としてクラスタ全体で同期され
ます。ただし、ポリシーは、各ユニットに対して個別に適用されます。たとえば、出力に対

してポリシングを設定する場合は、適合レートおよび適合バースト値は、特定の ASAから
出て行くトラフィックに適用されます。3ユニットから成るクラスタがあり、トラフィック
が均等に分散している場合は、適合レートは実際にクラスタのレートの 3倍になります。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
396

FXOS シャーシでのクラスタリングについて



•脅威検出：脅威検出は、各ユニットに対して個別に機能します。たとえば、上位統計情報
は、ユニット別です。たとえば、ポートスキャン検出が機能しないのは、スキャントラ

フィックが全ユニット間で分散されるので、1つのユニットがすべてのトラフィックを読み
取ることはないからです。

•リソース管理：マルチコンテキストモードでのリソース管理は、ローカル使用状況に基づ
いて各ユニットに個別に適用されます。

ネットワークアクセス用の AAA とクラスタリング

ネットワークアクセス用の AAAは、認証、許可、アカウンティングの 3つのコンポーネントで
構成されます。認証とアカウンティングは、クラスタリングプライマリ上で中央集中型機能とし

て実装されており、データ構造がクラスタセカンダリに複製されます。プライマリが選定された

場合は、確立済みの認証済みユーザおよびユーザに関連付けられた許可を引き続き中断なく運用

するのに必要なすべての情報を、新しいプライマリが保有します。ユーザ認証のアイドルおよび

絶対タイムアウトは、プライマリユニット変更が発生したときも維持されます。

アカウンティングは、クラスタ内の分散型機能として実装されています。アカウンティングはフ

ロー単位で実行されるので、フローを所有するクラスタユニットがアカウンティング開始と停止

のメッセージをAAAサーバに送信します（フローに対するアカウンティングが設定されていると
き）。

FTP とクラスタリング

• FTPデータチャネルとコントロールチャネルのフローがそれぞれ別のクラスタメンバによっ
て所有されている場合は、データチャネルのオーナーは定期的にアイドルタイムアウトアッ

プデートをコントロールチャネルのオーナーに送信し、アイドルタイムアウト値を更新し

ます。ただし、コントロールフローのオーナーがリロードされて、コントロールフローが

再ホスティングされた場合は、親子フロー関係は維持されなくなります。したがって、コン

トロールフローのアイドルタイムアウトは更新されません。

• FTPアクセスに AAAを使用している場合、制御チャネルのフローはプライマリユニットに
集中化されます。

アイデンティティファイアウォールとクラスタリング

プライマリユニットのみが ADから user-groupを取得し、ADエージェントから user-ipマッピン
グを取得します。プライマリユニットからユーザ情報がセカンダリに渡されるので、セカンダリ

は、セキュリティポリシーに基づいてユーザ IDの一致の決定を行うことができます。

マルチキャストルーティングとクラスタリング

ファーストパス転送が確立されるまでの間、プライマリユニットがすべてのマルチキャストルー

ティングパケットとデータパケットを処理します。接続が確立された後は、各スレーブがマルチ

キャストデータパケットを転送できます。
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NAT とクラスタリング

NATは、クラスタの全体的なスループットに影響を与えることがあります。着信および発信の
NATパケットが、クラスタ内のそれぞれ別のASAに送信されることがあります。ロードバランシ
ングアルゴリズムは IPアドレスとポートに依存していますが、NATが使用されるときは、着信
と発信とで、パケットの IPアドレスやポートが異なるからです。接続のオーナーではないASAに
到着したパケットは、クラスタ制御リンクを介してオーナーに転送されるので、大量のトラフィッ

クがクラスタ制御リンク上で発生します。

それでもクラスタリングで NATを使用する場合は、次のガイドラインを考慮してください。

•ダイナミック PAT用 NATプールアドレス分散：プライマリユニットは、アドレスをクラス
タ全体に均等に分配します。メンバが接続を受信したときに、そのメンバのアドレスが 1つ
も残っていない場合は、接続はドロップされます（他のメンバにはまだ使用可能なアドレス

がある場合でも）。最低でも、クラスタ内のユニットと同数の NATアドレスが含まれてい
ることを確認してください。各ユニットが確実に 1つのアドレスを受け取るようにするため
です。アドレス割り当てを表示するには、show nat pool clusterコマンドを使用します。

•ラウンドロビンなし：PATプールのラウンドロビンは、クラスタリングではサポートされま
せん。

•プライマリユニットによって管理されるダイナミック NAT xlate：プライマリユニットが
xlateテーブルを維持し、セカンダリユニットに複製します。ダイナミック NATを必要とす
る接続をセカンダリユニットが受信したときに、その xlateがテーブル内にない場合は、セ
カンダリはプライマリユニットから xlateを要求します。セカンダリユニットが接続を所有
します。

• Per-session PAT機能：クラスタリングに限りませんが、Per-session PAT機能によって PATの
スケーラビリティが向上します。クラスタリングの場合は、各セカンダリユニットが独自の

PAT接続を持てるようになります。対照的に、Multi-Session PAT接続はプライマリユニット
に転送する必要があり、プライマリユニットがオーナーとなります。デフォルトでは、すべ

ての TCPトラフィックおよび UDP DNSトラフィックは per-session PAT xlateを使用します。
これに対し、ICMPおよび他のすべてのUDPトラフィックはmulti-sessionを使用します。TCP
および UDPに対しこれらのデフォルトを変更するように per-session NATルールを設定する
ことができますが、ICMPに per-session PATを設定することはできません。H.323、SIP、ま
たは Skinnyなどのmulti-session PATのメリットを活用できるトラフィックでは、関連付けら
れている TCPポートに対し per-session PATを無効にすることができます（それらのH.323お
よびSIPのUDPポートはデフォルトですでにmulti-sessionになっています）。per-sessionPAT
の詳細については、ファイアウォールの設定ガイドを参照してください。

•次のインスペクション用のスタティック PATはありません。

◦ FTP

◦ PPTP

◦ RSH

◦ SQLNET

◦ TFTP
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◦ XDMCP

◦ SIP

ダイナミックルーティングおよびクラスタリング

ルーティングプロセスはプライマリユニット上だけで実行されます。ルートはプライマリユニッ

トを介して学習され、セカンデリに複製されます。ルーティングパケットがセカンデリに到着し

た場合は、プライマリユニットにリダイレクトされます。

図 44：ダイナミックルーティング

セカンデリメンバがプライマリユニットからルートを学習した後は、各ユニットが個別に転送に

関する判断を行います。

OSPF LSAデータベースは、プライマリユニットからセカンデリユニットに同期されません。プ
ライマリユニットのスイッチオーバーが発生した場合は、隣接ルータが再始動を検出します。ス

イッチオーバーは透過的ではありません。OSPFプロセスが IPアドレスの 1つをルータ IDとして
選択します必須ではありませんが、スタティックルータ IDを割り当てることができます。これ
で、同じルータ IDがクラスタ全体で使用されるようになります。割り込みを解決するには、OSPF
ノンストップフォワーディング機能を参照してください。

SIP インスペクションとクラスタリング

制御フローは、任意のユニットで作成できます（ロードバランシングのため）。その子データフ

ローは同じユニットに存在する必要があります。

TLSプロキシ設定はサポートされていません。
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SNMP とクラスタリング

SNMPエージェントは、個々のASAを、そのローカル IPアドレスによってポーリングします。ク
ラスタの統合データをポーリングすることはできません。

SNMPポーリングには、メインクラスタ IPアドレスではなく、常にローカルアドレスを使用し
てください。SNMPエージェントがメインクラスタ IPアドレスをポーリングする場合は、新しい
プライマリが選定されたときに、新しいプライマリユニットのポーリングに失敗します。

syslogおよび NetFlowとクラスタリング

• Syslog：クラスタの各ユニットは自身の syslogメッセージを生成します。各ユニットの syslog
メッセージヘッダーフィールドで使用されるデバイス IDを同一にするか、別にするかを設
定できます。たとえば、ホスト名コンフィギュレーションはクラスタ内のすべてのユニット

に複製されて共有されます。ホスト名をデバイス IDとして使用するようにロギングを設定
した場合は、どのユニットで生成された syslogメッセージも 1つのユニットからのように見
えます。クラスタブートストラップコンフィギュレーションで割り当てられたローカルユ

ニット名をデバイス IDとして使用するようにロギングを設定した場合は、syslogメッセージ
はそれぞれ別のユニットからのように見えます。

• NetFlow：クラスタの各ユニットは自身のNetFlowストリームを生成します。NetFlowコレク
タは、各 ASAを独立した NetFlowエクスポータとしてのみ扱うことができます。

Cisco TrustSec とクラスタリング

プライマリユニットだけがセキュリティグループタグ（SGT）情報を学習します。プライマリ
ユニットからこのSGTがセカンダリに渡されるので、セカンダリは、セキュリティポリシーに基
づいて SGTの一致の決定を行うことができます。

FXOS シャーシのクラスタリングのライセンス
プライマリユニットでのみライセンスを要求できます。ライセンスはセカンデリユニットでは集

約されます。複数のユニットにライセンスがある場合は、これらが統合されて単一の実行ASAク
ラスタライセンスとなります。プライマリユニットで完了したライセンス設定はセカンデリユ

ニットに複製されません。クラスタリングを無効にし、ライセンスを設定し、クラスタリングを

再度有効にした場合限り、セカンデリユニットに個別のライセンス権限を設定できます。

ASDMや他の高度暗号機能を使用するには、クラスタ展開後にプライマリユニットでASACLI
を使って高度暗号化ライセンスを有効にする必要があります。このライセンスはセカンデリ

ユニットに継承されます。各ユニットでこのライセンスを個別に設定する必要はありません。

高度暗号化（3DES）ライセンスの評価ライセンスは一切ありません。

（注）
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プライマリユニットが 30日（猶予期間）以内にクラスタ参加に失敗すると、継承されたライ
センスは消滅します。その場合、新しいプライマリユニットに消滅したライセンスを手作業

で設定する必要があります。

（注）

FXOS シャーシでのクラスタリングの前提条件

スイッチの前提条件

• FXOSシャーシのクラスタリングを設定する前に、スイッチの設定を完了し、シャーシから
スイッチまですべての EtherChannelを良好に接続してください。

•サポートされているスイッチのリストについては、「Cisco FXOS Compatibility（Cisco FXOS
の互換性）」（英語）を参照してください。

FXOS シャーシ上のクラスタリングのガイドライン

フェールオーバー

フェールオーバーは、クラスタリングではサポートされません。

その他のガイドライン

•大々的なトポロジ変更が発生する場合（EtherChannelインターフェイスの追加または削除、
FXOSシャーシ上でのインターフェイスまたはスイッチの有効化または無効化、VSSまたは
vPCを形成するための追加スイッチの追加など）、ヘルスチェック機能や無効なインター
フェイスのインターフェイスモニタリングを無効にする必要があります。トポロジの変更が

完了して、コンフィギュレーション変更がすべてのユニットに同期されたら、ヘルスチェッ

ク機能を再度イネーブルにできます。

•ユニットを既存のクラスタに追加したときや、ユニットをリロードしたときは、一時的に、
限定的なパケット/接続ドロップが発生します。これは予定どおりの動作です。場合によって
は、ドロップされたパケットが原因で接続がハングすることがあります。たとえば、FTP接
続の FIN/ACKパケットがドロップされると、FTPクライアントがハングします。この場合
は、FTP接続を再確立する必要があります。

•スパンドインターフェイスに接続されたWindows 2003サーバを使用している場合、syslog
サーバポートがダウンし、サーバが ICMPエラーメッセージを制限しないと、大量の ICMP
メッセージがクラスタに返送されます。このようなメッセージにより、クラスタの一部のユ

ニットで CPU使用率が高くなり、パフォーマンスに影響する可能性があります。ICMPエ
ラーメッセージを調節することを推奨します。
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FXOS シャーシ上のクラスタリングのデフォルト
•クラスタのヘルスチェック機能は、デフォルトでイネーブルになり、ホールド時間は 3秒で
す。デフォルトでは、すべてのインターフェイスでインターネットヘルスモニタリングが

イネーブルになっています。

•接続再分散は、デフォルトではディセーブルです。接続再分散をイネーブルにした場合の、
デフォルトの負荷情報交換間隔は 5秒です。

FXOS シャーシでのクラスタリングの設定
FXOSシャーシスーパーバイザから簡単にクラスタを導入できます。すべての初期設定が各ユニッ
トに自動的に生成されます。このセクションでは、デフォルトのブートストラップ設定とASAで
実行できるオプションのカスタマイズについて説明します。また、ASA内からクラスタメンバー
を管理する方法についても説明します。クラスタメンバーシップは、FXOSシャーシから管理す
ることもできます。詳細については、FXOSシャーシのマニュアルを参照してください。

手順

ステップ 1 FXOSシャーシスーパバイザからのクラスタの導入, （402ページ）

ステップ 2 ASAのクラスタ設定のカスタマイズ, （403ページ）

ステップ 3 非アクティブなメンバーになる, （406ページ）

ステップ 4 プライマリ装置のセカンダリメンバーの非アクティブ化, （407ページ）

ステップ 5 標準出荷単位の変更, （408ページ）

ステップ 6 クラスタ全体でのコマンドの実行, （408ページ）

FXOS シャーシスーパバイザからのクラスタの導入
クラスタリングの設定手順についての詳細は、FXOSシャーシのドキュメンテーションを参照し
てください。

論理デバイスを FXOSシャーシに追加するときは、スタンドアロンユニットまたはクラスタのど
ちらを導入するかを選択できます。これにより、を設定するだけで済みます。クラスタを導入す

ると、FXOSシャーシスーパバイザが次のブートストラップコンフィギュレーションで各ASAア
プライアンスを設定します。ブートストラップコンフィギュレーションの一部（太字のテキスト

で示されている部分）は、後から必要に応じて ASAから変更できます。

interface Port-channel48
description Clustering Interface

cluster group <service_type_name>
key <secret>
local-unit unit-<chassis#-module#>
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cluster-interface port-channel48 ip 127.2.<chassis#>.<module#> 255.255.255.0
priority <auto>
health-check holdtime 3
health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2
health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1
enable

ip local pool cluster_ipv4_pool <ip_address>-<ip_address> mask <mask>

interface <management_ifc>
management-only individual
nameif management
security-level 0
ip address <ip_address> <mask> cluster-pool cluster_ipv4_pool
no shutdown

http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
route management <management_host_ip> <mask> <gateway_ip> 1

local-unit名は、クラスタリングをディセーブルにした場合にのみ変更できます。（注）

ASA のクラスタ設定のカスタマイズ
クラスタの導入後、または追加オプションを設定した後にブートストラップ設定の変更が必要が

生じた場合は、プライマリユニットで変更できます。

ASA クラスタの基本パラメータの設定

プライマリユニット上のクラスタ設定をカスタマイズできます。

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、プライマリユニット上のシステム実行スペースで次の手
順を実行します。まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、

[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある
[System]をダブルクリックします。

•ローカルユニットの [MemberName]を変更できるのはクラスタリングをディセーブルにする
場合に限られるため、以下の手順では取り上げていません。クラスタリングをディセーブル

にするには、非アクティブなメンバーになる, （406ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]の順に選択
します。

ステップ 2 次のオプションパラメータを設定します。

• [Enable connection rebalancing for TCP traffic across all the ASAs in the cluster]：接続の再分散を
イネーブルにします。このパラメータはデフォルトではディセーブルになっています。イ
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ネーブルの場合は、クラスタの ASAは定期的に負荷情報を交換し、負荷のかかっているデ
バイスから負荷の少ないデバイスに新しい接続をオフロードします。負荷情報を交換する間

隔を、1～ 360秒の範囲内で指定します。このパラメータは、ブートストラップコンフィ
ギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリユニットに複製され

ます。

• [Enablehealth monitoring of this device within the cluster]：クラスタのヘルスチェック機能をイ
ネーブルにします。これには、ユニットのヘルスモニタリングおよびインターフェイスのヘ

ルスモニタリングが含まれます。注：新しいユニットをクラスタに追加していて、ASAま
たはスイッチのトポロジが変更される場合、クラスタが完成するまでこの機能を一時的に

ディセーブルにし、ディセーブルにされたインターフェイスのインターフェイスモニタリン

グもディセーブルにする必要があります（[Configuration] > [Device Management] > [High
Availability and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster Interface Health Monitoring]）。クラスタと
トポロジの変更が完了したら、この機能を再度イネーブルにすることができます。ユニット

のヘルスを確認するため、ASAのクラスタユニットはクラスタ制御リンクで他のユニット
にキープアライブメッセージを送信します。ユニットが holdtime期間内にピアユニットか
らキープアライブメッセージを受信しない場合は、そのピアユニットは応答不能またはデッ

ド状態と見なされます。

• [Replicateconsole output to the master’s console]：セカンダリユニットからプライマリユニット
へのコンソール複製をイネーブルにします。この機能はデフォルトで無効に設定されていま

す。ASAは、特定の重大イベントが発生したときに、メッセージを直接コンソールに出力す
る場合があります。コンソール複製をイネーブルにすると、セカンダリユニットからプライ

マリユニットにコンソールメッセージが送信されるので、モニタが必要になるのはクラス

タのコンソールポート1つだけとなります。このパラメータは、ブートストラップコンフィ
ギュレーションの一部ではなく、プライマリユニットからセカンダリユニットに複製され

ます。

• [Cluster Control Link]：

◦ [MTU]：クラスタ制御リンクインターフェイスの最大伝送ユニットを指定します。MTU
は最大値の 9000に設定することを推奨します。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

インターフェイスのヘルスモニタリングの設定

たとえば、管理インターフェイスなど、必須以外のインターフェイスのヘルスモニタリングを

ディセーブルにすることができます。ポートチャネル ID、または単一の物理インターフェイス ID
をモニタできます。ヘルスモニタリングは VLANサブインターフェイス、または VNIや BVIな
どの仮想インターフェイスでは実行されません。クラスタ制御リンクのモニタリングは設定でき

ません。このリンクは常にモニタされています。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
404

FXOS シャーシでのクラスタリングの設定



手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster] > [Cluster
Interface Health Monitoring]の順に選択します。

ステップ 2 [Monitored Interfaces]ボックスでインターフェイスを選択し、[Add]をクリックしてそのインター
フェイスを [Unmonitored Interfaces]ボックスに移動します。
何らかのトポロジ変更（たとえばデータインターフェイスの追加/削除、ASA、FXOSシャーシ、
またはスイッチ上のインターフェイスの有効化/無効化、VSSまたはvPCを形成するスイッチの追
加）を行うときには、ヘルスチェック機能を無効にし（[Configuration] > [Device Management] >
High [Availability and Scalability] > ASA [Cluster]）、無効化したインターフェイスのモニタリング
も無効にしてください。トポロジの変更が完了して、コンフィギュレーション変更がすべてのユ

ニットに同期されたら、ヘルスチェック機能を再度イネーブルにできます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

クラスタ TCP 複製の遅延の設定

TCP接続のクラスタ複製の遅延を有効化して、ディレクタ/バックアップフロー作成の遅延による
存続期間が短いフローに関連する「不要な作業」を排除できます。ディレクタ/バックアップフ
ローが作成される前にユニットが失敗する場合は、それらのフローを回復することはできません。

同様に、フローを作成する前にトラフィックが別のユニットに再調整される場合、流れを回復す

ることはできません。TCPのランダム化を無効化するトラフィックのTCPの複製の遅延を有効化
しないようにする必要があります。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster Replication]
の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして次の値を設定します。

• [Replication delay]：1～ 15の範囲で秒数を設定します。

• [HTTP]：すべての HTTPトラフィックの遅延を設定します。デフォルトでは、この設定は 5
秒間で有効化されています。

• [Source Criteria]

◦ [Source]：送信元 IPアドレスを設定します。

◦ [Service]：（オプション）送信元ポートを設定します。通常は、送信元または宛先ポー
トのいずれかを設定するか、両方ともに設定しません。

•宛先基準

◦ [Source]：宛先 IPアドレスを設定します。
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◦ [Service]：（オプション）宛先ポートを設定します。通常は、送信元または宛先ポート
のいずれかを設定するか、両方ともに設定しません。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

非アクティブなメンバーになる

クラスタの非アクティブなメンバーになるには、クラスタリングコンフィギュレーションは変更

せずに、そのユニット上でクラスタリングをディセーブルにします。

ASAが（手動で、またはヘルスチェックエラーにより）非アクティブになると、すべての
データインターフェイスがシャットダウンされます。管理専用インターフェイスのみがトラ

フィックを送受信できます。トラフィックフローを再開させるには、クラスタリングを再び

イネーブルにします。または、そのユニットをクラスタから完全に削除します。管理インター

フェイスは、そのユニットがクラスタ IPプールから受け取った IPアドレスを使用して引き続
き稼働状態となります。ただし、リロードする場合、クラスタでユニットがまだ非アクティブ

になっていると、管理インターフェイスはディセーブルになります。それ以降のコンフィギュ

レーション作業には、コンソールポートを使用する必要があります。

（注）

はじめる前に

•マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。ま
だシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device
List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリック
します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]の順に選
択します。

すでにクラスタにデバイスが追加されており、それが標準出荷単位の場合は、このペインは[Cluster
Configuration]タブにあります。

ステップ 2 [Participate in ASA cluster]チェックボックスをオフにします。
[ConfigureASAcluster settings]チェックボックスをオフにしないでください。オフにする
と、すべてのクラスタコンフィギュレーションがクリアされ、ASDMが接続されてい
る管理インターフェイスを含むすべてのインターフェイスもシャットダウンします。こ

の場合、接続を復元するには、コンソールポートで CLIにアクセスする必要がありま
す。

（注）
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ステップ 3 [Apply]をクリックします。

プライマリ装置のセカンダリメンバーの非アクティブ化

セカンダリメンバを非アクティブにするには、次の手順を実行します。

ASAが非アクティブになると、すべてのデータインターフェイスがシャットダウンされます。
管理専用インターフェイスのみがトラフィックを送受信できます。トラフィックフローを再

開させるには、クラスタリングを再びイネーブルにします。または、そのユニットをクラスタ

から完全に削除します。管理インターフェイスは、そのユニットがクラスタ IPプールから受
け取った IPアドレスを使用して引き続き稼働状態となります。ただし、リロードする場合、
クラスタでユニットがまだ非アクティブになっていると、管理インターフェイスは無効になり

ます。それ以降のコンフィギュレーション作業には、コンソールポートを使用する必要があ

ります。

（注）

はじめる前に

マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。まだシス

テムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device List]ペイン
でアクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]の順に選
択します。

ステップ 2 削除するセカンダリを選択して [Delete]をクリックします。
セカンダリブートストラップコンフィギュレーションは同じであり、その設定を失うことなく以

後セカンダリを再追加できます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。
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標準出荷単位の変更

標準出荷単位を変更する最善の方法は、標準出荷単位でクラスタリングをディセーブルにし、

新しい標準出荷単位の選択を待った後、クラスタリングを再度イネーブルにする方法です。標

準出荷単位にするユニットを厳密に指定する必要がある場合は、この項の手順を使用します。

ただし、中央集中型機能の場合は、この手順を使用して標準出荷単位の変更を強制するとすべ

ての接続がドロップされるので、新しい標準出荷単位上で接続を再確立する必要があります。

注意

標準出荷単位を変更するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードの場合は、この手順をシステム実行スペースで実行します。まだシス

テムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device List]ペイン
で、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Monitoring]> [ASA Cluster] > [Cluster Summary]を選択します。

ステップ 2 [Change Master To]ドロップダウンリストから、標準出荷単位にするセカンダリユニットを選択
し、[Make Master]をクリックします。

ステップ 3 標準出荷単位の変更を確認するように求められます。[Yes]をクリックします。

ステップ 4 ASDMを終了し、メインクラスタ IPアドレスを使用して再接続します。

クラスタ全体でのコマンドの実行

コマンドをクラスタ内のすべてのメンバに、または特定のメンバに送信するには、次の手順を実

行します。showコマンドをすべてのメンバーに送信すると、すべての出力が収集されて現在のユ
ニットのコンソールに表示されます。（または、プライマリ装置で showコマンドを入力するとク
ラスタ全体の統計情報を表示できます。）その他のコマンド、たとえば captureや copyも、クラ
スタ全体での実行を活用できます。

はじめる前に

コマンドラインインターフェイスツールでこの手順を実行します。[Tools] > [Command Line
Interface]を選択します。

手順

コマンドをすべてのメンバに送信します。ユニット名を指定した場合は、特定のメンバに送信さ

れます。
cluster exec [unitunit_name] command
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例：

cluster exec show xlate

メンバー名を表示するには、cluster exec unit ?と入力すると現在のユニットを除くすべての名前
が表示されます。または show cluster infoコマンドを入力します。

例

同じキャプチャファイルをクラスタ内のすべてのユニットから同時に TFTPサーバにコピーする
には、プライマリ装置で次のコマンドを入力します。

cluster exec copy /pcap capture: tftp://10.1.1.56/capture1.pcap

複数のPCAPファイル（各ユニットから1つずつ）がTFTPサーバにコピーされます。宛先のキャ
プチャファイル名には自動的にユニット名が付加され、capture1_asa1.pcap、capture1_asa2.pcapな
どとなります。この例では、asa1および asa2がクラスタユニット名です。

次の cluster exec showmemoryコマンドの出力例では、クラスタの各メンバーのメモリ情報が表示
されています。

cluster exec show memory
unit-1-1(LOCAL):******************************************************
Free memory: 108724634538 bytes (92%)
Used memory: 9410087158 bytes ( 8%)
------------- ------------------
Total memory: 118111600640 bytes (100%)

unit-1-3:*************************************************************
Free memory: 108749922170 bytes (92%)
Used memory: 9371097334 bytes ( 8%)
------------- ------------------
Total memory: 118111600640 bytes (100%)

unit-1-2:*************************************************************
Free memory: 108426753537 bytes (92%)
Used memory: 9697869087 bytes ( 8%)
------------- ------------------
Total memory: 118111600640 bytes (100%)

FXOS シャーシでの ASA のクラスタのモニタリング
クラスタの状態と接続をモニタおよびトラブルシューティングできます。

クラスタステータスのモニタリング

クラスタの状態のモニタリングについては、次の画面を参照してください。

• [Monitoring] > [ASA Cluster] > [Cluster Summary]
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このペインには、接続相手のユニットとクラスタのその他のユニットの情報が表示されま

す。また、このペインでプライマリユニットを変更することができます。

• Cluster Dashboard

プライマリユニットのホームページの [Cluster Dashboard]と [Cluster Firewall Dashboard]を使
用してクラスタをモニタできます。

クラスタ全体のパケットのキャプチャ

クラスタでのパケットのキャプチャについては、次の画面を参照してください。

[Wizards] > [Packet Capture Wizard]

クラスタ全体のトラブルシューティングをサポートするには、プライマリユニット上でのクラス

タ固有トラフィックのキャプチャを無効にします。これで、クラスタ内のすべてのセカンデリユ

ニットでも自動的に有効になります。

クラスタリソースのモニタリング

クラスタリソースのモニタリングについては、次の画面を参照してください。

• [Monitoring] > [ASA Cluster] > [System Resources Graphs] > [CPU]

このペインでは、クラスタメンバ全体の CPU使用率を示すグラフまたはテーブルを作成す
ることができます。

• [Monitoring]> [ASA Cluster] > [System Resources Graphs] > [Memory]。

このペインでは、クラスタメンバ全体の [Free Memory]と [Used Memory]を表示するグラフ
またはテーブルを作成することができます。

クラスタトラフィックのモニタリング

クラスタトラフィックのモニタリングについては、次の画面を参照してください。

• [Monitoring]> [ASA Cluster] > [Traffic] > [Graphs] > [Connections]。

このペインでは、クラスタメンバ全体の接続を示すグラフまたはテーブルを作成することが

できます。

• [Monitoring]> [ASA Cluster] > [Traffic] > [Graphs] > [Throughput]。

このペインでは、クラスタメンバ全体のトラフィックのスループットを示すグラフまたは

テーブルを作成することができます。

クラスタ制御リンクのモニタリング

クラスタの状態のモニタリングについては、次の画面を参照してください。

[Monitoring]> [Properties] > [System Resources Graphs] > [Cluster Control Link]。
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このペインでは、クラスタ制御リンクの [Receival]および [Transmittal]容量使用率を表示するグラ
フまたはテーブルを作成することができます。

クラスタリングのロギングの設定

クラスタリングのロギングの設定については、次の画面を参照してください。

[Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup]

クラスタ内の各ユニットは、syslogメッセージを個別に生成します。すると、同一または異なる
デバイス ID付きで syslogメッセージを生成することができ、クラスタ内の同一または異なるユ
ニットからのメッセージのように見せることができます。

FXOS シャーシ上の ASA クラスタリングの履歴

機能情報プラッ

ト

フォー

ムリ

リース

機能名

FirePOWER 9300シャーシ内では、最大 3つセキュリティモジュールをクラスタ化
できます。シャーシ内のすべてのモジュールは、クラスタに属している必要があり

ます。

次の画面を導入しました。[Configuration] > [Device Management] > [High Availability
and Scalability] > [ASA Cluster Replication]

9.4
（1.150）

Firepower 9300用
シャーシ内 ASAクラ
スタリング
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第 III 部

インターフェイス
• 基本インターフェイスの設定, 415 ページ

• EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイス, 427 ページ

• VLAN Interfaces, 445 ページ

• VXLANインターフェイス, 451 ページ

• ルーテッドモードインターフェイスとトランスペアレントモードインターフェイス, 465
ページ

• インターフェイスの高度な設定, 485 ページ

• トラフィックゾーン, 493 ページ





第 12 章

基本インターフェイスの設定

この章では、イーサネット設定、ジャンボフレーム設定などの基本インターフェイス設定につ

いて説明します。

マルチコンテキストモードでは、この項のすべてのタスクをシステム実行スペースで実行し

てください。

（注）

ASAサービスモジュールインターフェイスについては、『ASAサービスモジュールクイッ
クスタートガイド』を参照してください。

FXOSシャーシの ASAの場合、FXOSシャーシスーパバイザの基本インターフェイス設定を
設定します。詳細については、お使いのシャーシの『クイックスタートガイド』を参照して

ください。

（注）

• 基本的なインターフェイス設定について, 416 ページ

• 基本インターフェイスの設定のライセンス, 419 ページ

• 基本インターフェイスの設定のガイドライン, 419 ページ

• 基本インターフェイスのデフォルト設定, 420 ページ

• 物理インターフェイスのイネーブル化およびイーサネットパラメータの設定, 421 ページ

• ジャンボフレームサポートの有効化, 423 ページ

• 基本インターフェイスの例, 424 ページ

• 基本インターフェイスの設定の履歴, 424 ページ
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基本的なインターフェイス設定について

この項では、インターフェイスの機能と特殊なインターフェイスについて説明します。

Auto-MDI/MDIX 機能
RJ-45インターフェイスでは、デフォルトの自動ネゴシエーション設定にAuto-MDI/MDIX機能も
含まれています。Auto-MDI/MDIXは、オートネゴシエーションフェーズでストレートケーブル
を検出すると、内部クロスオーバーを実行することでクロスケーブルによる接続を不要にしま

す。インターフェイスの Auto-MDI/MDIXをイネーブルにするには、速度とデュプレックスのい
ずれかをオートネゴシエーションに設定する必要があります。速度とデュプレックスの両方に明

示的に固定値を指定すると、両方の設定でオートネゴシエーションが無効にされ、Auto-MDI/MDIX
もディセーブルになります。ギガビットイーサネットの速度と二重通信をそれぞれ 1000と全二
重に設定すると、インターフェイスでは常にオートネゴシエーションが実行されるため、

Auto-MDI/MDIXは常にイネーブルになり、ディセーブルにできません。

管理インターフェイス

管理インターフェイスは、使用しているモデルに応じて、管理トラフィック専用の個別インター

フェイスとなります。

管理インターフェイスの概要

次のインターフェイスに接続して ASAを管理できます。

•任意の通過トラフィックインターフェイス

•専用の管理スロット/ポートインターフェイス（使用しているモデルで使用できる場合）

管理アクセス,（821ページ）の説明に従って、管理アクセスへのインターフェイスを設定する必
要がある場合があります。

管理スロット/ポートインターフェイス

次の表に、モデルごとの管理インターフェイスを示します。

表 20：モデルごとの管理インターフェイス

サブインター

フェイスを使

用可能

通過トラ

フィックに対

して設定可能Management 1/1Management 1/0Management 0/1Management 0/0モデル

いいえいいえYesいいえいいえいいえASA 5506-X

いいえいいえYesいいえいいえいいえASA 5508-X
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サブインター

フェイスを使

用可能

通過トラ

フィックに対

して設定可能Management 1/1Management 1/0Management 0/1Management 0/0モデル

いいえいいえいいえいいえいいえYesASA 5512-X

いいえいいえいいえいいえいいえYesASA 5515-X

いいえいいえYesいいえいいえNoASA 5516-X

いいえいいえいいえいいえいいえYesASA 5525-X

いいえいいえいいえいいえいいえYesASA 5545-X

NoNoNoNoいいえYesASA 5555-X

YesYesYesYes

SSPをスロット
1に設置した場
合は、
Management 1/0
および 1/1では
スロット 1の
SSPへの管理ア
クセスのみが提

供されます。

YesYesASA 5585-X

該当なし該当なしいいえNoNoNoFXOSシャー
シ上の ASA

いいえいいえYesいいえNoNoISA 3000

該当なし該当なしいいえNoNoNoASASM

NoいいえNoNoいいえYesASAv

モジュールをインストールした場合は、モジュール管理インターフェイスでは、モジュールの

管理アクセスのみが提供されます。ソフトウェアモジュールを搭載したモデルでは、ソフト

ウェアモジュールによって ASAと同じ物理管理インターフェイスが使用されます。

（注）
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管理専用トラフィックに対する任意のインターフェイスの使用

任意のインターフェイスを、管理トラフィック用として設定することによって管理専用インター

フェイスとして使用できます。これには、EtherChannelインターフェイスも含まれます。

トランスペアレントモードの管理インターフェイス

トランスペアレントファイアウォールモードでは、許可される最大通過トラフィックインター

フェイスに加えて、管理インターフェイス（物理インターフェイス、サブインターフェイス（使

用しているモデルでサポートされている場合）、管理インターフェイスからなる EtherChannelイ
ンターフェイス（複数の管理インターフェイスがある場合）のいずれか）を個別の管理インター

フェイスとして使用できます。他のインターフェイスタイプは管理インターフェイスとして使用

できません。

マルチコンテキストモードでは、どのインターフェイスも（これには管理インターフェイスも含

まれます）、コンテキスト間で共有させることはできません。コンテキスト単位で管理を行うに

は、管理インターフェイスのサブインターフェイスを作成し、管理サブインターフェイスを各コ

ンテキストに割り当てます。ASA5555-X以前では、管理インターフェイスのサブインターフェイ
スは許可されないので、コンテキスト単位で管理を行うには、データインターフェイスに接続す

る必要があります。

管理インターフェイスは、通常のブリッジグループの一部ではありません。動作上の目的から、

設定できないブリッジグループの一部です。

トランスペアレントファイアウォールモードでは、管理インターフェイスによってデータイ

ンターフェイスと同じ方法でMACアドレステーブルがアップデートされます。したがって、
いずれかのスイッチポートをルーテッドポートとして設定しない限り、管理インターフェイ

スおよびデータインターフェイスを同じスイッチに接続しないでください（デフォルトでは、

Catalystスイッチがすべての VLANスイッチポートのMACアドレスを共有します）。そうし
ないと、物理的に接続されたスイッチから管理インターフェイスにトラフィックが到着する

と、ASAによって、データインターフェイスではなく、管理インターフェイスを使用してス
イッチにアクセスするようにMACアドレステーブルがアップデートされます。この処理が原
因で、一時的にトラフィックが中断します。セキュリティ上の理由から、少なくとも 30秒間
は、スイッチからデータインターフェイスへのパケットのためにMACアドレステーブルが
ASAによって再アップデートされることはありません。

（注）

冗長管理インターフェイスの非サポート

冗長インターフェイスは、Management slot/portインターフェイスをメンバとしてサポートしませ
ん。しかし、管理以外のインターフェイスで構成される冗長インターフェイスを、管理専用とし

て設定することができます。
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ASA 5585-X を除くすべてのモデルの管理インターフェイスの特徴

管理インターフェイスには次の特性があります。

•通過トラフィックはサポートされません。

•サブインターフェイスはサポートされません

•プライオリティキューはサポートされません

•マルチキャストMACはサポートされません

•ソフトウェアモジュールは、管理インターフェイスを共有します。ASAとモジュールに対
して、別のMACアドレスと IPアドレスがサポートされます。モジュールのオペレーティン
グシステムでモジュールの IPアドレスのコンフィギュレーションを実行する必要がありま
す。ただし、物理特性（インターフェイスの有効化など）は、ASA上で設定されます。

基本インターフェイスの設定のライセンス

ライセンス要件モデル

SSP-10および SSP-20のインターフェイス速度：

•基本ライセンス：ファイバインターフェイスの場合 1ギガビットイーサネット

• 10 GE I/Oライセンス（Security Plus）：ファイバインターフェイスの場合 10ギガビット
イーサネット

•（SSP-40およびSSP-60は10ギガビットイーサネットをデフォルトでサポートします）。

ASA 5585-X

基本インターフェイスの設定のガイドライン

トランスペアレントファイアウォールモード

マルチコンテキストのトランスペアレントモードでは、各コンテキストが別個のインターフェイ

スを使用する必要があります。コンテキスト間でインターフェイスを共有することはできません。

フェールオーバー

データインターフェイスと、フェールオーバーまたはステートのインターフェイスを共有するこ

とはできません。
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その他のガイドライン

一部の管理関連のサービスは、管理対象外のインターフェイスが有効になり、ASAが「システム
レディ」状態になるまで使用できません。ASAが「SystemReady」状態になると、次の syslogメッ
セージを生成します。

%ASA-6-199002: Startup completed. Beginning operation.

基本インターフェイスのデフォルト設定

この項では、工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションが設定されていない場合のイン

ターフェイスのデフォルト設定を示します。

インターフェイスのデフォルトの状態

インターフェイスのデフォルトの状態は、そのタイプおよびコンテキストモードによって異なり

ます。

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペース内でのインターフェイスの状態にかかわ

らず、すべての割り当て済みのインターフェイスがデフォルトでイネーブルになっています。た

だし、トラフィックがインターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスもシステム

実行スペース内でイネーブルになっている必要があります。インターフェイスをシステム実行ス

ペースでシャットダウンすると、そのインターフェイスは、それを共有しているすべてのコンテ

キストでダウンします。

シングルモードまたはシステム実行スペースでは、インターフェイスのデフォルトの状態は次の

とおりです。

•物理インターフェイス：ディセーブル。

•冗長インターフェイス：イネーブル。ただし、トラフィックが冗長インターフェイスを通過
するためには、メンバ物理インターフェイスもイネーブルになっている必要があります。

• VLANサブインターフェイス：イネーブル。ただし、トラフィックがサブインターフェイス
を通過するためには、物理インターフェイスもイネーブルになっている必要があります。

• VXLAN VNIインターフェイス：イネーブル。

• EtherChannelポートチャネルインターフェイス：イネーブル。ただし、トラフィックが
EtherChannelを通過するためには、チャネルグループ物理インターフェイスもイネーブルに
なっている必要があります。

デフォルトの速度および二重通信

•デフォルトでは、銅線（RJ-45）インターフェイスの速度とデュプレックスは、オートネゴシ
エーションに設定されます。

• 5585-Xのファイバインターフェイスでは、自動リンクネゴシエーションの速度が設定され
ます。
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デフォルトのコネクタタイプ

2つのコネクタタイプ（copper RJ-45と fiber SFP）を持つモデルもあります。RJ-45がデフォルト
です。ASAにファイバ SFPコネクタを使用するように設定できます。

デフォルトの MAC アドレス

デフォルトでは、物理インターフェイスはバーンドインMACアドレスを使用し、物理インター
フェイスのすべてのサブインターフェイスは同じバーンドインMACアドレスを使用します。

物理インターフェイスのイネーブル化およびイーサネットパラメータ

の設定

ここでは、次の方法について説明します。

•物理インターフェイスをイネーブルにする。

•特定の速度と二重通信（使用できる場合）を設定する。

•フロー制御のポーズフレームをイネーブルにする。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで次の手順を実行します。まだシステム

コンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Configuration] > [Device List]ペインで、ア
クティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペイ
ンを選択します。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[Interfaces]ペインを選択します。

デフォルトでは、すべての物理インターフェイスが一覧表示されます。

ステップ 2 設定する物理インターフェイスをクリックし、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

シングルモードでは、この手順では [Edit Interface]ダイアログボックスでのパラメータ
のサブセットのみを対象としています。マルチコンテキストモードでは、インターフェ

イスの設定を完了する前に、コンテキストにインターフェイスを割り当てる必要があり

ます。

（注）

ステップ 3 インターフェイスをイネーブルにするには、[Enable Interface]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 説明を追加するには、[Description]フィールドにテキストを入力します。
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説明は 240文字以内で入力できます。改行を入れずに 1行で入力します。フェールオーバーまた
はステートリンクの場合、説明は「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、また
は「LAN/STATE Failover Interface」などに固定されます。この説明は編集できません。このイン
ターフェイスをフェールオーバーまたはステートリンクにした場合、ここで入力したすべての説

明が、この固定の説明で上書きされます。

ステップ 5 （任意）メディアタイプ、二重通信、速度を設定し、フロー制御のポーズフレームをイネーブル

にするには、[Configure Hardware Properties]をクリックします。
a) インターフェイスタイプに応じて、[MediaType]ドロップダウンリストから [RJ-45]または [SFP]
のいずれかを選択できます。

RJ-45がデフォルトです。

b) RJ-45インターフェイスにデュプレックスを設定するには、[Duplex]ドロップダウンリストから
インターフェイスタイプに応じて [Full]、[Half]、または [Auto]を選択します。

EtherChannelインターフェイスのデュプレックスの設定は [Full]または [Auto]である
必要があります。

（注）

c) 速度を設定するには、[Speed]ドロップダウンリストから値を選択します。
使用できる速度は、インターフェイスタイプによって異なります。SFPインターフェイスで
は、速度を [Negotiate]または [Nonegotiate]に設定できます。[Negotiate]（デフォルト）ではリン
クネゴシエーションをイネーブルにして、フロー制御パラメータとリモート障害情報を交換し

ます。[Nonegotiate]では、リンクパラメータのネゴシエーションを行いません。RJ-45インター
フェイスでは、デフォルトの自動ネゴシエーション設定に Auto-MDI/MDIX機能も含まれてい
ます。

d) 1ギガビットイーサネットインターフェイスおよび 10ギガビットイーサネットインターフェ
イスでフロー制御のポーズ（XOFF）フレームをイネーブルにするには、[Enable Pause Frame]
チェックボックスをオンにします。

トラフィックバーストが発生している場合、バーストがNICの FIFOバッファまたは受信リン
グバッファのバッファリング容量を超えると、パケットがドロップされる可能性があります。

フロー制御用のポーズフレームをイネーブルにすると、このような問題の発生を抑制できま

す。ポーズ（XOFF）および XONフレームは、FIFOバッファ使用量に基づいて、NICハード
ウェアによって自動的に生成されます。バッファ使用量が高ウォーターマークを超えると、

ポーズフレームが送信されます。デフォルトの high_water値は 128 KB（10ギガビットイーサ
ネット）および 24 KB（1ギガビットイーサネット）です。0～ 511（10ギガビットイーサ
ネット）または 0～ 47 KB（1ギガビットイーサネット）に設定できます。ポーズの送信後、
バッファ使用量が低ウォーターマークよりも下回ると、XONフレームを送信できます。デフォ
ルトでは、low_water値は 64 KB（10ギガビットイーサネット）および 16 KB（1ギガビット
イーサネット）です。0～ 511（10ギガビットイーサネット）または 0～ 47 KB（1ギガビッ
トイーサネット）に設定できます。リンクパートナーは、XONを受信した後、または XOFF
の期限が切れた後、トラフィックを再開できます。XOFFの期限は、ポーズフレーム内のタイ
マー値によって制御されます。デフォルトの pause_time値は 26624です。この値を 0～ 65535
に設定できます。バッファの使用量が継続的に高基準値を超えている場合は、ポーズリフレッ

シュのしきい値に指定された間隔でポーズフレームが繰り返し送信されます。

[LowWatermark]、[HighWatermark]、[Pause Time]のデフォルト値を変更するには、[UseDefault
Values]チェックボックスをオフにします。
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802.3xに定義されているフロー制御フレームのみがサポートされています。プライ
オリティベースのフロー制御はサポートされていません。

（注）

e) [OK]をクリックして [Hardware Properties]の変更を受け入れます。

ステップ 6 [OK]をクリックして [Interface]の変更を受け入れます。

ジャンボフレームサポートの有効化

ジャンボフレームとは、標準的な最大値 1518バイト（レイヤ 2ヘッダーおよび VLANヘッダー
を含む）より大きく、9216バイトまでのイーサネットパケットのことです。イーサネットフレー
ムを処理するためのメモリ容量を増やすことにより、すべてのインターフェイスに対してジャン

ボフレームのサポートをイネーブルにできます。ジャンボフレームに割り当てるメモリを増やす

と、他の機能（ACLなど）の最大使用量が制限される場合があります。ASAMTUはレイヤ2（14
バイト）および VLANヘッダー（4バイト）を含まずにペイロードサイズを設定するので、モデ
ルによってはMTU最大値が 9198になることに注意してください。

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースでこのオプションを設定します。

•この設定を変更した場合は、ASAのリロードが必要です。

•ジャンボフレームを送信する必要があるインターフェイスごとにMTUをデフォルト値 1500
よりも大きい値必ず設定してください。たとえば 9198に設定します。マルチコンテキスト
モードでは、各コンテキスト内でMTUを設定します。

• TCP MSSを必ず設定してください。非 IPsecトラフィックについてはこれをディセーブルに
します。またはMTUに応じて増やします。

手順

コンテキストモードによって次のように異なります。

•マルチモード：ジャンボフレームサポートをイネーブルにするには、[Configuration]> [Context
Management] > [Interfaces]を選択し、[Enable jumbo frame support]チェックボックスをオンに
します。

•シングルモード：1500バイトを超えるMTUを設定すると、ジャンボフレームが自動的にイ
ネーブルになります。この設定を手動でイネーブルまたはディセーブルにするには、

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]を選択し、[Enable jumbo frame
support]チェックボックスをオンにします。
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基本インターフェイスの例

次の設定例を参照してください。

物理インターフェイスパラメータの例

次に、シングルモードで物理インターフェイスのパラメータを設定する例を示します。

interface gigabitethernet 0/1
speed 1000
duplex full
no shutdown

マルチコンテキストモードの例

次に、システム設定用にマルチコンテキストモードでインターフェイスパラメータを設定し、

GigabitEthernet 0/1.1サブインターフェイスをコンテキスト Aに割り当てる例を示します。

interface gigabitethernet 0/1
speed 1000
duplex full
no shutdown
interface gigabitethernet 0/1.1
vlan 101
context contextA
allocate-interface gigabitethernet 0/1.1

基本インターフェイスの設定の履歴

表 21：インターフェイスの履歴

機能情報リリース機能名

ASA 5510上の基本ライセンスについて、最大インター
フェイス数が3プラス管理インターフェイスから無制限
のインターフェイスに増加しました。

7.2(2)ASA 5510上の基本ライセンスに対する増加
したインターフェイス

ASA5510は、GE（ギガビットイーサネット）をSecurity
Plusライセンスのあるポート 0および 1でサポートする
ようになりました。ライセンスをBaseから Security Plus
にアップグレードした場合、外部 Ethernet 0/0および
Ethernet 0/1ポートの容量は、元の FE（ファストイーサ
ネット）の 100 Mbpsから GEの 1000 Mbpsに増加しま
す。インターフェイス名は Ethernet 0/0および Ethernet
0/1のままです。

7.2(3)ASA 5510 Security Plusライセンスに対するギ
ガビットイーサネットサポート
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機能情報リリース機能名

Cisco ASA 5580はジャンボフレームをサポートしてい
ます。ジャンボフレームとは、標準的な最大値 1518バ
イト（レイヤ 2ヘッダーおよび FCSを含む）より大き
く、9216バイトまでのイーサネットパケットのことで
す。イーサネットフレームを処理するためのメモリ容

量を増やすことにより、すべてのインターフェイスに対

してジャンボフレームのサポートをイネーブルにでき

ます。ジャンボフレームに割り当てるメモリを増やす

と、他の機能（ACLなど）の最大使用量が制限される場
合があります。

この機能は、ASA 5585-Xでもサポートされます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] > [Add/Edit
Interface] > [Advanced]。

8.1(1)ASA 5580に対するジャンボパケットサポー
ト

フロー制御のポーズ（XOFF）フレームをイネーブルに
できるようになりました。

この機能は、ASA 5585-Xでもサポートされます。

次の画面が変更されました。[(SingleMode)Configuration]
> [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] >
[Add/Edit Interface] > [General (Multiple Mode, System)]

[Configuration] > [Interfaces] > [Add/Edit Interface]

8.2(2)ASA 5580 10ギガビットイーサネットイン
ターフェイスでのフロー制御のポーズフレー

ムのサポート

すべてのモデルでギガビットインターフェイスのフロー

制御のポーズ（XOFF）フレームをイネーブルにできる
ようになりました。

次の画面が変更されました。[(SingleMode)Configuration]
> [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] >
[Add/Edit Interface] > [General (Multiple Mode, System)]

[Configuration] > [Interfaces] > [Add/Edit Interface]

8.2(5)/8.4(2)ギガビットイーサネットインターフェイス

でのフロー制御のポーズフレームのサポート
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第 13 章

EtherChannel インターフェイスと冗長イン
ターフェイス

この章では、EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイスを設定する方法について説
明します。

マルチコンテキストモードでは、この項のすべてのタスクをシステム実行スペースで実行し

てください。

特殊な必須要件を保有するASAクラスタインターフェイスについては、ASAクラスタ, （299
ページ）を参照してください。

（注）

FirePOWER 9300 ASAセキュリティモジュールの場合、EtherChannelインターフェイスは
FirePOWER 9300スーパバイザ上で設定されます。冗長インターフェイスはサポートされてい
ません。『FirePOWER 9300設定ガイド』を参照してください。

（注）

• EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイスについて, 428 ページ

• EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイのガイドライン, 431 ページ

• EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイのデフォルト設定, 434 ページ

• 冗長インターフェイスの設定, 434 ページ

• EtherChannelの設定, 437 ページ

• EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイスの例, 441 ページ

• EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイスの履歴, 442 ページ
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EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスについて
この項では、EtherChannelインターフェイスと冗長インターフェイスについて説明します。

冗長インターフェイス

論理冗長インターフェイスは、物理インターフェイスのペア（アクティブインターフェイスとス

タンバイインターフェイス）で構成されます。アクティブインターフェイスで障害が発生する

と、スタンバイインターフェイスがアクティブになって、トラフィックを通過させ始めます。冗

長インターフェイスを設定してASAの信頼性を高めることができます。この機能は、デバイスレ
ベルのフェールオーバーとは別個のものですが、必要な場合はデバイスレベルのフェールオーバー

とともに冗長インターフェイスも設定できます。

最大 8個の冗長インターフェイスペアを設定できます。

冗長インターフェイスの MAC アドレス

冗長インターフェイスでは、追加した最初の物理インターフェイスのMACアドレスを使用しま
す。コンフィギュレーションでメンバーインターフェイスの順序を変更すると、MACアドレス
は、リストの最初になったインターフェイスのMACアドレスと一致するように変更されます。
または、冗長インターフェイスに手動でMACアドレスを割り当てることができます。これはメ
ンバーインターフェイスのMACアドレスに関係なく使用されます。アクティブインターフェイ
スがスタンバイインターフェイスにフェールオーバーすると、トラフィックが中断しないように

同じMACアドレスが維持されます。

関連トピック

MACアドレス、MTU、TCP MSSの設定, （490ページ）
マルチコンテキストの設定, （229ページ）

EtherChannel
802.3ad EtherChannelは、単一のネットワークの帯域幅を増やすことができるように、個別のイー
サネットリンク（チャネルグループ）のバンドルで構成される論理インターフェイスです（ポー

トチャネルインターフェイスと呼びます）。ポートチャネルインターフェイスは、インターフェ

イス関連の機能を設定するときに、物理インターフェイスと同じように使用します。

最大 48個の EtherChannelを設定できます。

チャネルグループのインターフェイス

各チャネルグループは、最大 16個のアクティブインターフェイスを設定できます。8個のアク
ティブインターフェイスだけをサポートするスイッチの場合、1つのチャネルグループに最大 16
個のインターフェイスを割り当てることができます。インターフェイスは 8個のみアクティブに
できるため、残りのインターフェイスは、インターフェイスの障害が発生した場合のスタンバイ

リンクとして動作できます。16個のアクティブインターフェイスの場合、スイッチがこの機能を
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サポートしている必要があります（たとえば、CiscoNexus 7000とF2シリーズ 10ギガビットイー
サネットモジュール）。

チャネルグループのすべてのインターフェイスは、同じタイプと速度である必要があります。

チャネルグループに追加された最初のインターフェイスによって、正しいタイプと速度が決まり

ます。RJ-45またはSFPコネクタのいずれも設定できるインターフェイスでは、同一のEtherChannel
に RJ-45、SFP両方のインターフェイスを含めることができます。

EtherChannelによって、チャネル内の使用可能なすべてのアクティブインターフェイスのトラ
フィックが集約されます。インターフェイスは、送信元または宛先MACアドレス、IPアドレス、
TCPおよび UDPポート番号、および VLAN番号に基づいて、専用のハッシュアルゴリズムを使
用して選択されます。

別のデバイスの EtherChannel への接続

ASA EtherChannelの接続先のデバイスも 802.3ad EtherChannelをサポートしている必要がありま
す。たとえば、Catalyst 6500スイッチまたは Cisco Nexus 7000に接続できます。

スイッチが仮想スイッチングシステム（VSS）または仮想ポートチャネル（vPC）の一部である
場合、同じ EtherChannel内の ASAインターフェイスを VSS/vPC内の個別のスイッチに接続でき
ます。スイッチインターフェイスは同じEtherChannelポートチャネルインターフェイスのメンバ
です。複数の個別のスイッチが単一のスイッチのように動作するからです。

図 45：VSS/vPC への接続

ASAをアクティブ/スタンバイフェールオーバー配置で使用する場合、ASAごとに1つ、VSS/vPC
内のスイッチで個別の EtherChannelを作成する必要があります。各 ASAで、1つの EtherChannel
が両方のスイッチに接続します。すべてのスイッチインターフェイスを両方の ASAに接続する
単一の EtherChannelにグループ化できる場合でも（この場合、個別の ASAシステム IDのため、
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EtherChannelは確立されません）、単一の EtherChannelは望ましくありません。これは、トラ
フィックをスタンバイ ASAに送信しないようにするためです。

図 46：アクティブ/スタンバイフェールオーバーと VSS/vPC

Link Aggregation Control Protocol

リンク集約制御プロトコル（LACP）では、2つのネットワークデバイス間でリンク集約制御プロ
トコルデータユニット（LACPDU）を交換することによって、インターフェイスが集約されま
す。

EtherChannel内の各物理インターフェイスを次のように設定できます。

•アクティブ：LACPアップデートを送信および受信します。アクティブ EtherChannelは、ア
クティブまたはパッシブ EtherChannelと接続を確立できます。LACPトラフィックを最小に
する必要がある場合以外は、アクティブモードを使用する必要があります。

•パッシブ：LACPアップデートを受信します。パッシブ EtherChannelは、アクティブ
EtherChannelのみと接続を確立できます。

•オン：EtherChannelは常にオンであり、LACPは使用されません。「オン」の EtherChannel
は、別の「オン」の EtherChannelのみと接続を確立できます。

LACPでは、ユーザが介入しなくても、EtherChannelへのリンクの自動追加および削除が調整され
ます。また、コンフィギュレーションの誤りが処理され、メンバインターフェイスの両端が正し

いチャネルグループに接続されていることがチェックされます。「オン」モードではインター

フェイスがダウンしたときにチャネルグループ内のスタンバイインターフェイスを使用できず、

接続とコンフィギュレーションはチェックされません。

ロードバランシング

ASAは、パケットの送信元および宛先 IPアドレスをハッシュすることによって、パケットを
EtherChannel内のインターフェイスに分散します（この基準は設定可能です）。生成されたハッ
シュ値をアクティブなリンクの数で割り、そのモジュロ演算で求められた余りの値によってフロー

の割り当て先のインターフェイスが決まります。hash_valuemod active_linksの結果が 0となるす
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べてのパケットは、EtherChannel内の最初のインターフェイスへ送信され、以降は結果が 1とな
るものは 2番目のインターフェイスへ、結果が 2となるものは 3番目のインターフェイスへ、と
いうように送信されます。たとえば、15個のアクティブリンクがある場合、モジュロ演算では 0
～ 14の値が得られます。6個のアクティブリンクの場合、値は 0～ 5となり、以降も同様になり
ます。

クラスタリングのスパンドEtherChannelの場合、ロードバランシングはASA単位で行われます。
たとえば、8台の ASAにわたるスパンド EtherChannel内に 32個のアクティブインターフェイス
があり、EtherChannel内の 1台のASAあたり 4個のインターフェイスがある場合、ロードバラン
シングは 1台の ASAの 4個のインターフェイス間でのみ行われます。

アクティブインターフェイスがダウンし、スタンバイインターフェイスに置き換えられない場

合、トラフィックは残りのリンク間で再バランスされます。失敗はレイヤ 2のスパニングツリー
とレイヤ 3のルーティングテーブルの両方からマスクされるため、他のネットワークデバイスへ
のスイッチオーバーはトランスペアレントです。

関連トピック

EtherChannelのカスタマイズ, （439ページ）

EtherChannel MAC アドレス

1つのチャネルグループに含まれるすべてのインターフェイスは、同じMACアドレスを共有し
ます。この機能によって、EtherChannelはネットワークアプリケーションとユーザに対してトラ
ンスペアレントになります。ネットワークアプリケーションやユーザから見えるのは 1つの論理
接続のみであり、個々のリンクのことは認識しないからです。

ポートチャネルインターフェイスは、最も小さいチャネルグループインターフェイスのMAC
アドレスをポートチャネルMACアドレスとして使用します。または、ポートチャネルインター
フェイスのMACアドレスを手動で設定することもできます。マルチコンテキストモードでは、
EtherChannelポートインターフェイスを含め、一意のMACアドレスをインターフェイスに自動
的に割り当てることができます。グループチャネルインターフェイスのメンバーシップを変更す

る場合は、固有のMACアドレスを手動で設定するか、またはマルチコンテキストモードで自動
的に設定することを推奨します。ポートチャネルMACアドレスを提供していたインターフェイ
スを削除すると、そのポートチャネルのMACアドレスは次に番号が小さいインターフェイスに
変わるため、トラフィックが分断されます。

EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイのガイドライン

フェールオーバー

•冗長インターフェイスまたは EtherChannelインターフェイスをフェールオーバーリンクと
して使用する場合、フェールオーバーペアの両方の装置内でそのための事前設定を行う必

要があります。プライマリ装置で設定し、その設定がセカンダリ装置に複製されると期待す

ることはできません。これは、フェールオーバーリンク自体が複製に必要であるためです。
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•冗長インターフェイスまたはEtherChannelインターフェイスをステートリンクに対して使用
する場合、特別なコンフィギュレーションは必要ありません。コンフィギュレーションは通

常どおりプライマリ装置から複製されます。

•冗長インターフェイスまたはEtherChannelインターフェイスをモニタすると、フェールオー
バー。アクティブなメンバーインターフェイスがスタンバイインターフェイスにフェール

オーバーした場合、デバイスレベルのフェールオーバーをモニタ中、このアクティビティが

冗長インターフェイスまたは EtherChannelインターフェイスの障害発生の原因のように見え
ません。すべての物理インターフェイスで障害が発生した場合にのみ、冗長インターフェイ

スまたはEtherChannelインターフェイスで障害が発生しているように見えます（EtherChannel
インターフェイスでは、障害の発生が許容されるメンバインターフェイスの数を設定できま

す）。

• EtherChannelインターフェイスをフェールオーバーまたはステートリンクに使用する場合、
out-of-orderパケット（順番の乱れたパケット）を防ぐために、EtherChannelのインターフェ
イスを 1つだけ使用します。そのインターフェイスで障害が発生した場合は、EtherChannel
内の次のリンクが使用されます。フェールオーバーリンクとして使用中の EtherChannelの
設定は変更できません。設定を変更するには、変更時に EtherChannelをシャットダウンする
か、一時的にフェールオーバーを無効化する必要があります。どちらの操作でも、その間は

フェールオーバーは発生しません。

サポートモデル

• EtherChannelsは、ASAアプライアンスでのみサポートされています。ASAvまたは ASASM
ではサポートされません。

• Firepower 9300については、モジュールOSではなく、FirepowerChassisManagerでEtherChannel
を設定します。

• Firepower 9300および ASASMでは、冗長インターフェイスはサポートされません。

クラスタ

•スパンドEtherChannelまたは個別クラスタインターフェイスを設定するには、クラスタリン
グの章を参照してください。

冗長インターフェイス

•最大 8個の冗長インターフェイスペアを設定できます。

•すべての ASAコンフィギュレーションは、メンバー物理インターフェイスではなく論理冗
長インターフェイスを参照します。

• EtherChannelの一部として冗長インターフェイスを使用することはできません。また、冗長
インターフェイスの一部として EtherChannelを使用することはできません。冗長インター
フェイスと EtherChannelインターフェイスでは同じ物理インターフェイスを使用できませ
ん。ただし、冗長インターフェイスと EtherChannelインターフェイスが同じ物理インター
フェイスを使用しない場合は、両方のタイプを ASAで設定できます。
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•アクティブインターフェイスをシャットダウンすると、スタンバイインターフェイスがア
クティブになります。

•冗長インターフェイスは、管理slot/portインターフェイスをメンバーとしてサポートしませ
ん。ただし、管理以外のインターフェイスで構成される冗長インターフェイスを、管理専用

として設定することができます。

EtherChannel

• EtherChannelsは、ASAアプライアンスでのみサポートされています。ASAvまたは ASASM
ではサポートされません。

•最大 48個の EtherChannelを設定できます。

•各チャネルグループは、最大 16個のアクティブインターフェイスを設定できます。8個の
アクティブインターフェイスだけをサポートするスイッチの場合、1つのチャネルグループ
に最大 16個のインターフェイスを割り当てることができます。インターフェイスは 8個の
みアクティブにできるため、残りのインターフェイスは、インターフェイスの障害が発生し

た場合のスタンバイリンクとして動作できます。

•チャネルグループのすべてのインターフェイスは、同じタイプと速度である必要がありま
す。チャネルグループに追加された最初のインターフェイスによって、正しいタイプと速度

が決まります。RJ-45または SFPコネクタを使用するように設定できるインターフェイスに
ついては、同じ EtherChannel内に、RJ-45および SFPの両方のインターフェイスを含めるこ
とができます。

• ASAEtherChannelの接続先のデバイスも 802.3adEtherChannelをサポートしている必要があり
ます。たとえば、Catalyst 6500スイッチまたは Cisco Nexus 7000スイッチに接続できます。

• ASAは、VLANタグ付きの LACPDUをサポートしません。Cisco IOS vlan dot1Q tag native
コマンドを使用して、隣接するスイッチでネイティブVLANタギングを有効化すると、ASA
はタグ付きの LACPDUをドロップします。隣接スイッチのネイティブ VLANタギングは、
必ずディセーブルにしてください。マルチコンテキストモードでは、これらのメッセージ

はパケットキャプチャに含まれていないため、問題を効率的に診断できません。

• 15.1(1)S2以前の Catalyst 3750-X Cisco IOSソフトウェアバージョンでは、ASAは、スイッチ
スタックに EtherChannelを接続することをサポートしていませんでした。デフォルトのス
イッチ設定では、ASA EtherChannelがクロススタックに接続されている場合、マスタース
イッチの電源がオフになると、残りのスイッチに接続されている EtherChannelは起動しませ
ん。互換性を高めるため、stack-mac persistent timerコマンドを設定して、十分なリロード
時間を確保できる大きな値、たとえば8分、0（無制限）などを設定します。または、15.1(1)S2
など、より安定したスイッチソフトウェアバージョンにアップグレードできます。

•すべての ASAコンフィギュレーションは、メンバー物理インターフェイスではなく論理
EtherChannelインターフェイスを参照します。

• EtherChannelの一部として冗長インターフェイスを使用することはできません。また、冗長
インターフェイスの一部として EtherChannelを使用することはできません。冗長インター
フェイスと EtherChannelインターフェイスでは同じ物理インターフェイスを使用できませ
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ん。ただし、冗長インターフェイスと EtherChannelインターフェイスが同じ物理インター
フェイスを使用しない場合は、両方のタイプを ASAで設定できます。

EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイのデフォルト設
定

この項では、工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションが設定されていない場合のイン

ターフェイスのデフォルト設定を示します。

インターフェイスのデフォルトの状態

インターフェイスのデフォルトの状態は、そのタイプおよびコンテキストモードによって異なり

ます。

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペース内でのインターフェイスの状態にかかわ

らず、すべての割り当て済みのインターフェイスがデフォルトでイネーブルになっています。た

だし、トラフィックがインターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスもシステム

実行スペース内でイネーブルになっている必要があります。インターフェイスをシステム実行ス

ペースでシャットダウンすると、そのインターフェイスは、それを共有しているすべてのコンテ

キストでダウンします。

シングルモードまたはシステム実行スペースでは、インターフェイスのデフォルトの状態は次の

とおりです。

•物理インターフェイス：ディセーブル。

•冗長インターフェイス：イネーブル。ただし、トラフィックが冗長インターフェイスを通過
するためには、メンバ物理インターフェイスもイネーブルになっている必要があります。

• EtherChannelポートチャネルインターフェイス：イネーブル。ただし、トラフィックが
EtherChannelを通過するためには、チャネルグループ物理インターフェイスもイネーブルに
なっている必要があります。

冗長インターフェイスの設定

論理冗長インターフェイスは、物理インターフェイスのペア（アクティブインターフェイスとス

タンバイインターフェイス）で構成されます。アクティブインターフェイスで障害が発生する

と、スタンバイインターフェイスがアクティブになって、トラフィックを通過させ始めます。冗

長インターフェイスを設定してASAの信頼性を高めることができます。この機能は、デバイスレ
ベルのフェールオーバーとは別個のものですが、必要な場合はフェールオーバーとともに冗長イ

ンターフェイスも設定できます。

この項では、冗長インターフェイスを設定する方法について説明します。
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冗長インターフェイスの設定

この項では、冗長インターフェイスを作成する方法について説明します。デフォルトでは、冗長

インターフェイスはイネーブルになっています。

はじめる前に

•最大 8個の冗長インターフェイスペアを設定できます。

•冗長インターフェイス遅延値は設定可能ですが、デフォルトでは、ASAはそのメンバーイ
ンターフェイスの物理タイプに基づくデフォルトの遅延値を継承します。

•両方のメンバインターフェイスが同じ物理タイプである必要があります。たとえば、両方と
もギガビットイーサネットにする必要があります。

•名前が設定されている場合は、物理インターフェイスを冗長インターフェイスに追加できま
せん。最初に、名前を削除する必要があります。

•マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで次の手順を実行します。。

コンフィギュレーション内で物理インターフェイスをすでに使用している場合、名前を削除す

ると、このインターフェイスを参照しているすべてのコンフィギュレーションが消去されま

す。

注意

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペイ
ンを選択します。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[Interfaces]ペインを選択します。

ステップ 2 [Add] > [Redundant Interface]の順に選択します。
[Add Redundant Interface]ダイアログボックスが表示されます。

シングルモードでは、この手順では [Edit Redundant Interface]ダイアログボックスでの
パラメータのサブセットのみを対象としています。マルチコンテキストモードでは、

インターフェイスの設定を完了する前に、コンテキストにインターフェイスを割り当て

る必要があります。マルチコンテキストの設定, （229ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 3 [Redundant ID]フィールドで、1～ 8の整数を入力します。

ステップ 4 [Primary Interface]ドロップダウンリストから、プライマリにする物理インターフェイスを選択しま
す。
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サブインターフェイスを持たず、まだコンテキストに割り当てられていないインターフェイスを

必ず選択してください。冗長インターフェイスは、Management slot/portインターフェイスをメン
バとしてサポートしません。

ステップ 5 [Secondary Interface]ドロップダウンリストから、セカンダリにする物理インターフェイスを選択
します。

ステップ 6 インターフェイスがまだ有効化されていない場合は、[Enable Interface]チェックボックスをオンに
します。

インターフェイスはデフォルトでイネーブルになっています。

ステップ 7 説明を追加するには、[Description]フィールドにテキストを入力します。
説明は 240文字以内で入力できます。改行を入れずに 1行で入力します。マルチコンテキスト
モードの場合、システムの説明とコンテキストの説明に関係はありません。フェールオーバーま

たはステートリンクの場合、説明は「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、ま
たは「LAN/STATE Failover Interface」などに固定されます。この説明は編集できません。このイ
ンターフェイスをフェールオーバーまたはステートリンクにした場合、ここで入力したすべての

説明が、この固定の説明で上書きされます。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
[Interfaces]ペインに戻ります。メンバーインターフェイスで、基本パラメータのみが設定できる
ことを示すロックが、インターフェイス IDの左側に表示されます。冗長インターフェイスがテー
ブルに追加されます。

アクティブインターフェイスの変更

デフォルトでは、コンフィギュレーションで最初にリストされているインターフェイスが（使用

可能であれば）、アクティブインターフェイスになります。

手順

ステップ 1 どのインターフェイスがアクティブかを表示するには、[Tools] > [Command Line Interface]ツール
で次のコマンドを入力します。
show interfaceredundantnumberdetail | grepMember
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例：

show interface redundant1 detail | grep Member
Members GigabitEthernet0/3(Active), GigabitEthernet0/2

ステップ 2 アクティブインターフェイスを変更します。
redundant-interfaceredundantnumberactive-memberphysical_interface

redundantnumber引数には、冗長インターフェイス ID（redundant1など）を指定します。

physical_interfaceには、アクティブにするメンバインターフェイスの IDを指定します。

EtherChannel の設定
ここでは、EtherChannelポートチャネルインターフェイスの作成、インターフェイスのEtherChannel
への割り当て、EtherChannelのカスタマイズ方法について説明します。

EtherChannel へのインターフェイスの追加
ここでは、EtherChannelポートチャネルインターフェイスを作成し、インターフェイスを
EtherChannelに割り当てる方法について説明します。デフォルトでは、ポートチャネルインター
フェイスはイネーブルになっています。

はじめる前に

•最大 48個の EtherChannelを設定できます。

•各チャネルグループは、最大 16個のアクティブインターフェイスを設定できます。8個の
アクティブインターフェイスだけをサポートするスイッチの場合、1つのチャネルグループ
に最大 16個のインターフェイスを割り当てることができます。インターフェイスは 8個の
みアクティブにできるため、残りのインターフェイスは、インターフェイスの障害が発生し

た場合のスタンバイリンクとして動作できます。

•クラスタリング用にスパンド EtherChannelを設定するには、この手順の代わりにクラスタリ
ングの章を参照してください。

•チャネルグループのすべてのインターフェイスは、同じタイプ、速度、および二重通信であ
る必要があります。半二重はサポートされません。RJ-45または SFPコネクタを使用するよ
うに設定できるインターフェイスの場合、同一の EtherChannelに RJ-45インターフェイスと
SFPインターフェイスの両方を含めることができることに注意してください。

•名前が設定されている場合は、物理インターフェイスをチャネルグループに追加できませ
ん。最初に、 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペインで、名前
を削除する必要があります。
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•マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで次の手順を実行します。まだシ
ステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合は、[Configuration] > [Device List]
ペイン内で、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックし
ます。

コンフィギュレーション内で物理インターフェイスをすでに使用している場合、名前を削除す

ると、このインターフェイスを参照しているすべてのコンフィギュレーションが消去されま

す。

注意

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペイ
ンを選択します。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[Interfaces]ペインを選択します。

ステップ 2 [Add] > [EtherChannel Interface]の順に選択します。
[Add EtherChannel Interface]ダイアログボックスが表示されます。

シングルモードでは、この手順では [Edit EtherChannel Interface]ダイアログボックスで
のパラメータのサブセットのみを対象としています。マルチコンテキストモードでは、

インターフェイスの設定を完了する前に、コンテキストにインターフェイスを割り当て

る必要があります。マルチコンテキストの設定, （229ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 3 [Port Channel ID]フィールドに 1～ 48の範囲の数値を入力します。

ステップ 4 [Available Physical Interface]領域で、インターフェイスをクリックし、[Add]をクリックしてそれを
[Members in Group]領域に移動します。
トランスペアレントモードで、複数の管理インターフェイスがあるチャネルグループを作成する

場合は、この EtherChannelを管理専用インターフェイスとして使用できます。

EtherChannelモードをオンに設定する場合、最初はインターフェイスを 1個のみ含める
必要があります。この手順を完了後、メンバーインターフェイスを編集し、このモー

ドをオンに設定します。変更を適用し、EtherChannelを編集してメンバーインターフェ
イスをさらに追加します。

（注）

ステップ 5 チャネルグループに追加するインターフェイスごとに繰り返します。

すべてのインターフェイスが同じタイプと速度であるようにします。最初に追加するインターフェ

イスによって、EtherChannelのタイプと速度が決まります。一致しないインターフェイスを追加
すると、そのインターフェイスは停止状態になります。ASDMでは、一致しないインターフェイ
スの追加は防止されません。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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[Interfaces]ペインに戻ります。メンバーインターフェイスで、基本パラメータのみが設定できる
ことを示すロックが、インターフェイス IDの左側に表示されます。EtherChannelインターフェイ
スがテーブルに追加されます。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。すべてのメンバーインターフェイスは自動的にイネーブルになりま
す。

関連トピック

Link Aggregation Control Protocol, （430ページ）
EtherChannelのカスタマイズ, （439ページ）

EtherChannel のカスタマイズ
この項では、EtherChannelのインターフェイスの最大数、EtherChannelをアクティブにするための
動作インターフェイスの最小数、ロードバランシングアルゴリズム、およびその他のオプション

パラメータを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペイ
ンを選択します。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[Interfaces]ペインを選択します。

ステップ 2 カスタマイズするポートチャネルインターフェイスをクリックし、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 すべてのメンバーインターフェイスについて、メディアタイプ、二重通信、速度、およびフロー

制御のポーズフレームを上書きするには、[ConfigureHardware Properties]をクリックします。これ
らのパラメータはチャネルグループのすべてのインターフェイスで一致している必要があるた

め、この方法はこれらのパラメータを設定するショートカットになります。

ステップ 4 EtherChannelをカスタマイズするには、[Advanced]タブをクリックします。
a) [EtherChannel]領域で、[Minimum]ドロップダウンリストから、EtherChannelをアクティブにす
るために必要なアクティブインターフェイスの最小数を 1～ 16の範囲で選択します。デフォ
ルトは 1です。
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b) [Maximum]ドロップダウンリストから、EtherChannelで許可されるアクティブインターフェイ
スの最大数を 1～ 16の範囲で選択します。デフォルトは 16です。スイッチが 16個のアクティ
ブインターフェイスをサポートしていない場合、このコマンドは必ず8以下に設定する必要が
あります。

c) [Load Balance]ドロップダウンリストから、パケットをグループチャネルインターフェイス間
でロードバランスするために使用する基準を選択します。デフォルトでは、ASAはパケット
の送信元および宛先 IPアドレスに従って、インターフェイスでのパケットのロードをバラン
スします。パケットが分類される基準になるプロパティを変更する場合は、別の基準のセット

を選択します。たとえば、トラフィックが同じ送信元および宛先 IPアドレスに大きく偏って
いる場合、EtherChannel内のインターフェイスに対するトラフィックの割り当てがアンバラン
スになります。別のアルゴリズムに変更すると、トラフィックはより均等に分散される場合が

あります。ロードバランシングの詳細については、ロードバランシング, （430ページ）を参
照してください。

d) [SecureGroupTagging]設定については、ファイアウォールコンフィギュレーションガイドを参
照してください。

e) [ASA Cluster]設定については、（推奨、マルチコンテキストモードでは必須）プライマリユ
ニットでのインターフェイスの設定, （346ページ）を参照してください。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
[Interfaces]ペインに戻ります。

ステップ 6 チャネルグループ内の物理インターフェイスのモードおよびプライオリティを設定するには、次

の手順を実行します。

a) [Interfaces]テーブルで物理インターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

b) [Advanced]タブをクリックします。
c) [EtherChannel]領域で、[Mode]ドロップダウンリストから、[Active]、[Passive]、または [On]を
選択します。[Active]モード（デフォルト）を使用することを推奨します。

d) [LACP Port Priority]フィールドで、ポートプライオリティを 1～ 65535の範囲で設定します。
デフォルトは32768です。数字が大きいほど、プライオリティは低くなります。使用可能な数
よりも多くのインターフェイスを割り当てた場合、ASAではこの設定を使用して、アクティブ
インターフェイスとスタンバイインターフェイスを決定します。ポートプライオリティ設定

がすべてのインターフェイスで同じ場合、プライオリティはインターフェイス ID（スロット/
ポート）で決まります。最も小さいインターフェイス IDが、最も高いプライオリティになり
ます。たとえば、GigabitEthernet 0/0のプライオリティは GigabitEthernet 0/1よりも高くなりま
す。

あるインターフェイスについて、インターフェイス IDは大きいが、そのインターフェイスが
アクティブになるように優先順位を付ける場合は、より小さい値を持つようにこのコマンドを

設定します。たとえば、GigabitEthernet 1/3を GigabitEthernet 0/7よりも前にアクティブにする
には、0/7インターフェイスでのデフォルトの 32768に対し、1/3インターフェイスでプライオ
リティ値を 12345にします。

EtherChannelの反対の端にあるデバイスのポートプライオリティが衝突している場合、システ
ムプライオリティを使用して使用するポートプライオリティが決定されます。システムプラ

イオリティを設定するには、ステップ 9を参照してください。
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ステップ 7 [OK]をクリックします。
[Interfaces]ペインに戻ります。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

ステップ 9 LACPシステムプライオリティを設定するには、次の手順を実行します。EtherChannelの反対の
端にあるデバイスのポートプライオリティが衝突している場合、システムプライオリティを使用

して使用するポートプライオリティが決定されます。詳細については、ステップ 6dを参照して
ください。

a) コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [EtherChannel]ペインを選択し
ます。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[EtherChannel]ペインを選択します。

b) [LACP System Priority]フィールドに、プライオリティを 1～ 65535の範囲で入力します。
デフォルトは 32768です。

関連トピック

ロードバランシング, （430ページ）
EtherChannelへのインターフェイスの追加, （437ページ）

EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスの例
次の例では、3つのインターフェイスを EtherChannelの一部として設定します。また、システム
プライオリティをより高く設定するとともに、GigabitEthernet0/2のプライオリティを他のインター
フェイスよりも高く設定します。これは、8個を超えるインターフェイスが EtherChannelに割り
当てられた場合に備えるためです。

lacp system-priority 1234
interface GigabitEthernet0/0
channel-group 1 mode active

interface GigabitEthernet0/1
channel-group 1 mode active

interface GigabitEthernet0/2
lacp port-priority 1234
channel-group 1 mode passive

interface Port-channel1
lacp max-bundle 4
port-channel min-bundle 2
port-channel load-balance dst-ip
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EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスの履歴

表 22：EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスの履歴

機能情報リリース機能名

論理冗長インターフェイスは、アクティブとスタンバイ

の物理インターフェイスからなるペアです。アクティブ

インターフェイスで障害が発生すると、スタンバイイ

ンターフェイスがアクティブになって、トラフィックを

通過させ始めます。冗長インターフェイスを設定して

ASAの信頼性を高めることができます。この機能は、
デバイスレベルのフェールオーバーとは別個のものです

が、必要な場合はフェールオーバーとともに冗長イン

ターフェイスも設定できます。最大8個の冗長インター
フェイスペアを設定できます。

8.0(2)冗長インターフェイス

最大 48個の 802.3adEtherChannel（1つあたりのアクティ
ブインターフェイス 8個）を設定できます。

次の画面が変更または導入されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [Add/Edit EtherChannel Interface]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [Add/Edit Interface]

[Configuration] > [Device Setup] > [EtherChannel]

EtherChannelはASA 5505ではサポートされま
せん。

（注）

8.4(1)EtherChannelサポート

EtherChannelあたり最大で 16個のアクティブリンクを
設定できるようになりました。これまでは、8個のアク
ティブリンクと 8個のスタンバイリンクが設定できま
した。スイッチは、16個のアクティブリンクをサポー
ト可能である必要があります（たとえば、Cisco Nexus
7000とF2シリーズ10ギガビットイーサネットモジュー
ル）。

旧バージョンのASAからアップグレードする
場合、互換性を得るために、アクティブなイ

ンターフェイスの最大数を 8に設定します。

（注）

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] > [Add/Edit
EtherChannel Interface] > [Advanced]。

9.2(1)EtherChannelあたり 16個のアクティブリン
クのサポート
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第 14 章

VLAN Interfaces

この章では、VLANサブインターフェイスを設定する方法について説明します。

マルチコンテキストモードでは、この項のすべてのタスクをシステム実行スペースで実行し

てください。システム実行スペースに入っていない場合、[Configuration] > [Device List]ペイン
で、アクティブなデバイス IPアドレスの下にある Systemをダブルクリックします。

（注）

• VLANインターフェイスの概要, 445 ページ

• VLANインターフェイスのライセンス, 446 ページ

• VLANインターフェイスのガイドライン, 447 ページ

• VLANインターフェイスのデフォルト設定, 447 ページ

• VLANサブインターフェイスと 802.1Qトランキングの設定, 448 ページ

• VLANインターフェイスの例, 449 ページ

• VLANインターフェイスの履歴, 450 ページ

VLAN インターフェイスの概要
VLANサブインターフェイスを使用すると、1つの物理インターフェイス、冗長インターフェイ
ス、またはEtherChannelインターフェイスを、異なるVLAN IDでタグ付けされた複数の論理イン
ターフェイスに分割できます。VLANサブインターフェイスが1つ以上あるインターフェイスは、
自動的に 802.1Qトランクとして設定されます。VLANでは、所定の物理インターフェイス上でト
ラフィックを分離しておくことができるため、物理インターフェイスまたはASAを追加しなくて
も、ネットワーク上で使用できるインターフェイスの数を増やすことができます。この機能は、

各コンテキストに固有のインターフェイスを割り当てることができるので、マルチコンテキスト

モードで特に便利です。
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VLAN インターフェイスのライセンス

ライセンス要件モデル

基本ライセンス：5

Security Plusライセンス：30

ASA 5506-X

ASA 5506W-X

ASA 5506H-X

基本ライセンス：50ASA 5508-X

基本ライセンス：50

Security Plusライセンス：100

ASA 5512-X

基本ライセンス：100ASA 5515-X

基本ライセンス：50ASA 5516-X

基本ライセンス：200ASA 5525-X

基本ライセンス：300ASA 5545-X

基本ライセンス：500ASA 5555-X

基本ライセンスと Security Plusライセンス：1024ASA 5585-X

標準ライセンス：1024Firepower 9300の
ASA

基本ライセンス：5

Security Plusライセンス：25

ISA 3000

標準ライセンス：50ASAv5

ASAv10

標準ライセンス：200ASAv30

VLAN制限の対象としてカウントするインターフェイスに、VLANを割り当てます。（注）
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VLAN インターフェイスのガイドライン

サポートモデル

VLANサブインターフェイスは、ASASMではサポートされません。ASASMのインターフェイス
は、すでにスイッチから割り当てられた VLANインターフェイスです。

その他のガイドライン

•物理インターフェイス上のタグなしパケットの禁止：サブインターフェイスを使用する場
合、物理インターフェイスでトラフィックを通過させないようにすることもよくあります。

物理インターフェイスはタグのないパケットを通過させることができるためです。この特性

は、冗長インターフェイスペアのアクティブな物理インターフェイスとEtherChannelリンク
にも当てはまります。トラフィックがサブインターフェイスを通過するには、物理インター

フェイス、冗長インターフェイス、または EtherChannelインターフェイスがイネーブルに
なっている必要があるため、トラフィックが物理インターフェイス、冗長インターフェイ

ス、または EtherChannelインターフェイスを通過しないように、インターフェイスには名前
を設定しないでください。物理インターフェイス、冗長インターフェイス、またはEtherChannel
インターフェイスでタグのないパケットを通過させる場合は、通常通り nameコマンドを設
定できます。

•（ASA 5585-Xを除くすべてのモデル）サブインターフェイスは、管理インターフェイスで
は設定できません。

• ASAはDynamicTrunkingProtocol（DTP）をサポートしていないため、接続されているスイッ
チポートを無条件にトランキングするように設定する必要があります。

VLAN インターフェイスのデフォルト設定
この項では、工場出荷時のデフォルトコンフィギュレーションが設定されていない場合のイン

ターフェイスのデフォルト設定を示します。

インターフェイスのデフォルトの状態

インターフェイスのデフォルトの状態は、そのタイプおよびコンテキストモードによって異なり

ます。

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペース内でのインターフェイスの状態にかかわ

らず、すべての割り当て済みのインターフェイスがデフォルトでイネーブルになっています。た

だし、トラフィックがインターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスもシステム

実行スペース内でイネーブルになっている必要があります。インターフェイスをシステム実行ス

ペースでシャットダウンすると、そのインターフェイスは、それを共有しているすべてのコンテ

キストでダウンします。

シングルモードまたはシステム実行スペースでは、インターフェイスのデフォルトの状態は次の

とおりです。
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•物理インターフェイス：ディセーブル。

• VLANサブインターフェイス：イネーブル。ただし、トラフィックがサブインターフェイス
を通過するためには、物理インターフェイスもイネーブルになっている必要があります。

VLAN サブインターフェイスと 802.1Q トランキングの設定
VLANサブインターフェイスを物理インターフェイス、冗長インターフェイス、またはEtherChannel
インターフェイスに追加します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで次の手順を実行します。まだシステム

コンフィギュレーションモードに入っていない場合、[Configuration] > [Device List]ペインで、ア
クティブなデバイスの IPアドレスの下にある [System]をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペイ
ンを選択します。

•マルチモードの場合、システム実行スペースで、[Configuration] > [Context Management] >
[Interfaces]ペインを選択します。

ステップ 2 [Add] > [Interface]の順に選択します。
[Add Interface]ダイアログボックスが表示されます。

シングルモードの場合、この手順で対象としているのは [Edit Interface]ダイアログボッ
クスのパラメータのサブセットのみであるため、他のパラメータを設定する場合は、

ルーテッドモードインターフェイスとトランスペアレントモードインターフェイス,
（465ページ）を参照してください。マルチコンテキストモードでは、インターフェイ
スの設定を完了する前に、コンテキストにインターフェイスを割り当てる必要がありま

す。マルチコンテキストの設定, （229ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 3 [HardwarePort]ドロップダウンリストから、サブインターフェイスを追加する物理インターフェイ
ス、冗長インターフェイス、またはポートチャネルインターフェイスを選択します。

ステップ 4 インターフェイスがまだイネーブルでない場合は、[Enable Interface]チェックボックスをオンにし
ます。

インターフェイスはデフォルトでイネーブルになっています。

ステップ 5 [VLAN ID]フィールドに、1～ 4094の VLAN IDを入力します。
VLAN IDには、接続されているスイッチで予約されているものがあります。詳細については、ス
イッチのマニュアルを参照してください。マルチコンテキストモードの場合、VLANはシステム
設定でしか設定できません。

ステップ 6 [Subinterface ID]フィールドに、サブインターフェイス IDを 1～ 4294967293の整数で入力します。
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許可されるサブインターフェイスの番号は、プラットフォームによって異なります。設定後は ID
を変更できません。

ステップ 7 （オプション）[Description]フィールドに、このインターフェイスの説明を入力します。
説明は 240文字以内で入力できます。改行を入れずに 1行で入力します。マルチコンテキスト
モードの場合、システムの説明とコンテキストの説明に関係はありません。フェールオーバーま

たはステートリンクの場合、説明は「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、ま
たは「LAN/STATE Failover Interface」などに固定されます。この説明は編集できません。このイ
ンターフェイスをフェールオーバーまたはステートリンクにした場合、ここで入力したすべての

説明が、この固定の説明で上書きされます。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
[Interfaces]ペインに戻ります。

関連トピック

VLANインターフェイスのライセンス, （446ページ）

VLAN インターフェイスの例
次に、シングルモードでサブインターフェイスのパラメータを設定する例を示します。

interface gigabitethernet 0/1
no nameif
no security-level
no ip address
no shutdown

interface gigabitethernet 0/1.1
vlan 101
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.6.6 255.255.255.0
no shutdown
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VLAN インターフェイスの履歴

表 23：VLAN インターフェイスの履歴

機能情報リリース機能名

次の制限値が増加されました。

• ASA 5510基本ライセンスの VLAN数が 0から 10
に増えました。

• ASA 5510 Security Plusライセンスの VLAN数が 10
から 25に増えました。

• ASA5520のVLAN数が 25から 100に増えました。

• ASA 5540の VLAN数が 100から 200に増えまし
た。

7.0(5)VLAN数の増加

VLANの制限値が変更されました。ASA 5510の基本ラ
イセンスでは 10から 50に、Security Plusライセンスで
は 25から 100に、ASA 5520では 100から 150に、ASA
5550では 200から 250に増えています。

7.2(2)VLAN数の増加

ASA 5580上でサポートされる VLAN数が 100から 250
に増加されました。

8.1(2)ASA 5580の VLAN数の増加

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
450

VLAN インターフェイスの履歴



第 15 章

VXLAN インターフェイス

この章では、仮想拡張LAN（VXLAN）インターフェイスを設定する方法について説明します。
VXLANは、レイヤ 2ネットワークを拡張するためにレイヤ 3物理ネットワーク上のレイヤ 2仮
想ネットワークとして機能します。

• VXLANインターフェイスの概要, 451 ページ

• VXLANインターフェイスのガイドライン, 457 ページ

• VXLANインターフェイスのデフォルト設定, 457 ページ

• VXLANインターフェイスの設定, 458 ページ

• VXLANインターフェイスの例, 460 ページ

• VXLANインターフェイスの履歴, 464 ページ

VXLAN インターフェイスの概要
VXLANは、VLANの場合と同じイーサネットレイヤ 2ネットワークサービスを提供しますが、
より優れた拡張性と柔軟性を備えています。VLANと比較して、VXLANには次の利点がありま
す。

•データセンター全体でのマルチテナントセグメントの柔軟な配置。

•より多くのレイヤ 2セグメント（最大 1600万の VXLANセグメント）に対応するための高
度なスケーラビリティ。

ここでは、VXLANの動作について説明します。詳細については、RFC7348を参照してください。

VXLAN カプセル化
VXLANは、レイヤ 3ネットワーク上のレイヤ 2オーバーレイ方式です。VXLANは、MAC
Address-in-UserDatagramProtocol（MAC-in-UDP）のカプセル化を使用します。元のレイヤ 2フレー
ムに VXLANヘッダーが追加され、UDP-IPパケットに置かれます。
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VXLAN トンネルエンドポイント
VXLANトンネルエンドポイント（VTEP）デバイスは、VXLANのカプセル化およびカプセル化
解除を実行します。各VTEPには 2つのインターフェイスタイプ（セキュリティポリシーを適用
する VXLAN Network Identifier（VNI）インターフェイスと呼ばれる 1つ以上の仮想インターフェ
イスと、 VTEP間に VNIをトンネリングする VTEP送信元インターフェイスと呼ばれる通常のイ
ンターフェイス）があります。VTEP送信元インターフェイスは、VTEP間通信のトランスポート
IPネットワークに接続されます。

次の図に、レイヤ 3ネットワークで VTEPとして機能し、サイト間の VNI 1、2、3を拡張する 2
つのASAと仮想サーバ 2を示します。ASAは、VXLANとVXLAN以外のネットワークの間のブ
リッジまたはゲートウェイとして機能します。

VTEP間の基盤となる IPネットワークは、VXLANオーバーレイに依存しません。カプセル化さ
れたパケットは、発信元 IPアドレスとして開始VTEPを持ち、宛先 IPアドレスとして終端VTEP
を持っており、外部 IPアドレスヘッダーに基づいてルーtrぃングされます。宛先 IPアドレスは、
リモート VTEPが不明な場合、マルチキャストグループにすることができます。デフォルトで
は、宛先ポートは UDPポート 4789です（ユーザ設定可能）。

VTEP 送信元インターフェイス
VTEP送信元インターフェイスは、すべての VNIインターフェイスに関連付けられる予定の標準
の ASAインターフェイス（物理、冗長、EtherChannel、または VLAN）です。ASA/セキュリティ
コンテキストごとに 1つの VTEP送信元インターフェイスを設定できます。

VTEP送信元インターフェイスは、VXLANトラフィック専用にすることができますが、その使用
に制限されません。必要に応じて、インターフェイスを通常のトラフィックに使用し、そのトラ

フィックのインターフェイスにセキュリティポリシーを適用できます。ただし、VXLANトラ
フィックの場合は、すべてのセキュリティポリシーをVNIインターフェイスに適用する必要があ
ります。VTEPインターフェイスは、物理ポートとしてのみ機能します。

トランスペアレントファイアウォールモードでは、VTEP送信元インターフェイスは、BVIの一
部ではないため、その IPアドレスを設定しません。このインターフェイスは、管理インターフェ
イスが処理される方法に似ています。
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VNI インターフェイス
VNIインターフェイスは VLANインターフェイスに似ています。VNIインターフェイスは、タギ
ングを使用して特定の物理インターフェイスでのネットワークトラフィックの分割を維持する仮

想インターフェイスです。各VNIインターフェイスにセキュリティポリシーを直接適用します。

すべての VNIインターフェイスは、同じ VTEPインターフェイスに関連付けられます。

VXLAN パケット処理
VTEP送信元インターフェイスを出入りするトラフィックは、VXLAN処理、特にカプセル化また
は非カプセル化の対象となります。

カプセル化処理には、次のタスクが含まれます。

• VTEP送信元インターフェイスにより、VXLANヘッダーが含まれている内部MACフレーム
がカプセル化されます。

• UDPチェックサムフィールドがゼロに設定されます。

•外部フレームの送信元 IPがVTEPインターフェイスの IPに設定されます。

•外部フレームの宛先 IPがリモート VTEP IPルックアップによって決定されます。

カプセル化解除については、次の場合にASAによってVXLANパケットのみがカプセル化解除さ
れます。

•これが、宛先ポートが 4789に設定された UDPパケットである場合（この値はユーザ設定可
能です）。

•入力インターフェイスが VTEP送信元インターフェイスである場合。

•入力インターフェイスの IPアドレスが宛先 IPアドレスと同じになります。

• VXLANパケット形式が標準に準拠します。

ピア VTEP
ASAがピアVTEPの背後にあるデバイスにパケットを送信する場合、ASAには次の 2つの重要な
情報が必要です。

•リモートデバイスの宛先MACアドレス

•ピア VTEPの宛先 IPアドレス

ASAがこの情報を検出するには 2つの方法あります。

•単一のピア VTEP IPアドレスを ASAに静的に設定できます。

手動で複数のピアを定義することはできません。
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ASAがVXLANカプセル化ARPブロードキャストをVTEPに送信し、エンドノードのMAC
アドレスを取得します。

•マルチキャストグループは、VNIインターフェイスごとに（またはVTEP全体に）設定でき
ます。

ASAは、IPマルチキャストパケット内のVXLANカプセル化ARPブロードキャストパケッ
トをVTEP送信元インターフェイスを経由して送信します。このARP要求への応答により、
ASAはリモート VTEPの IPアドレスと、リモートエンドノードの宛先MACアドレスの両
方を取得することができます。

ASAは VNIインターフェイスのリモート VTEP IPアドレスに対する宛先MACアドレスのマッピ
ングを維持します。

VXLAN 使用例
ここでは、ASA上への VXLANの実装事例について説明します。

VXLAN ブリッジまたはゲートウェイの概要

各 ASAの VTEPは、VM、サーバ、PC、VXLANのオーバーレイネットワークなどのエンドノー
ドの間のブリッジまたはゲートウェイとして機能します。VTEP送信元インターフェイス経由の
VXLANカプセル化を使用して受信された着信フレームの場合は、ASAが VXLANヘッダーを抽
出して、内部イーサネットフレームの宛先MACアドレスに基づいて非 VXLANネットワークに
接続された物理インターフェイスにその着信フレームを転送します。

ASAは、常に VXLANパケットを処理します。未処理の VXLANパケットを他の 2つの VTEP間
でそのまま転送しません。

VXLAN ブリッジ（トランスペアレントモード）

ブリッジグループを使用する場合（トランスペアレントファイアウォールモード）、ASAは、
同じネットワークに存在するVXLANセグメント（リモート）とローカルセグメント間のVXLAN
ブリッジとして機能できます。この場合、ブリッジグループのメンバーは通常インターフェイス

1つのメンバーが通常のインターフェイスで、もう1つのメンバーがVNIインターフェイスです。
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VXLAN ゲートウェイ（ルーテッドモード）

ASAは、VXLANドメインと VXLAN以外のドメインの間のルータとして機能し、異なるネット
ワーク上のデバイスを接続できます。

VXLAN ドメイン間のルータ

VXLAN拡張レイヤ 2ドメインを使用すると、VMは、ASAが同じラックにないとき、あるいは
ASAがレイヤ 3ネットワーク上の離れた場所にあるときに、ゲートウェイとして ASAを指し示
すことができます。
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このシナリオに関する次の注意事項を参照してください。

1 VM3からVM1へのパケットでは、ASAがデフォルトゲートウェイであるため、宛先MACア
ドレスは ASAのMACアドレスです。

2 仮想サーバ 2の VTEP送信元インターフェイスは、VM3からパケットを受信してから、VNI 3
の VXLANタグでパケットをカプセル化して ASAに送信します。

3 ASAは、パケットを受信すると、パケットをカプセル化解除して内部フレームを取得します。

4 ASAは、ルートルックアップに内部フレームを使用して、宛先が VNI 2上であることを認識
します。VM1のマッピングがまだない場合、ASAは VNI 2カプセル化された ARPブロード
キャストを VNI 2のマルチキャストグループ IPで送信します。
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このシナリオでは複数の VTEPピアがあるため、ASAは複数のダイナミック VTEPピアディ
スカバリを使用する必要があります。

（注）

5 ASAはVNI 2のVXLANタグでパケットを再度カプセル化し、仮想サーバ 1に送信します。カ
プセル化の前に、ASAは内部フレームの宛先MACアドレスを変更して VM1のMACにしま
す（ASAで VM1のMACアドレスを取得するためにマルチキャストカプセル化 ARPが必要
な場合があります）。

6 仮想サーバ 1は、VXLANパケットを受信すると、パケットをカプセル化解除して内部フレー
ムを VM1に配信します。

VXLAN インターフェイスのガイドライン

IPv6

• VNIインターフェイスでは、IPv6トラフィックをサポートしますが、VTEP送信元インター
フェイス IPアドレスでは、IPv4のみをサポートします。

• IPv6 OSPFインターフェイス設定はサポートされていません。

クラスタ

ASAクラスタリングでは、個別インターフェイスモードのVXLANをサポートしません。Spanned
EtherChannelモードでのみ VXLANをサポートします。

Routing

• VNIインターフェイスでは、スタティックルーティングのみをサポートします。ダイナミッ
クルーティングプロトコルはサポートされません。

•ポリシーベースルーティングはサポートされません。

MTU

送信元インターフェイスのMTUが 1554バイト未満の場合、ASAは自動的にMTUを 1554バイト
に増やします。この場合、イーサネットデータグラム全体がカプセル化されるため、新しいパ

ケットのサイズが大きくなるため、より大きなMTUが必要になります。他のデバイスが使用す
るMTUの方が大きい場合、送信元インターフェイスMTUを、ネットワークMTU + 54バイトに
設定する必要があります。このMTUは、ジャンボフレーム予約を有効にする必要があります。
ジャンボフレームサポートの有効化, （423ページ）を参照してください。

VXLAN インターフェイスのデフォルト設定
デフォルトでは、VNIインターフェイスはイネーブルになっています。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

457

VXLAN インターフェイスのガイドライン



VXLAN インターフェイスの設定
VXLANを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 VTEP送信元インターフェイスの設定, （458ページ）。

ステップ 2 VNIインターフェイスの設定, （459ページ）

VTEP 送信元インターフェイスの設定
ASAごと、またはセキュリティコンテキストごとに 1つのVTEP送信元インターフェイスを設定
できます。VTEPは、ネットワーク仮想化エンドポイント（NVE）として定義されます。VXLAN
VTEPが現時点でサポートされている NVEです。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、この項のタスクをコンテキスト実行スペースで実行してくださ

い。[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にあるコン
テキスト名をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択し、VTEP送信元イン
ターフェイスに使用するインターフェイスを編集します。

ステップ 2 （トランスペアレントモード）[VTEP Source Interface]チェックボックスをオンにします。
この設定により、インターフェイスの IPアドレスを設定することができます。このコマンドは、
この設定によってトラフィックがこのインターフェイスの VXLANのみに制限されるルーテッド
モードではオプションです。

ステップ 3 送信元インターフェイス名と IPv4アドレスを設定し、[OK]をクリックします。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [VXLAN]の順に選択します。

ステップ 5 （オプション）デフォルト 4789から変更する場合は、[VXLAN Destination Port]の値を入力しま
す。

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースでこの設定を行います。

ステップ 6 [Enable Network Virtualization Endpoint encapsulation using VXLAN]チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 7 ドロップダウンリストから [VTEP Tunnel Interface]を選択します。
VTEPインターフェイスのMTUが 1554バイト未満の場合、ASAは自動的にMTUを
1554バイトに増やします。

（注）

ステップ 8 （オプション）[Configure Packet Recipient]チェックボックスをオンにします。
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（マルチコンテキストモード（シングルモードではオプション）[Specify Peer VTEP IP
Address]を入力して、手動でピア VTEPの IPアドレスを指定します。

•

ピア IPアドレスを指定した場合、マルチキャストグループディスカバリは使用できません。
マルチキャストは、マルチコンテキストモードではサポートされていないため、手動設定

が唯一のオプションです。VTEPには 1つのピアのみを指定できます。

•（シングルモードのみ）[Multicast traffic to default multicast address]を入力して、関連付けら
れたすべてのVNIインターフェイスにデフォルトのマルチキャストグループを指定します。

VNIインターフェイスごとにマルチキャストグループを設定していない場合は、このグルー
プが使用されます。その VNIインターフェイスレベルでグループを設定している場合は、
そのグループがこの設定よりも優先されます。

ステップ 9 [Apply]をクリックします。

VNI インターフェイスの設定
VNIインターフェイスを追加してそれを VTEP送信元インターフェイスに関連付けて、基本イン
ターフェイスパラメータを設定します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択し、[Add] > [VNI Interface]
をクリックします。

ステップ 2 [VNI ID]は 1～ 10000の間で入力します。
この IDは内部インターフェイス識別子です。

ステップ 3 [VNI Segment ID]は 1～ 16777215の間で入力します。
セグメント IDは VXLANタギングに使用されます。

ステップ 4 （トランスペアレントモード）このインターフェイスを割り当てる [BridgeGroup]を指定します。
BVIインターフェイスを設定して通常のインターフェイスをこのブリッジグループに関連付ける
には、トランスペアレントモードのブリッジグループインターフェイスの設定,（474ページ）
を参照してください。

ステップ 5 [Interface Name]を入力します。
nameは最大 48文字のテキスト文字列です。大文字と小文字は区別されません。名前を変更する
には、このコマンドで新しい値を再入力します。

ステップ 6 [Security Level]に 0（最低）～100（最高）を入力します。セキュリティレベル, （466ページ）を
参照してください。

ステップ 7 （シングルモード）[Multicast Group IP Address]を入力します。
VNIインターフェイスに対してマルチキャストグループを設定しない場合は、VTEP送信元イン
ターフェイス設定のデフォルトグループが使用されます（使用可能な場合）。VTEP送信元イン
ターフェイスに対して手動でVTEPピア IPを設定した場合、VNIインターフェイスに対してマル
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チキャストグループを指定することはできません。マルチキャストは、マルチコンテキストモー

ドではサポートされていません。

ステップ 8 [NVE Mapped to VTEP Interface]チェックボックスをオンにします。
この設定により、VNIインターフェイスが VTEP送信元インターフェイスに関連付けられます。

ステップ 9 [Enable Interface]チェックボックスをオンにします。この設定はデフォルトでイネーブルになって
います。

ステップ 10 （ルーテッドモード）[IP Address]領域で、IPv4アドレスを設定します。IPv6を設定するには、
[IPv6]タブをクリックします。

ステップ 11 [OK]、続いて [Apply]をクリックします。

VXLAN インターフェイスの例
次の VXLANの設定例を参照してください。

トランスペアレント VXLAN ゲートウェイの例

この例の次の説明を参照してください。

• GigabitEthernet 0/0の外部インターフェイスは、VTEP送信元インターフェイスとして使用さ
れ、レイヤ 3ネットワークに接続されます。

• GigabitEthernet 0/1.100の insidevm100 VLANサブインターフェイスは、VM3が存在する
10.10.10.0/24ネットワークに接続されます。VM3がVM1と通信する場合（表示されません。
両方とも、10.10.10.0/24の IPアドレスを持つ）、ASAは VXLANタグ 6000を使用します。
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• GigabitEthernet 0/1.200の insidevm200 VLANサブインターフェイスは、VM2が存在する
10.20.20.0/24ネットワークに接続されます。VM2がVM4と通信する場合（表示されません。
両方とも、10.20.20.0/24の IPアドレスを持つ）、ASAは VXLANタグ 8000を使用します。

• GigabitEthernet 0/2の insidepcインターフェイスは、数台の PCが存在する 10.30.30.0/24ネッ
トワークに接続されます。それらの PCが、同じネットワーク（すべて 10.30.30.0/24の IPア
ドレスを持つ）に属するリモート VTEPの裏の VMs/PCs（表示されません）と通信する場
合、ASAは VXLANタグ 10000を使用します。

ASA の設定

firewall transparent
vxlan port 8427
!
interface gigabitethernet0/0
nve-only
nameif outside
ip address 192.168.1.30 255.255.255.0
no shutdown

!
nve 1
encapsulation vxlan
source-interface outside

!
interface vni1
segment-id 6000
nameif vxlan6000
security-level 0
bridge-group 1
vtep-nve 1
mcast-group 235.0.0.100

!
interface vni2
segment-id 8000
nameif vxlan8000
security-level 0
bridge-group 2
vtep-nve 1
mcast-group 236.0.0.100

!
interface vni3
segment-id 10000
nameif vxlan10000
security-level 0
bridge-group 3
vtep-nve 1
mcast-group 236.0.0.100

!
interface gigabitethernet0/1.100
nameif insidevm100
security-level 100
bridge-group 1

!
interface gigabitethernet0/1.200
nameif insidevm200
security-level 100
bridge-group 2

!
interface gigabitethernet0/2
nameif insidepc
security-level 100
bridge-group 3

!
interface bvi 1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!
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interface bvi 2
ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

!
interface bvi 3
ip address 10.30.30.1 255.255.255.0

注意

• VNIインタフェース vni1と vni2の場合、カプセル化時に内部 VLANタグが削除されます。

• VNIインターフェイス vni2と vni3は、マルチキャストでカプセル化された ARPに対して同
じマルチキャスト IPアドレスを共有します。この共有は許可されます。

• ASAは、上記のBVIとブリッジグループ設定に基づいてVXLANトラフィックを非VXLAN
でサポートされているインターフェイスにブリッジします。拡張されたレイヤ 2ネットワー
クの各セグメント（10.10.10.0/24、10.20.20.0/24、10.30.30.0/24）の場合、ASAはブリッジと
して機能します。

•複数の VNIまたは複数の通常のインターフェイス（VLANまたは単に物理インターフェイ
ス）をブリッジグループに設定することができます。VXLANセグメント IDから VLAN ID
（物理インターフェイス）の転送または関連付けは、宛先MACアドレスによって決定さ
れ、どちらかのインターフェイスが宛先に接続されます。

• VTEP送信元インターフェイスは、インターフェイス設定で nve-onlyによって示されるトラ
ンスペアレントファイアウォールモードのレイヤ 3インターフェイスです。VTEP送信元イ
ンターフェイスは、BVIインターフェイスまたは管理インターフェイスではありませんが、
IPアドレスがあり、ルーティングテーブルを使用します。

VXLAN ルーティングの例

この例の次の説明を参照してください。
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• VM1（10.10.10.10）は仮想サーバ 1にホストされ、VM2（10.20.20.20）は仮想サーバ 2にホ
ストされます。

• VM1のデフォルトゲートウェイは ASAであり、仮想サーバ 1と同じのポッドにありません
が、VM1はそれを認識しません。VM1は、そのデフォルトゲートウェイの IPアドレスが
10.10.10.1であることだけを認識します。同様に、VM2はデフォルトゲートウェイの IPア
ドレスが10.20.20.1であることだけを認識します。

•仮想サーバ 1および 2の VTEPサポート型ハイパーバイザは、同じサブネットまたはレイヤ
3ネットワーク（表示なし。この場合、ASAと仮想サーバのアップリンクに異なるネット
ワークアドレスがある）経由で ASAと通信することができます。

• VM1のパケットは、そのハイパーバイザの VTEPによってカプセル化され、VXLANトンネ
リングを使用してそのデフォルトゲートウェイに送信されます。

• VM1がパケットを VM2に送信すると、パケットはその観点からデフォルトゲートウェイ
10.10.10.1を介して送信されます。仮想サーバ 1は 10.10.10.1がローカルにないことを認識し
ているので、VTEPは VXLAN経由でパケットをカプセル化し、ASAの VTEPに送信しま
す。

• ASAで、パケットはカプセル化解除されます。VXLANセグメント IDは、カプセル化解除
時に取得されます。次に、ASAは、VXLANセグメント IDに基づいて、VNIインターフェ
イス（vni1）に対応する内部フレームを再投入します。その後に、ASAはルートルックアッ
プを実行し、別の VNIインターフェイス（vni2）経由で内部パケットを送信します。vni2を
経由するすべての出力パケットは、VXLANセグメント 8000でカプセル化され、VTEP経由
で外部に送信されます。

•最後に、カプセル化されたパケットが仮想サーバ 2の VTEPによって受信され、カプセル化
解除され、VM2に転送されます。

ASA の設定

interface gigabitethernet0/0
nameif outside
ip address 192.168.1.30 255.255.255.0
no shutdown

!
nve 1
encapsulation vxlan
source-interface outside
default-mcast-group 235.0.0.100

!
interface vni1
segment-id 6000
nameif vxlan6000
security-level 0
vtep-nve 1
ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

!
interface vni2
segment-id 8000
nameif vxlan8000
security-level 0
vtep-nve 1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!
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VXLAN インターフェイスの履歴

表 24：VXLAN インターフェイスの履歴

機能情報リリース機能名

VXLANのサポートが追加されました（VXLANトンネ
ルエンドポイント（VTEP）のサポートを含む）。ASA
またはセキュリティコンテキストごとに 1つのVTEP送
信元インターフェイスを定義できます。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [Add] > [VNI Interface]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[VXLAN]

9.4(1)VXLANのサポート
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第 16 章

ルーテッドモードインターフェイスとトラ

ンスペアレントモードインターフェイス

この章では、ルーテッドファイアウォールモードおよびトランスペアレントファイアウォール

モードですべてのモデルのインターフェイスコンフィギュレーションを実行するためのタスク

について説明します。

マルチコンテキストモードでは、この項のタスクをコンテキスト実行スペースで実行してく

ださい。[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下に
あるコンテキスト名をダブルクリックします。

（注）

• ルーテッドモードインターフェイスとトランスペアレントモードインターフェイスについ
て, 466 ページ

• ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェイスのガイドライン,
468 ページ

• ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェイスのデフォルト, 470
ページ

• ルーテッドモードのインターフェイスの設定, 470 ページ

• トランスペアレントモードのブリッジグループインターフェイスの設定, 474 ページ

• IPv6アドレスの設定, 478 ページ

• ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェイスのモニタリング,
481 ページ

• ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェイスの例, 482 ページ

• ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェイスの履歴, 483 ページ
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ルーテッドモードインターフェイスとトランスペアレントモードイ

ンターフェイスについて

ASAは、ルーテッドおよびブリッジという 2つのタイプのインターフェイスをサポートします。
各レイヤ 3ルーテッドインターフェイスは一意のサブネット上に IPアドレスを必要とします。ブ
リッジインターフェイスはブリッジグループに属し、すべてのインターフェイスは同じネット

ワーク内にあります。ブリッジグループはブリッジネットワーク上に IPアドレスを持つブリッ
ジ仮想インターフェイス（BVI）で表されます。ルーテッドモードはルーテッドインターフェイ
スのみをサポートします。トランスペアレントファイアウォールモードはブリッジグループと

BVIインターフェイスのみをサポートします。

セキュリティレベル

ブリッジグループメンバーインターフェイスを含む各インターフェイスには、0（最下位）～100
（最上位）のセキュリティレベルを設定する必要があります。たとえば、内部ホストネットワー

クなど、最もセキュアなネットワークにはレベル 100を割り当てる必要があります。一方、イン
ターネットなどに接続する外部ネットワークにはレベル0が割り当てられる場合があります。DMZ
など、その他のネットワークはその中間に設定できます。複数のインターフェイスを同じセキュ

リティレベルに割り当てることができます。

トランスペアレントモードでは、BVIインターフェイスはインターフェイス間のルーティングに
加わらないため、セキュリティレベルはありません。

レベルによって、次の動作が制御されます。

•ネットワークアクセス：デフォルトで、高いセキュリティレベルのインターフェイスから
低いセキュリティレベルのインターフェイスへの通信（発信）は暗黙的に許可されます。高

いセキュリティレベルのインターフェイス上のホストは、低いセキュリティレベルのイン

ターフェイス上の任意のホストにアクセスできます。ACLをインターフェイスに適用して、
アクセスを制限できます。

同じセキュリティレベルのインターフェイスの通信をイネーブルにすると、同じセキュリ

ティレベルまたはそれより低いセキュリティレベルの他のインターフェイスにアクセスす

るインターフェイスは、暗黙的に許可されます。

•インスペクションエンジン：一部のアプリケーションインスペクションエンジンはセキュ
リティレベルに依存します。同じセキュリティレベルのインターフェイス間では、インス

ペクションエンジンは発信と着信のいずれのトラフィックに対しても適用されます。

◦ NetBIOSインスペクションエンジン：発信接続に対してのみ適用されます。

◦ SQL*Netインスペクションエンジン：SQL*Net（旧称 OraServ）ポートとの制御接続が
一対のホスト間に存在する場合、着信データ接続だけが ASAを通過することが許可さ
れます。
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トランスペアレントモードのブリッジグループ

ブリッジグループは、ルーティングの代わりとしてASAがブリッジを形成するインターフェイス
のグループです。ブリッジグループはトランスペアレントファイアウォールモードでのみサポー

トされています。ブリッジグループの詳細については、ブリッジグループについて, （183ペー
ジ）を参照してください。

デュアル IP スタック（IPv4 および IPv6）
ASAは IPv6アドレスと IPv4アドレスの両方をサポートしています。IPv4と IPv6の両方で、デ
フォルトルートを設定してください。

IPv6
ここでは、IPv6の設定方法について説明します。

IPv6 アドレス指定

次の 2種類の IPv6のユニキャストアドレスを設定できます。

•グローバル：グローバルアドレスは、パブリックネットワークで使用可能なパブリックア
ドレスです。ブリッジグループの場合、このアドレスは各メンバーインターフェイスごと

に設定するのではなく、BVI用に設定する必要があります。また、トランスペアレントモー
ドで管理インターフェイスのグローバルな IPv6アドレスを設定することもできます。

•リンクローカル：リンクローカルアドレスは、直接接続されたネットワークだけで使用でき
るプライベートアドレスです。ルータは、リンクローカルアドレスを使用してパケットを

転送するのではなく、特定の物理ネットワークセグメント上で通信だけを行います。ルータ

は、アドレス設定またはアドレス解決などのNeighborDiscovery機能に使用できます。ブリッ
ジグループでは、メンバーインターフェイスのみがリンクローカルアドレスを所有してい

ます。BVIにはリンクローカルアドレスはありません。

最低限、IPv6が動作するようにリンクローカルアドレスを設定する必要があります。グローバル
アドレスを設定すると、リンクローカルアドレスがインターフェイスに自動的に設定されるた

め、リンクローカルアドレスを個別に設定する必要はありません。ブリッジグループインター

フェイスでは、BVIでグローバルアドレスを設定した場合、ASAが自動的にメンバーインター
フェイスのリンクローカルアドレスを生成します。グローバルアドレスを設定しない場合は、リ

ンクローカルアドレスを自動的にするか、手動で設定する必要があります。

Modified EUI-64 インターフェイス ID

RFC 3513「Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture」（インターネットプロトコル
バージョン 6アドレッシングアーキテクチャ）では、バイナリ値 000で始まるものを除き、すべ
てのユニキャスト IPv6アドレスのインターフェイス識別子部分は長さが 64ビットで、Modified
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EUI-64形式で組み立てることが要求されています。ASAでは、ローカルリンクに接続されたホ
ストにこの要件を適用できます。

この機能がインターフェイスでイネーブルになっていると、そのインターフェイス IDがModified
EUI-64形式を採用していることを確認するために、インターフェイスで受信した IPv6パケットの
送信元アドレスが送信元MACアドレスに照らして確認されます。IPv6パケットがインターフェ
イス IDにModified EUI-64形式を採用していない場合、パケットはドロップされ、次のシステム
ログメッセージが生成されます。

325003: EUI-64 source address check failed.

アドレス形式の確認は、フローが作成される場合にのみ実行されます。既存のフローからのパ

ケットは確認されません。また、アドレスの確認はローカルリンク上のホストに対してのみ実行

できます。

ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェ

イスのガイドライン

コンテキストモード

•マルチコンテキストモードで設定できるのは、マルチコンテキストの設定, （229ページ）
に従ってシステムコンフィギュレーションでコンテキストにすでに割り当てられているコン

テキストインターフェイスだけです。

• PPPoEは、マルチコンテキストモードではサポートされていません。

•トランスペアレントモードのマルチコンテキストモードでは、各コンテキストが別個のイ
ンターフェイスを使用する必要があります。コンテキスト間でインターフェイスを共有する

ことはできません。

•トランスペアレントモードのマルチコンテキストモードでは、通常、各コンテキストが別
個のサブネットを使用します。重複するサブネットを使用することもできますが、ルーティ

ングスタンドポイントから可能にするため、ネットワークトポロジにルータと NATコン
フィギュレーションが必要です。

フェールオーバー

この章の手順でフェールオーバーインターフェイスを設定しないでください。詳細については、

フェールオーバーの章も参照してください。

IPv6

• IPv6はすべてのインターフェイスでサポートされます。

•トランスペアレントモードでは、IPv6アドレスは手動でのみ設定できます。

• ASAは、IPv6エニーキャストアドレスをサポートしません。
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サポートモデル

• ASASMでは、PPPoEおよび DHCPはサポートされません。

ASASM の VLAN ID

コンフィギュレーションにはあらゆるVLANIDを追加できますが、トラフィックを転送できるの
はスイッチによって ASAに割り当てられた VLANだけです。ASAに割り当てられたすべての
VLANを表示するには、show vlanコマンドを使用します。

スイッチによってASAにまだ割り当てられていないVLANにインターフェイスを追加した場合、
そのインターフェイスはダウンステートになります。ASAに VLANを割り当てた時点で、イン
ターフェイスはアップステートに変化します。インターフェイスステートの詳細については、

show interfaceコマンドを参照してください。

トランスペアレントモードとブリッジグループのガイドライン

• 4のインターフェイスをもつブリッジグループを 250まで作成できます。

•直接接続された各ネットワークは同じサブネット上にある必要があります。

• ASAでは、セカンダリネットワーク上のトラフィックはサポートされていません。BVI IP
アドレスと同じネットワーク上のトラフィックだけがサポートされています。

• IPv4の場合は、管理トラフィックと、ASAを通過するトラフィックの両方の各ブリッジグ
ループに対し、BVIの IPアドレスが必要です。IPv6アドレスは BVIでサポートされますが
必須ではありません。

• IPv6アドレスは手動でのみ設定できます。

• BVI IPアドレスは、接続されたネットワークと同じサブネット内にある必要があります。サ
ブネットにホストサブネット（255.255.255.255）を設定することはできません。

•管理インターフェイスはブリッジグループのメンバーとしてサポートされません。

•トランスペアレントモードでは、少なくとも 1つのブリッジグループを使用し、データイ
ンターフェイスがブリッジグループに属している必要があります。

•トランスペアレントモードでは、接続されたデバイス用のデフォルトゲートウェイとして
BVI IPアドレスを指定しないでください。デバイスは ASAの他方側のルータをデフォルト
ゲートウェイとして指定する必要があります。

•トランスペアレントモードでは、管理トラフィックの戻りパスを指定するために必要なdefault
ルートは、1つのブリッジグループネットワークからの管理トラフィックにだけ適用されま
す。これは、デフォルトルートはブリッジグループのインターフェイスとブリッジグルー

プネットワークのルータ IPアドレスを指定しますが、ユーザは 1つのデフォルトルートし
か定義できないためです。複数のブリッジグループネットワークからの管理トラフィック

が存在する場合は、管理トラフィックの発信元ネットワークを識別する標準のスタティック

ルートを指定する必要があります。

•トランスペアレントモードでは、PPPoEは管理インターフェイスとしてサポートされませ
ん。
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ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェ

イスのデフォルト

デフォルトのセキュリティレベル

デフォルトのセキュリティレベルは0です。インターフェイスに「inside」という名前を付けて、
明示的にセキュリティレベルを設定しないと、ASAはセキュリティレベルを100に設定します。

インターフェイスのセキュリティレベルを変更したときに、既存の接続がタイムアウトする

まで待機せずに新しいセキュリティ情報を使用する必要がある場合は、clear local-hostコマン
ドを使用して接続をクリアできます。

（注）

ルーテッドモードのインターフェイスの設定

ルーテッドモードのインターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

ルーテッドモードの一般的なインターフェイスパラメータの設定

この手順では、名前、セキュリティレベル、IPv4アドレス、およびその他のオプションを設定す
る方法について説明します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースで次の手順を実行します。システム

からコンテキストコンフィギュレーションに変更するには、[Configuration] > [Device List]ペイン
で、アクティブなデバイス IPアドレスの下にあるコンテキスト名をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 インターフェイス行を選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

ステップ 3 [Interface Name]フィールドに、名前を 48文字以内で入力します。

ステップ 4 [Security level]フィールドに、0（最低）～ 100（最高）のレベルを入力します。

ステップ 5 （任意）このインターフェイスを管理専用インターフェイスとして設定するには、[Dedicate this
interface to management-only]チェックボックスをオンにします。
管理専用インターフェイスでは、通過トラフィックは受け入れられません。

（ASA 5585-Xを除くすべての ASA）管理インターフェイスでは、このオプションを無効化する
ことはできません。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
470

ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェイスのデフォルト



[Channel Group]フィールドは読み取り専用で、インターフェイスがEtherChannelの一部
であるかどうかを示します。

（注）

ステップ 6 インターフェイスがまだ有効化されていない場合は、[Enable Interface]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 7 IPアドレスを設定するには、次のいずれかのオプションを使用します。
フェールオーバーで使用する場合、IPアドレスとスタンバイアドレスを手動で設定す
る必要があります。DHCPおよびPPPoEはサポートされません。[Configuration] > [Device
Management] > [High Availability] > [Failover] > [Interfaces]タブのスタンバイ IPアドレス
を設定します。スタンバイ IPアドレスを設定しない場合、アクティブユニットはネッ
トワークテストを使用してスタンバイインターフェイスをモニタできず、リンクス

テートをトラックすることしかできません。

（注）

• IPアドレスを手動で設定するには、[Use Static IP]オプションボタンをクリックして IPアド
レスとマスクを入力します。

• DHCPサーバから IPアドレスを取得するには、[Obtain Address via DHCP]オプションボタン
をクリックします。

1 MACアドレスがオプション 61の DHCP要求パケット内に保存されるようにするには、
[Use MAC Address]オプションボタンをクリックします。

いくつかの ISPはインターフェイスのMACアドレスにオプション 61が必要です。MAC
アドレスが DHCP要求パケットに含まれていない場合、IPアドレスは割り当てられませ
ん。

2 オプション 61用に生成された文字列を使用するには、[Use
“Cisco-<MAC>-<interface_name>-<host>”]をクリックします。

3 （任意）DHCPサーバからデフォルトルートを取得するには、[Obtain Default Route Using
DHCP]をオンにします。

4 （オプション）アドミニストレーティブディスタンスを既知のルートに割り当てるには、

[DHCP Learned Route Metric]フィールドに 1～ 255の値を入力します。このフィールドを
空白のままにすると、既知のルートのアドミニストレーティブディスタンスは 1になり
ます。

5 （任意）DHCPの既知のルートのトラッキングをイネーブルにするには、[EnableTracking
for DHCP Learned Routes]をオンにします。次の値を設定します。

[Track ID]：ルートトラッキングプロセスに使用される一意の識別子。有効な値は、1～
500です。

[Track IPAddress]：トラッキングの対象 IPアドレスを入力します。通常、ルートのネクス
トホップはゲートウェイ IPアドレスです。ただし、そのインターフェイスの先にネット
ワークオブジェクトがあれば表示されます。

ルートトラッキングは、シングルルーテッドモードでだけ使用できま

す。

（注）

[SLA ID]：SLAモニタリングプロセスの一意の識別子。有効な値は 1～ 2147483647で
す。
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[Monitor Options]：このボタンをクリックすると [RouteMonitoringOptions]ダイアログボッ
クスが開きます。[Route Monitoring Options]ダイアログボックスで、トラッキング対象オ
ブジェクトのモニタリングプロセスのパラメータを設定できます。

6 （オプション）DHCPクライアントが IPアドレス要求の探索を送信する場合に、DHCP
パケットヘッダーでブロードキャストフラグを1に設定するには、[EnableDHCPBroadcast
flag for DHCP request and discover messages]をオンにします。

DHCPサーバはこのブロードキャストフラグをリッスンし、フラグが 1に設定されてい
る場合は応答パケットをブロードキャストします。

7 （任意）リースを更新するには、[Renew DHCP Lease]をクリックします。

•（シングルモードのみ）PPPoEを使用して IPアドレスを取得するには、[Use PPPoE]をオン
にします。

1 [Group Name]フィールドで、グループ名を指定します。

2 [PPPoE Username]フィールドで、ISPから提供されたユーザ名を指定します。

3 [PPPoE Password]フィールドで、ISPから提供されたパスワードを指定します。

4 [Confirm Password]フィールドに、パスワードを再入力します。

5 PPP認証の場合、[PAP]、[CHAP]、または [MSCHAP]のいずれかのオプションボタンをク
リックします。

PAPは認証時にクリアテキストのユーザ名とパスワードを渡すため、セキュアではあり
ません。CHAPでは、サーバのチャレンジに対して、クライアントは暗号化された「チャ
レンジとパスワード」およびクリアテキストのユーザ名を返します。CHAPは PAPより
セキュアですが、データを暗号化しません。MSCHAPは CHAPに似ていますが、サーバ
が CHAPのようにクリアテキストパスワードを扱わず、暗号化されたパスワードだけを
保存、比較するため、CHAPよりセキュアです。また、MSCHAPではMPPEによるデー
タの暗号化のためのキーを生成します。

6 （オプション）フラッシュメモリにユーザ名とパスワードを保存するには、[StoreUsername
and Password in Local Flash]チェックボックスをオンにします。

ASAは、NVRAMの特定の場所にユーザ名とパスワードを保存します。AutoUpdate Server
が clear configコマンドを ASAに送信して、接続が中断されると、ASAは NVRAMから
ユーザ名とパスワードを読み取り、アクセスコンセントレータに対して再度認証できま

す。

7 （オプション）[PPPoE IP Address and Route Settings]ダイアログボックスを表示し、アド
レッシングおよびトラッキングのオプションを選択するには、[IPAddress andRouteSettings]
をクリックします。

ステップ 8 （オプション）[Description]フィールドに、このインターフェイスの説明を入力します。
説明は 240文字以内で入力できます。改行を入れずに 1行で入力します。フェールオーバーまた
はステートリンクの場合、説明は「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、また
は「LAN/STATE Failover Interface」などに固定されます。この説明は編集できません。このイン
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ターフェイスをフェールオーバーまたはステートリンクにした場合、ここで入力したすべての説

明が、この固定の説明で上書きされます。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

関連トピック

IPv6アドレスの設定, （478ページ）
物理インターフェイスのイネーブル化およびイーサネットパラメータの設定, （421ページ）
PPPoEの設定, （473ページ）

PPPoE の設定
インターフェイスが DSL、ケーブルモデム、またはその他の手段で ISPに接続されていて、ISP
が PPPoEを使用して IPアドレスを割り当てる場合は、次のパラメータを設定します。

手順

ステップ 1 [Configuration} > [Interfaces] > [Add/Edit Interface] > [General]の順に選択し、[PPPoE IP Address and
Route Settings]をクリックします。

ステップ 2 [IP Address]領域で、次のいずれかを選択します。

• [Obtain IP Address using PPP]：IPアドレスを動的に設定します。

• [Specify an IP Address]：IPアドレスを手動で設定します。

ステップ 3 [Route Settings Area]で、次の設定を行います。

• [Obtain default route using PPPoE]：PPPoEクライアントがまだ接続を確立していない場合に、
デフォルトルートを設定します。このオプションを使用する場合は、スタティックに定義さ

れたルートを設定に含めることができません。

• [PPPoE learned route metric]：アドミニストレーティブディスタンスを学習したルートに割り
当てます。有効な値は、1～ 255です。このフィールドを空白のままにすると、既知のルー
トのアドミニストレーティブディスタンスは 1になります。

• [Enable tracking]：PPPoEの既知のルートのルートトラッキングをイネーブルにします。ルー
トトラッキングは、シングルルーテッドモードでだけ使用できます。

• [Primary Track]：プライマリ PPPoEルートトラッキングを設定します。

• [Track ID]：ルートトラッキングプロセスに使用される一意の識別子。有効な値は、1～ 500
です。

• [Track IP Address]：トラッキングの対象 IPアドレスを入力します。通常、ルートのネクスト
ホップはゲートウェイ IPアドレスです。ただし、そのインターフェイスの先にネットワーク
オブジェクトがあれば表示されます。
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• [SLA ID]：SLAモニタリングプロセスの一意の識別子。有効な値は 1～ 2147483647です。

• [Monitor Options]：このボタンをクリックすると [Route Monitoring Options]ダイアログボック
スが開きます。[RouteMonitoringOptions]ダイアログボックスで、トラッキング対象オブジェ
クトのモニタリングプロセスのパラメータを設定できます。

• [Secondary Track]：セカンダリ PPPoEルートトラッキングを設定します。

• [Secondary Track ID]：ルートトラッキングプロセスに使用される一意の識別子。有効な値
は、1～ 500です。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

トランスペアレントモードの ブリッジグループインターフェイスの
設定

ブリッジグループと関連インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）の設定
ブリッジグループごとに、IPアドレスを設定する BVIが必要です。ASAは、ブリッジグループ
から発信されるパケットの送信元アドレスとしてこの IPアドレスを使用します。BVI IPアドレス
は、接続されているネットワークと同じサブネット上になければなりません。IPv4トラフィック
の場合、すべてのトラフィックを通過させるには、BVI IPアドレスが必要です。IPv6トラフィッ
クの場合は、少なくとも、トラフィックを通過させるリンクローカルアドレスを設定する必要が

あります。リモート管理などの管理操作を含めたフル機能を実現するために、グローバル管理ア

ドレスを設定することを推奨します。

一部のモデルでは、デフォルトコンフィギュレーションにブリッジグループと BVIが含まれて
います。追加のブリッジグループおよびBVIを作成して、グループの間でメンバーインターフェ
イスを再割り当てすることもできます。

トランスペアレントモードの個別の管理インターフェイスでは（サポートされているモデル

の場合）、設定できないブリッジグループ（ID301）がコンフィギュレーションに自動的に追
加されます。このブリッジグループはブリッジグループの制限に含まれません。

（注）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Interfaces]の順に選択し、[Add] > [Bridge Group Interface]を選択します。

ステップ 2 [Bridge Group ID]フィールドに、1～ 250の間のブリッジグループ IDを入力します。
このブリッジグループメンバーには、後で物理インターフェイスを割り当てます。
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ステップ 3 IPアドレスを設定します。
a) [IP Address]フィールドに、IPv4アドレスを入力します。
b) [SubnetMask]フィールドにサブネットマスクを入力するか、またはメニューから選択します。
トランスペアレントファイアウォールにホストアドレス（/32または 255.255.255.255）を割り
当てないでください。また、/30サブネットなど（255.255.255.252）、ホストアドレスが 3つ
未満（アップストリームルータ、ダウンストリームルータ、トランスペアレントファイア

ウォールにそれぞれ1つずつ）の他のサブネットを使用しないでください。ASAは、サブネッ
トの先頭アドレスと最終アドレスで送受信されるすべての ARPパケットをドロップします。
たとえば、/30サブネットを使用し、そのサブネットからアップストリームルータへの予約ア
ドレスを割り当てた場合、ASAはダウンストリームルータからアップストリームルータへの
ARP要求をドロップします。

ステップ 4 （オプション）[Description]フィールドに、このブリッジグループの説明を入力します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）が、物理およびサブインターフェイスとともに、インター
フェイステーブルに追加されます。

ブリッジグループメンバーの一般的なインターフェイスパラメータの設定

この手順は、ブリッジグループメンバーインターフェイスの名前、セキュリティレベル、およ

びブリッジグループを設定する方法について説明します。

はじめる前に

•同じブリッジグループで、さまざまな種類のインターフェイス（物理インターフェイス、
VLANサブインターフェイス、VNIインターフェイス、EtherChannel、冗長インターフェイ
ス）を含めることができます。管理インターフェイスはサポートされていません。

•マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースで次の手順を実行します。シ
ステムからコンテキストコンフィギュレーションに変更するには、[Configuration] > [Device
List]ペインで、アクティブなデバイス IPアドレスの下にあるコンテキスト名をダブルクリッ
クします。

•トランスペアレントモードの場合、管理インターフェイスにはこの手順を使用しないでくだ
さい。管理インターフェイスを設定する場合は、トランスペアレントモードの管理インター

フェイスの設定, （476ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。
BVIは、物理インターフェイス、サブインターフェイス、冗長インターフェイス、EtherChannel
ポートチャネルインターフェイスとともにテーブルに表示されます。マルチコンテキストモー
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ドでは、システム実行スペースでコンテキストに割り当てられたインターフェイスだけがテーブ

ルに表示されます。

ステップ 2 非 BVIインターフェイスの行を選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

ステップ 3 [BridgeGroup]ドロップダウンメニューで、このインターフェイスを割り当てるブリッジグループ
を選択します。

ステップ 4 [Interface Name]フィールドに、名前を 48文字以内で入力します。

ステップ 5 [Security level]フィールドに、0（最低）～ 100（最高）のレベルを入力します。

ステップ 6 インターフェイスがまだ有効化されていない場合は、[Enable Interface]チェックボックスをオンに
します。

[Channel Group]フィールドは読み取り専用で、インターフェイスが EtherChannelの一部
であるかどうかを示します。

（注）

ステップ 7 （任意） モジュールを取り付けて非実稼働 ASA上でモジュール機能をデモンストレーションす
る場合、[Forward traffic to the ASA module for inspection and reporting]チェックボックスをオンにし
ます。詳細については、のモジュールに関する章またはクイックスタートガイドを参照してくだ

さい。

ステップ 8 （任意） [Description]フィールドに、このインターフェイスの説明を入力します。
説明は 240文字以内で入力できます。改行を入れずに 1行で入力します。フェールオーバーまた
はステートリンクの場合、説明は「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、また
は「LAN/STATE Failover Interface」などに固定されます。この説明は編集できません。このイン
ターフェイスをフェールオーバーまたはステートリンクにした場合、ここで入力したすべての説

明が、この固定の説明で上書きされます。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

関連トピック

MACアドレス、MTU、TCP MSSの設定, （490ページ）

トランスペアレントモードの管理インターフェイスの設定

トランスペアレントファイアウォールモードでは、すべてのインターフェイスがブリッジグルー

プに属している必要があります。唯一の例外は管理インターフェイスです（物理インターフェイ

ス、サブインターフェイス（モデルでサポートされている場合）、または複数の管理インターフェ

イスからなるEtherChannelインターフェイス（複数の管理インターフェイスを使用する場合））。
これは、独立した管理インターフェイスとして設定できます。他のインターフェイスタイプは管

理インターフェイスとして使用できません。シングルモードまたはコンテキストごとに 1つの管
理インターフェイスを設定できます。詳細については、トランスペアレントモードの管理イン

ターフェイス, （418ページ）を参照してください。
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はじめる前に

•このインターフェイスをブリッジグループに割り当てないでください。設定できないブリッ
ジグループ（ID 301）は、コンフィギュレーションに自動的に追加されます。このブリッジ
グループはブリッジグループの制限に含まれません。

•モデルに管理インターフェイスが含まれていない場合、データインターフェイスからトラン
スペアレントファイアウォールを管理する必要があります。この手順はスキップします。

（たとえば、ASASMの場合。）

•マルチコンテキストモードでは、どのインターフェイスも（これには管理インターフェイ
スも含まれます）、コンテキスト間で共有させることはできません。データインターフェイ

スに接続する必要があります。

•マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースで次の手順を実行します。シ
ステムからコンテキストコンフィギュレーションに変更するには、。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 管理インターフェイス、サブインターフェイス、または管理インターフェイスからなるEtherChannel
ポートチャネルインターフェイスの行を選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

ステップ 3 [BridgeGroup]ドロップダウンメニューで、デフォルトの [--None--]のままにします。管理インター
フェイスをブリッジグループに割り当てることはできません。

ステップ 4 [Interface Name]フィールドに、名前を 48文字以内で入力します。

ステップ 5 [Security level]フィールドに、0（最低）～ 100（最高）のレベルを入力します。
[Dedicate this interface to management only]チェックボックスは、デフォルトでイネーブル
であり、設定することはできません。

（注）

ステップ 6 インターフェイスがまだ有効化されていない場合は、[Enable Interface]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 7 IPアドレスを設定するには、次のいずれかのオプションを使用します。
フェールオーバーとともに使用する場合は、IPアドレスとスタンバイアドレスを手動
で設定する必要があります。DHCPはサポートされません。[Configuration] > [Device
Management] > [High Availability] > [Failover] > [Interfaces]タブのスタンバイ IPアドレス
を設定します。

（注）

• IPアドレスを手動で設定するには、[Use Static IP]オプションボタンをクリックして IPアド
レスとマスクを入力します。

• DHCPサーバから IPアドレスを取得するには、[Obtain Address via DHCP]オプションボタン
をクリックします。

◦ MACアドレスがオプション 61のDHCP要求パケット内に保存されるようにするには、
[Use MAC Address]オプションボタンをクリックします。
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いくつかの ISPはインターフェイスのMACアドレスにオプション61が必要です。MAC
アドレスが DHCP要求パケットに含まれていない場合、IPアドレスは割り当てられま
せん。

◦オプション 61用に生成された文字列を使用するには、[Use
“Cisco-<MAC>-<interface_name>-<host>”]をクリックします。

◦（任意）DHCPサーバからデフォルトルートを取得するには、[ObtainDefaultRouteUsing
DHCP]をオンにします。

◦（オプション）DHCPクライアントが IPアドレス要求の探索を送信する場合に、DHCP
パケットヘッダーでブロードキャストフラグを 1に設定するには、[Enable DHCP
Broadcast flag for DHCP request and discover messages]をオンにします。

DHCPサーバはこのブロードキャストフラグをリッスンし、フラグが1に設定されてい
る場合は応答パケットをブロードキャストします。

◦（任意）リースを更新するには、[Renew DHCP Lease]をクリックします。

ステップ 8 （オプション）[Description]フィールドに、このインターフェイスの説明を入力します。
説明は 240文字以内で入力できます。改行を入れずに 1行で入力します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

IPv6 アドレスの設定
この項では、IPv6アドレッシングを設定する方法について説明します。

グローバル IPv6 アドレスの設定
ルーテッドモードの任意のインターフェイスとトランスペアレントモードのBVIに対してグロー
バル IPv6アドレスを設定するには、次の手順を実行します。

グローバルアドレスを設定すると、リンクローカルアドレスは自動的に設定されるため、別々

に設定する必要はありません。

（注）

IPv6ネイバー探索を設定するには、IPv6ネイバー探索, （753ページ）を参照してください。（注）

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースで次の手順を実行します。シ
ステムコンフィギュレーションからコンテキストコンフィギュレーションに切り替えるに
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は、[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある
コンテキスト名をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 インターフェイスを選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

トランスペアレントモードの場合、BVIを選択します。トランスペアレントモードの場合は、管
理専用インターフェイスも選択できます。

ステップ 3 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 4 [Enable IPv6]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 （任意）ローカルリンクの IPv6アドレスにModified EUI-64形式のインターフェイス識別子の使
用を適用するには、[Enforce EUI-64]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 （ルーテッドインターフェイス）グローバル IPv6アドレスを次のいずれかの方法で設定します。

•ステートレス自動設定：[Interface IPv6 Addresses]エリアで、[Enable address autoconfiguration]
チェックボックスをオンにします。

インターフェイス上でステートレス自動設定をイネーブルにすると、受信したルータアドバ

タイズメントメッセージのプレフィックスに基づいて IPv6アドレスを設定します。ステー
トレスな自動設定がイネーブルになっている場合、インターフェイスのリンクローカルアド

レスは、Modified EUI-64インターフェイス IDに基づいて自動的に生成されます。

RFC 4862では、ステートレスな自動設定に設定されたホストはルータアドバタイ
ズメントメッセージを送信しないと規定していますが、ASAはこの場合、ルータ
アドバタイズメントメッセージを送信します。メッセージを抑制するには、[Suppress
RA]チェックボックスをオンにします。

（注）

•手動設定：グローバル IPv6アドレスを手動で設定するには、次の手順を実行します。

1 [Interface IPv6 Addresses]領域で、[Add]をクリックします。

[Add IPv6 Address for Interface]ダイアログボックスが表示されます。

2 [Address/Prefix Length]フィールドに入力する値は、使用する方法によって異なります。

•完全なグローバルアドレス：手動でアドレス全体を入力する場合は、完全なアドレ
スに加え、プレフィックス長を入力します。

• Modified EUI 64形式：IPv6プレフィックスとプレフィックス長を入力した後、[EUI
64]チェックボックスをオンにします。これにより、ModifiedEUI 64形式を使用して
インターフェイス IDが生成されるようになります。たとえば、
2001:0DB8::BA98:0:3210/48（完全なアドレス）または 2001:0DB8::/48（プレフィック
ス、[EUI 64]はオン）。

3 [OK]をクリックします。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

479

IPv6 アドレスの設定



ステップ 7 （BVIインターフェイス）BVIに手動でグローバルアドレスを割り当てます。トランスペアレン
トモードの管理インターフェイスでも、この方法を使用します。

a) [Interface IPv6 Addresses]領域で、[Add]をクリックします。
[Add IPv6 Address for Interface]ダイアログボックスが表示されます。

b) [Address/Prefix Length]フィールドに、完全なグローバル IPv6アドレスと IPv6プレフィックス
の長さを入力します。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 8 （オプション）IPv6ルータアドバタイズメントに含める IPv6プレフィックスを設定するには、
ルータアドバタイズメントの IPv6プレフィックスの設定, （762ページ）を参照してください。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]ペインに戻ります。

（オプション）リンクローカルアドレスの自動設定

グローバルアドレスを設定する必要がなく、リンクローカルアドレスだけを設定する必要がある

場合は、リンクローカルアドレスをインターフェイスのMACアドレス（Modified EUI-64形式。
MACアドレスで使用するビット数は48ビットであるため、インターフェイス IDに必要な64ビッ
トを埋めるために追加ビットを挿入する必要があります。）

リンクローカルアドレスをインターフェイスに自動的に設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

ルーテッドモードのみでサポートされます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 インターフェイスを選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

ステップ 3 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 4 [IPv6 configuration]領域で、[Enable IPv6]チェックボックスをオンにします。
このオプションでは、IPv6をイネーブルにし、インターフェイスのMACアドレスに基づくModified
EUI-64インターフェイス IDを使用してリンクローカルアドレスを自動的に生成します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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（オプション）リンクローカルアドレスの手動設定

グローバルアドレスを設定する必要がなく、リンクローカルアドレスだけを設定する必要がある

場合は、リンクローカルアドレスを手動で定義できます。Modified EUI-64形式に基づくリンク
ローカルアドレスを自動的に割り当てることを推奨します。たとえば、他のデバイスがModified
EUI-64形式の使用を必要とする場合、手動で割り当てたリンクローカルアドレスのパケットはド
ロップされる可能性があります。

インターフェイスにリンクローカルアドレスを割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 インターフェイスを選択して、[Edit]をクリックします。
ブリッジグループの場合は、ブリッジグループメンバーインターフェイスを選択します。

[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

ステップ 3 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 4 （任意）ローカルリンクの IPv6アドレスにModified EUI-64形式のインターフェイス識別子の使
用を適用するには、[Enforce EUI-64]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 リンクローカルアドレスを設定するには、[Link-local address]フィールドにアドレスを入力しま
す。

リンクローカルアドレスは、FE8、FE9、FEA、または FEBで始まっている必要があります。た
とえば fe80::20d:88ff:feee:6a82のようになります。IPv6アドレッシングの詳細については、IPv6
Addresses, （1011ページ）を参照してください。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェ

イスのモニタリング

インターフェイスの統計情報、ステータス、PPPoEなどをモニタできます。

インターフェイス統計情報

• [Monitoring] > [Interfaces] > [Interface Graphs]

インターフェイスの統計情報をグラフ形式またはテーブル形式で表示できます。インター

フェイスをコンテキスト間で共有している場合、ASAには現在のコンテキストの統計情報だ
けが表示されます。サブインターフェイスに表示される統計情報の数は、物理インターフェ

イスに表示される統計情報の数のサブセットです。
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• [Monitoring] > [Interfaces] > [Interface Graphs] > [Graph/Table]

選択した統計情報のグラフを表示します。[Graph]ウィンドウには、最大4つのグラフおよび
テーブルを同時に表示することができます。デフォルトで、グラフまたはテーブルにリアル

タイムな統計情報が表示されます。履歴メトリックをイネーブルにすると、過去の期間の統

計情報を表示できます。

スタティックルートトラッキング

• [Monitoring] > [Interfaces] > [interface connection] > [Track Status]

追跡対象オブジェクトに関する情報を表示します。

• [Monitoring] > [Interfaces] > [interface connection] > [Monitoring Statistics]

SLAモニタリングプロセスの統計情報を表示します。

PPPoE
• [Monitoring] > [Interfaces] > [PPPoE Client] >[PPPoE Client Lease Information]

現在の PPPoE接続に関する情報を表示します。

ダイナミック ACL
[Monitoring] > [Interfaces] > [Dynamic ACLs]

ダイナミック ACLのテーブルを表示します。ダイナミック ACLは、ASAによって自動的に作
成、アクティブ化、および削除される点を除いて、ユーザ設定のACLと機能上同じです。これら
の ACLはコンフィギュレーションには表示されず、このテーブルだけに表示されます。ダイナ
ミック ACLは、ACLヘッダーの “(dynamic)”キーワードで区別されます。

ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェ

イスの例

2 つのブリッジグループを含むトランスペアレントモードの例
トランスペアレントモードの次の例では、3つのインターフェイスそれぞれの 2つのブリッジグ
ループと管理専用インターフェイスを示します。

interface gigabitethernet 0/0
nameif inside1
security-level 100
bridge-group 1
no shutdown

interface gigabitethernet 0/1
nameif outside1
security-level 0
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bridge-group 1
no shutdown

interface gigabitethernet 0/2
nameif dmz1
security-level 50
bridge-group 1
no shutdown

interface bvi 1
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 standby 10.1.3.2

interface gigabitethernet 1/0
nameif inside2
security-level 100
bridge-group 2
no shutdown

interface gigabitethernet 1/1
nameif outside2
security-level 0
bridge-group 2
no shutdown

interface gigabitethernet 1/2
nameif dmz2
security-level 50
bridge-group 2
no shutdown

interface bvi 2
ip address 10.3.5.8 255.255.255.0 standby 10.3.5.9

interface management 0/0
nameif mgmt
security-level 100
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0 standby 10.2.1.2
no shutdown

ルーテッドモードおよびトランスペアレントモードのインターフェ

イスの履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

トランスペアレントファイアウォールモードの IPv6サポートが導入さ
れました。

8.2(1)トランスペアレントモード

の IPv6のサポート
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

セキュリティコンテキストのオーバーヘッドを避けたい場合、または

セキュリティコンテキストを最大限に使用したい場合、インターフェ

イスをブリッジグループにグループ化し、各ネットワークに 1つずつ
複数のブリッジグループを設定できます。ブリッジグループのトラ

フィックは他のブリッジグループから隔離されます。シングルモード

またはコンテキストごとに、それぞれ4つのインターフェイスからなる
最大 8個のブリッジグループを設定できます。

次の画面が変更または導入されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] >
[Add/Edit Bridge Group Interface]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] >
[Add/Edit Interface]

8.4(1)トランスペアレントモード

のブリッジグループ

ブリッジグループの最大数が 8個から 250個に増えました。シングル
モードでは最大 250個、マルチモードではコンテキストあたり最大 8
個のブリッジグループを設定でき、各ブリッジグループには最大 4個
のインターフェイスを追加できます。

次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] >
[Add/Edit Bridge Group Interface]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] >
[Add/Edit Interface]

9.3(1)トランスペアレントモード

のブリッジグループの最大

数が 250に増加
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第 17 章

インターフェイスの高度な設定

この章では、インターフェイスのMACアドレスを設定する方法、最大伝送ユニット（MTU）を
設定する方法、TCP最大セグメントサイズ（TCP MSS）を設定する方法、および同じセキュリ
ティレベルの通信を許可する方法について説明します。最高のネットワークパフォーマンスを

実現するには、正しいMTUと最大 TCPセグメントサイズの設定が不可欠です。

マルチコンテキストモードでは、この項のタスクをコンテキスト実行スペースで実行してく

ださい。 [Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイス IPアドレスの下のコ
ンテキスト名をダブルクリックします。

（注）

• 高度なインターフェイス設定について, 485 ページ

• MACアドレス、MTU、TCP MSSの設定, 490 ページ

• 同一のセキュリティレベル通信の許可, 492 ページ

• ARPおよびMACアドレステーブルのモニタリング, 492 ページ

高度なインターフェイス設定について

この項では、インターフェイスの高度な設定について説明します。

MAC アドレスについて
デフォルトでは、物理インターフェイスはバーンドインMACアドレスを使用し、物理インター
フェイスのすべてのサブインターフェイスは同じバーンドインMACアドレスを使用します。

ASASMでは、すべての VLANがバックプレーンから提供される同じMACアドレスを使用しま
す。

冗長インターフェイスでは、追加する最初の物理インターフェイスのMACアドレスを使用しま
す。コンフィギュレーションでメンバーインターフェイスの順序を変更すると、MACアドレス
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は、リストの最初になったインターフェイスのMACアドレスと一致するように変更されます。
このコマンドを使用して冗長インターフェイスにMACアドレスを割り当てると、メンバインター
フェイスのMACアドレスに関係なく、割り当てたMACアドレスが使用されます。

EtherChannelの場合は、そのチャネルグループに含まれるすべてのインターフェイスが同じMAC
アドレスを共有します。この機能によって、EtherChannelはネットワークアプリケーションとユー
ザに対してトランスペアレントになります。ネットワークアプリケーションやユーザから見える

のは 1つの論理接続のみであり、個々のリンクのことは認識しないからです。ポートチャネルイ
ンターフェイスは、最も小さいチャネルグループインターフェイスのMACアドレスをポート
チャネルMACアドレスとして使用します。または、ポートチャネルインターフェイスのMAC
アドレスを手動で設定することもできます。マルチコンテキストモードでは、EtherChannelポー
トインターフェイスを含め、一意のMACアドレスをインターフェイスに自動的に割り当てるこ
とができます。グループチャネルインターフェイスのメンバーシップを変更する場合は、固有の

MACアドレスを手動で設定するか、またはマルチコンテキストモードで自動的に設定すること
を推奨します。ポートチャネルMACアドレスを提供していたインターフェイスを削除すると、
そのポートチャネルのMACアドレスは次に番号が小さいインターフェイスに変わるため、トラ
フィックが分断されます。

マルチコンテキストモードでは、コンテキスト間でインターフェイスを共有している場合、固有

のMACアドレスをそれぞれのコンテキストのインターフェイスに割り当てることができます。
この機能を使用すると、ASAはパケットを適切なコンテキストに容易に分類できます。固有の
MACアドレスがなくても共有インターフェイスを使用できますが、制限があります。コンテキス
トの共有インターフェイスには、手動で各MACアドレスを割り当てることも、自動生成するこ
ともできます。MACアドレスを自動生成する場合、この手順を使用して生成されたアドレスを上
書きできます。

サブインターフェイスに一意のMACアドレスを割り当てることが必要になる場合があります。
たとえば、サービスプロバイダーによっては、MACアドレスに基づいてアクセスコントロール
を実行する場合があります。

関連トピック

ASAがパケットを分類する方法, （217ページ）
コンテキストインターフェイスへのMACアドレスの自動割り当て, （237ページ）

MTU について
MTUは、ASAが特定のイーサネットインターフェイスで送信する最大フレームペイロードサイ
ズを指定します。MTUの値は、イーサネットヘッダー、VLANタギング、他のオーバーヘッド
を含まないフレームサイズです。たとえば、MTUを 1500に設定すると、予想されるフレームサ
イズは、ヘッダーを含めて 1518バイトです。または、VLANを使用している場合は、1522バイ
トです。これらのヘッダーに対応するためにMTU値を高く設定しないでください。

VXLANについては、イーサネットデータグラム全体がカプセル化されるため、新しい IPパケッ
トにより大きなMTUが必要です。ASA VTEP送信元インターフェイスのMTUを 54バイト以上
のネットワークMTUに設定する必要があります。
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『Path MTU Discovery』

ASAは、Path MTU Discovery（RFC 1191に規定）をサポートします。つまり、2台のホスト間の
ネットワークパス内のすべてのデバイスでMTUを調整できます。したがってパスの最小MTUの
標準化が可能です。

デフォルト MTU

ASAのデフォルトMTUは、1500バイトです。この値には、イーサネットヘッダー、VLANタギ
ングや他のオーバーヘッドのための 18～22バイト以上は含まれません。

VTEP送信元インターフェイスの VXLANを有効にし、MTUが 1554バイト未満の場合、ASAは
自動的にMTUを 1554バイトに増やします。この場合、イーサネットデータグラム全体がカプセ
ル化されるため、新しいパケットにはより大きなMTUが必要です。一般的には、ASAソースイ
ンターフェイスMTUをネットワークMTU + 54バイトに設定する必要があります。

MTU とフラグメンテーション

IPv4では、出力 IPパケットが指定されたMTUより大きい場合、2つ以上のフレームにフラグメ
ント化されます。フラグメントは送信先（場合によっては中継先）で組立て直されますが、フラ

グメント化はパフォーマンス低下の原因となります。IPv6では、通常、パケットはフラグメント
化を許可されていません。したがってフラグメント化を避けるために、IPパケットをMTUサイ
ズ以内に収める必要があります。

TCPパケットでは、通常、エンドポイントはMTUを使用して TCPの最大セグメントサイズ（た
とえば、MTU - 40）を判別します。途中で追加の TCPヘッダーが追加された場合（たとえば、サ
イト間 VPNトンネル）、TCP MSSはトンネリングエンティティで下方調整しないといけない場
合があります。 TCP MSSについて, （488ページ）を参照してください。

UDPまたは ICMPでは、フラグメンテーションを回避するために、アプリケーションはMTUを
考慮する必要があります。

ASAはメモリに空きがある限り、設定されたMTUよりも大きいフレームを受信します。（注）

MTU とジャンボフレーム

より大きなMTUは、より大きなパケットの送信が可能です。より大きなパケットは、ネットワー
クにとってより効率的な場合があります。次のガイドラインを参照してください。

•トラフィックパスのMTUの一致：すべての ASAインターフェイスとトラフィックパス内
のその他のデバイスのインターフェイスでは、MTUが同じになるように設定することを推奨
します。MTUの一致により、中間デバイスでのパケットのフラグメント化が回避できます。

•ジャンボフレームに対応する：ジャンボフレームを有効にすると、MTUを最大 9198バイト
に設定できます。ASAvの最大値は 9000、FXOSシャーシ上の ASAの最大値はです。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

487

高度なインターフェイス設定について



ASA 5585-XとFXOSシャーシでは、VLANタギングを使用している場合、最
大MTUは 4バイト小さいです：ASA 5585-Xでは 9194、FXOSシャーシでは
8996です。

（注）

TCP MSS について
最大セグメントサイズ（TCP MSS）とは、あらゆる TCPおよび IPヘッダーが追加される前の
TCPペイロードのサイズです。UDPパケットは影響を受けません。接続を確立するときのスリー
ウェイハンドシェイク中に、クライアントとサーバは TCP MSS値を交換します。

通過トラフィックの TCP MSSを ASAに設定できます。デフォルトでは、最大 TCP MSSは 1380
バイトに設定されます。この設定は、ASAが IPsec VPNカプセル化のパケットサイズを追加する
必要がある場合に役立ちます。ただし、非 IPsecエンドポイントでは、ASAの最大 TCPMSSを無
効にする必要があります。

最大 TCP MSSを設定している場合、接続のいずれかのエンドポイントが ASAに設定された値を
超える TCP MSSを要求すると、ASAは要求パケット内の TCP MSSを ASAの最大サイズで上書
きします。ホストまたはサーバが TCP MSSを要求しない場合、ASAは RFC 793のデフォルト値
536バイト（IPv4）または 1220バイト（IPv6）を想定しますが、パケットは変更しません。たと
えば、MTUをデフォルトの1500バイトのままにします。ホストは、1500バイトのMSSからTCP
および IPのヘッダー長を減算して、MSSを 1460バイトに設定するように要求します。ASAの最
大 TCP MSSが 1380（デフォルト）の場合は、ASAは TCP要求パケットのMSS値を 1380に変更
します。その後、サーバは、1380バイトのペイロードを含むパケットを送信します。ASAは、最
大 120バイトのヘッダーをパケットに追加しても、1500バイトのMTUサイズに適応することが
できます。

TCPの最小MSSも設定できます。ホストまたはサーバが非常に小さいTCPMSSを要求した場合、
ASAは値を調整します。デフォルトでは、最小 TCP MSSは有効ではありません。

SSL VPN接続用を含め、to-the-boxトラフィックの場合、この設定は適用されません。ASAは
MTUを使用して、TCP MSSを導き出します。MTU - 40（IPv4）またはMTU - 60（IPv6）となり
ます。

デフォルト TCP MSS

デフォルトでは、ASAの最大 TCP MSSは 1380バイトです。このデフォルトは、ヘッダーが最大
120バイトの IPv4 IPsec VPN接続に対応しています。この値は、MTUのデフォルトの 1500バイ
ト内にも収まっています。

TCP MSS の推奨最大設定

デフォルトでは TCPMSSは、ASAが IPv4 IPsec VPNエンドポイントとして機能し、MTUが 1500
バイトであることを前提としています。ASAが IPv4 IPsec VPNエンドポイントとして機能してい
る場合は、最大 120バイトの TCPおよび IPヘッダーに対応する必要があります。
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MTU値を変更して、IPv6を使用するか、または IPsec VPNエンドポイントとして ASAを使用し
ない場合は、TCPMSS設定を変更する必要があります。次のガイドラインを参照してください。

•通常のトラフィック：TCPMSSの制限を無効にし、接続のエンドポイント間で確立された値
を受け入れます。通常、接続エンドポイントはMTUからTCPMSSを取得するため、非 IPsec
パケットは通常この TCP MSSを満たしています。

• IPv4 IPsecエンドポイントトラフィック：最大 TCPMSSをMTU - 120に設定します。たとえ
ば、ジャンボフレームを使用しており、MTUを 9000に設定すると、新しいMTUを使用す
るために、TCP MSSを 8880に設定する必要があります。

• IPv6 IPsecエンドポイントトラフィック：最大 TCP MSSをMTU - 140に設定します。

インターフェイス間通信

同じセキュリティレベルのインターフェイスで相互通信を許可する利点としては、次のものがあ

ります。

• 101より多い数の通信インターフェイスを設定できます。

各インターフェイスで異なるセキュリティレベルを使用したときに、同一のセキュリティ

レベルにインターフェイスを割り当てないと、各レベル（0～ 100）に 1つのインターフェ
イスしか設定できません。

• ACLがなくても同じセキュリティレベルのインターフェイスすべての間で自由にトラフィッ
クが流れるようにできます。

同じセキュリティインターフェイス通信をイネーブルにした場合でも、異なるセキュリティレベ

ルで通常どおりインターフェイスを設定できます。

インターフェイス内通信（ルーテッドファイアウォールモード）

インターフェイス内通信は、インターフェイスに入ってくるVPNトラフィックに対して使用でき
ますが、その場合は同じインターフェイスのルートから外されます。この場合、VPNトラフィッ
クは暗号化解除されたり、別のVPN接続のために再度暗号化されたりする場合があります。たと
えば、ハブアンドスポーク VPNネットワークがあり、ASAがハブ、リモート VPNネットワー
クがスポークの場合、あるスポークが別のスポークと通信するためには、トラフィックはASAに
入ってから他のスポークに再度ルーティングされる必要があります。

この機能で許可されたすべてのトラフィックは、引き続きファイアウォール規則に従います。

リターントラフィックが ASAを通過できない原因となるため、非対称なルーティング状態に
しないよう注意してください。

（注）

ASASMの場合、この機能をイネーブルにするには、まず、パケットがスイッチ経由で宛先ホスト
に直接送信されるのではなく、ASAのMACアドレスに送信されるように、MSFCを正しく設定
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する必要があります。次の図に、同一インターフェイス上のホストが通信する必要があるネット

ワークを示します。

次の設定例では、次の図に示すネットワークのポリシールーティングをイネーブルにするために

使用される Cisco IOS route-mapコマンドを示します。

route-map intra-inter3 permit 0
match ip address 103
set interface Vlan20
set ip next-hop 10.6.34.7

!
route-map intra-inter2 permit 20
match ip address 102
set interface Vlan20
set ip next-hop 10.6.34.7

!
route-map intra-inter1 permit 10
match ip address 101
set interface Vlan20
set ip next-hop 10.6.34.7

MAC アドレス、MTU、TCP MSS の設定

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースで次の手順を実行します。シ
ステムからコンテキストコンフィギュレーションに変更するには、[Configuration] > [Device
List]ペインでアクティブなデバイスの IPアドレスの下にリストされているコンテキスト名
をダブルクリックします。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 インターフェイス行を選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが、[General]タブが選択された状態で表示されます。

ステップ 3 [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 4 MTUを設定する場合、またはジャンボフレームのサポートをイネーブルにする場合（サポート
対象モデルのみ）、[MTU]フィールドに 300～ 9198（ASAvの場合は 9000、FXOSシャーシの場
合は）バイトの範囲で値を入力します。

デフォルトは 1500バイトです。

冗長インターフェイスまたはポートチャネルインターフェイスにMTUを設定すると、
ASAは、この設定をすべてのメンバーインターフェイスに適用します。

（注）

•ジャンボフレームをサポートする、シングルモードのモデルの場合：いずれかのインター
フェイスに 1500を超える値を入力すると、ジャンボフレームサポートがすべてのインター
フェイスに対して自動的にイネーブルになります。すべてのインターフェイスのMTUの設
定を 1500未満に戻すと、ジャンボフレームサポートがディセーブルになります。

•ジャンボフレームをサポートするマルチモードの場合：いずれかのインターフェイスに1500
を超える値を入力する場合、必ずシステムコンフィギュレーションのジャンボフレームサ

ポートをイネーブルにしてください。ジャンボフレームサポートの有効化, （423ページ）
を参照してください。

ジャンボフレームサポートをイネーブルまたはディセーブルにするには、ASAをリ
ロードする必要があります。

（注）

ステップ 5 MACアドレスをこのインターフェイスに手動で割り当てるには、[ActiveMacAddress]フィールド
にMACアドレスを H.H.H形式（Hは 16ビットの 16進数）で入力します。
たとえば、MACアドレスが 00-0C-F1-42-4C-DEであれば、000C.F142.4CDEと入力します。自動
生成されたMACアドレスも使用する場合、手動で割り当てるMACアドレスの最初の 2バイトに
は A2を使用できません。

ステップ 6 フェールオーバーを使用する場合、[Standby Mac Address]フィールドにスタンバイMACアドレス
を入力します。アクティブ装置がフェールオーバーし、スタンバイ装置がアクティブになると、

新しいアクティブ装置はアクティブなMACアドレスの使用を開始して、ネットワークの切断を
最小限に抑えます。一方、古いアクティブ装置はスタンバイアドレスを使用します。

ステップ 7 TCPMSSを設定するには、[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [TCP Options]の順に選択しま
す。次のオプションを設定します。

• [Force Maximum Segment Size for TCP]：最大 TCPセグメントサイズを 48から最大数の範囲
のバイト数で設定します。デフォルト値は 1380バイトです。この機能は、0バイトに設定す
ることによってディセーブルにできます。
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• [Force Minimum Segment Size for TCP]：48から最大数の間で、ユーザが設定したバイト数未
満にならないように最大セグメントサイズを上書きします。この機能は、デフォルトでディ

セーブルです（0に設定）。

ステップ 8 [Secure Group Tagging]設定については、ファイアウォールコンフィギュレーションガイドを参照
してください。

ステップ 9 [ASACluster]設定については、（推奨、マルチコンテキストモードでは必須）プライマリユニッ
トでのインターフェイスの設定, （346ページ）を参照してください。

同一のセキュリティレベル通信の許可

デフォルトでは、同じセキュリティレベルのインターフェイスは相互に通信することができませ

ん。また、パケットは同じインターフェイスを出入りすることができません。この項では、複数

のインターフェイスが同じセキュリティレベルの場合にインターフェイス間通信をイネーブルに

する方法と、インターフェイス内通信をイネーブルにする方法について説明します。

手順

ステップ 1 同じセキュリティレベルのインターフェイス間の通信をイネーブルにするには、[Configuration] >
[Interfaces]ペインで、[Enable traffic between two or more interfaces which are configured with same
security level]をオンにします。

ステップ 2 同じインターフェイスに接続されているホスト間の通信をイネーブルにするには、[Enable traffic
between two or more hosts connected to the same interface]をオンにします。

ARP および MAC アドレステーブルのモニタリング
• [Monitoring] > [Interfaces] > [ARP Table]

スタティックエントリやダイナミックエントリを含む ARPテーブルを表示します。ARP
テーブルには、MACアドレスを所定のインターフェイスの IPアドレスにマッピングするエ
ントリが含まれます。

• [Monitoring] > [Interfaces] > [MAC Address Table]

スタティックおよびダイナミックMACアドレスエントリを表示します。
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第 18 章

トラフィックゾーン

トラフィックゾーンに複数のインターフェイスを割り当てることができます。これにより、既

存のフローのトラフィックがゾーン内のインターフェイスで ASAに出入りできるようになりま
す。この機能により、ASA上での等コストマルチパス（ECMP）のルーティングや、ASAへの
トラフィックの複数のインターフェイスにわたる外部ロードバランシングが可能になります。

• トラフィックゾーンの概要, 493 ページ

• トラフィックゾーンの前提条件, 500 ページ

• トラフィックゾーンのガイドライン, 501 ページ

• トラフィックゾーンの設定, 503 ページ

• トラフィックゾーンのモニタリング, 503 ページ

• トラフィックゾーンの例, 505 ページ

• トラフィックゾーンの履歴, 508 ページ

トラフィックゾーンの概要

この項では、ネットワークでトラフィックゾーンを使用する方法について説明します。

ゾーン分割されていない動作

アダプティブセキュリティアルゴリズムは、トラフィックの許可または拒否を決定する際に、パ

ケットの状態を考慮します。フローに適用されたパラメータの 1つは、トラフィックが同じイン
ターフェイスに出入りすることです。異なるインターフェイスに入る既存のフローのトラフィッ

クは、ASAによってドロップされます。

トラフィックゾーンにより、複数のインターフェイスを 1つにまとめることができるため、ゾー
ン内の任意のインターフェイスに出入りするトラフィックがアダプティブセキュリティアルゴリ

ズムのセキュリティチェックを満たすことができるようになります。
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関連トピック

ステートフルインスペクションの概要, （27ページ）

ゾーンを使用する理由

ゾーンを使用して、複数のルーティングのシナリオに対応することができます。

非対称ルーティング

次のシナリオでは、Outside1インターフェイスの ISP 1を経由する内部ホストと外部ホストの間に
接続が確立されています。宛先ネットワークの非対称ルーティングが原因で、Outside2インター
フェイスの ISP 2からリターントラフィックが到達しています。

ゾーン分割されていない場合の問題：ASAは、インターフェイスごとに接続テーブルを保持しま
す。リターントラフィックがOutside2に到達すると、そのトラフィックは、接続テーブルに一致
しないため、ドロップされます。ASAクラスタに関しては、クラスタが同一ルータに対して複数
の隣接関係（アジャセンシー）を持つ場合、非対称ルーティングは許容できないトラフィック紛

失の原因となることがあります。

ゾーン分割されたソリューション：ASAは、ゾーンごとに接続テーブルを保持します。Outside1
とOutside2を 1つのゾーンにグループ化した場合、リターントラフィックがOutside2に到達する
と、ゾーンごとの接続テーブルに一致するため、接続が許可されます。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
494

トラフィックゾーンの概要



紛失したルート

次のシナリオでは、Outside1インターフェイスの ISP 1を経由する内部ホストと外部ホストの間に
接続が確立されています。Outside1と ISP 1間でルートが紛失または移動したため、トラフィック
は ISP 2を経由する別のルートを通る必要があります。

ゾーン分割されていない場合の問題：内部ホストと外部ホスト間の接続が削除されるため、新し

い次善のルートを使用して新しい接続を確立する必要があります。UDPの場合、1つのパケット
がドロップダウンすると新しいルートが使用され、UDPがない場合は、新しい接続を再確立する
必要があります。

ゾーン分割されたソリューション：ASAは、紛失したルートを検出し、フローを ISP 2経由の新
しいパスに切り替えます。トラフィックは、パケットがドロップすることなくシームレスに転送

されます。

ロードバランシング

次のシナリオでは、Outside1インターフェイスの ISP 1を経由する内部ホストと外部ホストの間に
接続が確立されています。2番目の接続が Outside2の ISP 2を経由する等コストルートを介して
確立されています。
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ゾーン分割されていない場合の問題：インターフェイス間でロードバランシングを行うことがで

きません。可能なのは、1つのインターフェイスの等コストルートによるロードバランスだけで
す。

ゾーン分割されたソリューション：ASAは、ゾーン内のすべてのインターフェイスで最大 8つの
等コストルート間の接続をロードバランスすることができます。

ゾーンごとの接続テーブルおよびルーティングテーブル

ASAは、トラフィックがゾーンのインターフェイスのいずれかに到達できるようにゾーンごとの
接続テーブルを保持します。また、ASAは、ECMPサポート用にゾーンごとのルーティングテー
ブルも保持します。

ECMP ルーティング
ASAでは、等コストマルチパス（ECMP）ルーティングをサポートしています。

ゾーン分割されていない ECMP サポート

ゾーンがない場合は、インターフェイスごとに最大 8つの等コストのスタティックルートタまた
はダイナミックルートを設定できます。たとえば、次のように異なるゲートウェイを指定する外

部インターフェイスに 3つのデフォルトルートを設定できます。

route outside 0 0 10.1.1.2
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route outside 0 0 10.1.1.3
route outside 0 0 10.1.1.4

この場合、トラフィックは、10.1.1.2、10.1.1.3と 10.1.1.4間の外部インターフェイスでロードバ
ランスされます。トラフィックは、送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレスをハッシュするア
ルゴリズムに基づいて、指定したゲートウェイ間に分配されます。

ECMPは複数のインターフェイス間ではサポートされないため、異なるインターフェイスで同じ
宛先へのルートを定義することはできません。上記のルートのいずれかを設定すると、次のルー

トは拒否されます。

route outside2 0 0 10.2.1.1

ゾーン分割された ECMP サポート

ゾーンがある場合は、ゾーン内の最大 8つのインターフェイス間に最大 8つの等コストのスタ
ティックルートまたはダイナミックルートを設定できます。たとえば、次のようにゾーン内の 3
つのインターフェイ間に 3つのデフォルトルートを設定できます。

route outside1 0 0 10.1.1.2
route outside2 0 0 10.2.1.2
route outside3 0 0 10.3.1.2

同様に、ダイナミックルーティングプロトコルは、自動的に等コストルートを設定できます。

ASAでは、より堅牢なロードバランシングメカニズムを使用してインターフェイス全体でトラ
フィックをロードバランスします。

ルートが紛失した場合、ASAはフローをシームレスに別のルートに移動させます。

接続のロードバランス方法

ASAでは、パケットの6タプル（送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元ポート、宛先ポー
ト、プロトコル、入力インターフェイス）から生成されたハッシュを使用して、等コストルート

間の接続をロードバランスします。ルートが紛失しない限り、接続は接続期間中、インターフェ

イスで継続されます。

接続内のパケットは、ルート間でロードバランスされません。接続では、そのルートが紛失しな

い限り、単一ルートを使用します。

ASAでは、ロードバランシング時にインターフェイス帯域幅やその他のパラメータを考慮しませ
ん。同じゾーン内のすべてのインターフェイスがMTU、帯域幅などの同じ特性を持つことを確認
します。

ロードバランシングアルゴリズムは、ユーザ設定可能ではありません。

別のゾーンのルートへのフォールバック

ルートがインターフェイスで紛失したときにゾーン内で使用可能な他のルートがない場合、ASA
では、異なるインターフェイス/ゾーンからのルートを使用します。このバックアップルートを使
用した場合、ゾーン分割されていないルーティングのサポートと同様にパケットのドロップが発

生することがあります。
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インターフェイスベースのセキュリティポリシーの設定

ゾーンを使用すると、トラフィックはゾーン内のすべてのインターフェイスで出入りを許可され

ますが、セキュリティポリシー自体（アクセスルール、NATなど）は、ゾーン単位ではなく、
インターフェイス単位で適用されます。ゾーン内のすべてのインターフェイスに同じセキュリティ

ポリシーを設定すると、そのトラフィックのECMPおよびロードバランシングを適切に実装でき
ます。必須のパラレルインターフェイス設定の詳細については、トラフィックゾーンの前提条

件, （500ページ）を参照してください。

トラフィックゾーンでサポートされるサービス

次のサービスがゾーンでサポートされています。

•アクセルルール

• NAT

• QoSトラフィックポリシングを除くサービスルール。

• Routing

完全にゾーン分割されたサポートは利用できませんが、To-the-BoxおよびFrom-the-Boxトラフィッ
ク, （499ページ）に示した to-the-boxサービスおよび from-the-boxサービスを設定することもでき
ます。

トラフィックゾーンのインターフェイスに他のサービス（VPN、ボットネットトラフィックフィ
ルタなど）を設定しないでください。これらのサービスは、想定どおりに機能または拡張しない

ことがあります。

セキュリティポリシーの設定方法の詳細については、トラフィックゾーンの前提条件, （500
ページ）を参照してください。

（注）

セキュリティレベル

ゾーンに最初に追加するインターフェイスによってゾーンのセキュリティレベルが決まります。

追加のインターフェイスは、すべて同じセキュリティレベルにする必要があります。ゾーン内の

インターフェイスのセキュリティレベルを変更するには、1つのインターフェイスを除くすべて
のインターフェイスを削除してからセキュリティレベルを変更し、インターフェイスを再度追加

します。

フローのプライマリおよび現在のインターフェイス

各接続フローは、最初の入出力インターフェイスに基づいて構築されます。これらのインターフェ

イスは、プライマリインターフェイスです。
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ルート変更または非対称ルーティングにより、新しい出力インターフェイスが使用されている場

合は、新しいインターフェイスが現在のインターフェイスになります。

ゾーンの追加または削除

ゾーンにインターフェイスを割り当てる場合、そのインターフェイスのすべての接続が削除され

ます。接続を再確立する必要があります。

ゾーンからインターフェイスを削除する場合、そのインターフェイスをプライマリインターフェ

イスとしているすべての接続が削除されます。接続を再確立する必要があります。そのインター

フェイスが現在のインターフェイスの場合、ASAは接続をプライマリインターフェイスに戻しま
す。ゾーンのルートテーブルも更新されます。

ゾーン内トラフィック

トラフィックがあるインターフェイスに入り、同じゾーンの別のインターフェイスから出ること

ができるようにするには、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] > [Enable
traffic between two or more hosts connected to the same interface]をイネーブルにしてトラフィックが同
じインターフェイスを出入りできるようにし、さらに、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface
Settings] > [Interfaces] > [Enable traffic between two or more interfaces which are configured with same
security level]をイネーブルにして same-securityインターフェイス間のトラフィックを許可します。
このように設定しない場合、フローは同じゾーンの 2つのインターフェイス間をルーティングで
きません。

To-the-Box および From-the-Box トラフィック
• management-onlyインターフェイスまたは management-accessインターフェイスをゾーンに追
加することはできません。

•ゾーンの通常のインターフェイスでの管理トラフィックでは、既存のフローの非対称ルー
ティングのみがサポートされます。ECMPサポートはありません。

• 1つのゾーンインターフェイスにのみ管理サービスを設定できますが、非対称ルーティング
サポートを利用するには、すべてのインターフェイスでそれを設定する必要があります。構

成がすべてのインターフェイスでパラレルである場合でも、ECMPはサポートされません。

• ASAは、ゾーンで次の To-the-Boxおよび From-the-Boxサービスをサポートします。

◦ Telnet

◦ SSH

◦ HTTPS

◦ SNMP

◦ Syslog
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ゾーン内の IP アドレスのオーバーラップ
ゾーン分割されていないインターフェイスの場合、ASAでは、NATが正しく設定されていれば、
インターフェイスでの IPアドレスネットワークのオーバーラップをサポートします。ただし、同
じゾーンのインターフェイスでは、ネットワークのオーバーラップはサポートされていません。

トラフィックゾーンの前提条件

•名前、IPアドレス、およびセキュリティレベルを含むすべてのインターフェイスパラメー
タを設定します。ゾーンのすべてのインターフェイスでセキュリティレベルが一致する必要

があることに注意してください。帯域幅および他のレイヤ 2のプロパティについては、イン
ターフェイスのようにグループ化する計画を立てる必要があります。

•次のサービスをゾーンのすべてのインターフェイスで一致するように設定します。

◦アクセスルール：同じアクセスルールをゾーンのすべてのメンバーインターフェイス
に適用するか、グローバルアクセスルールを使用します。

次に例を示します。

access-list ZONE1 extended permit tcp any host WEBSERVER1 eq 80
access-group ZONE1 in interface outside1
access-group ZONE1 in interface outside2
access-group ZONE1 in interface outside3

◦ NAT：ゾーンのすべてのメンバーインターフェイスで同じ NATポリシーを設定する
か、グローバル NATルールを使用します（つまり、「any」を使用して NATルールで
ゾーンのインターフェイスを表します）。

インターフェイス PATはサポートされていません。

次に例を示します。

object network WEBSERVER1
host 10.9.9.9 255.255.255.255
nat (inside,any) static 209.165.201.9

インターフェイス固有の NATおよび PATプールを使用したときに元のイン
ターフェイスの障害が発生した場合、ASAは接続を切り替えることはできま
せん。

インターフェイス固有の PATプールを使用する場合、同じホストからの複数
の接続は、別のインターフェイスにロードバランスし、別のマッピング IPア
ドレスを使用することがあります。この場合、複数の同時接続を使用するイ

ンターネットサービスが正しく機能しないことがあります。

（注）

◦サービスルール：グローバルサービスポリシーを使用するか、ゾーンの各インターフェ
イスに同じポリシーを割り当てます。
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QoSトラフィックポリシングはサポートされていません。

次に例を示します。

service-policy outside_policy interface outside1
service-policy outside_policy interface outside2
service-policy outside_policy interface outside3

VoIPインスペクションでは、ゾーンのロードバランシングにより、順序が正
しくないパケットが増加する可能性があります。この状況は、異なるパスを

通る先行パケットの前に後行パケットが ASAに到達する可能性があるために
発生することがあります。順序が正しくないパケットには、次のような症状

があります。

（注）

•キューイングを使用した場合に、中間ノード（ファイアウォールと IDS）
および受信エンドノードでメモリ使用率が高い。

•ビデオまたは音声の品質が低い。

これらの影響を軽減するには、VoIPトラフィックのロード分散にのみ IPアド
レスを使用することを推奨します。

• ECMPゾーン機能を考慮してルーティングを設定します。

トラフィックゾーンのガイドライン

ファイアウォールモード

ルーテッドファイアウォールモードでだけサポートされています。トランスペアレントファイ

アウォールモード。

フェールオーバー

•フェールオーバーリンクまたはステートリンクをゾーンに追加することはできません。

•アクティブ/アクティブフェールオーバーモードでは、各コンテキストのインターフェイス
を非対称ルーティング（ASR）グループに割り当てることができます。このサービスにより、
ピア装置の同様のインターフェイスに戻るトラフィックを元の装置に復元することができま

す。コンテキスト内に ASRグループとトラフィックゾーンの両方を設定することはできま
せん。コンテキスト内にゾーンを設定した場合、どのコンテキストインターフェイスもASR
グループに含めることはできません。ASRグループに関する詳細については、非対称にルー
ティングされたパケットのサポートの設定（アクティブ/アクティブモード）,（286ページ）
を参照してください。
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•各接続のプライマリインターフェイスのみがスタンバイ装置に複製されます。現在のイン
ターフェイスは複製されません。スタンバイ装置がアクティブになると、その装置によって

必要に応じて現在の新しいインターフェイスが割り当てられます。

クラスタ

•クラスタ制御リンクをゾーンに追加することはできません。

その他のガイドライン

•最大 256ゾーンを作成できます。

•次のタイプのインターフェイスをゾーンに追加できます。

◦物理

◦ VLAN

◦ EtherChannel

◦ Redundant

•次のタイプのインターフェイスは追加できません。

◦管理専用

◦管理アクセス

◦フェールオーバーまたはステートリンク

◦クラスタ制御リンク

◦ EtherChannelインターフェイスまたは冗長インターフェイスのメンバーインターフェイ
ス

◦ VNI（さらに、通常のデータインターフェイスが nve専用としてマークされている場
合、ゾーンのメンバーにすることはできません）

◦ BVI、またはブリッジグループメンバーインターフェイス。

• 1つのインターフェイスがメンバーになることができるゾーンは 1つだけです。

•ゾーンごとに最大 8つのインターフェイスを含めることができます。

• ECMPの場合、ゾーンのすべてのインターフェイス間で、ゾーンごとに最大 8つの等コスト
ルートを追加できます。また、8ルート制限の一部として 1つのインターフェイスに複数の
ルートを設定することもできます。

•ゾーンにインターフェイスを追加すると、それらのインターフェイスのすべてのスタティッ
クルートが削除されます。

•ゾーン内のインターフェイスで DHCPリレーを有効にできません。
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トラフィックゾーンの設定

名前を付けたゾーンを設定し、インターフェイスをそのゾーンに割り当てます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Zones]の順に選択し、[Add]をクリックしま
す。

または、[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces] > [Add Interface]ダイアロ
グボックスのゾーンにインターフェイスを割り当てることもできます。

ステップ 2 ゾーンに最大 48文字で名前を付けます。

ステップ 3 1つ以上のインターフェイスを [Member]領域に追加します。すべてのインターフェイスのセキュ
リティレベルが同じになっていることを確認します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

トラフィックゾーンのモニタリング

この項では、トラフィックゾーンをモニタする方法について説明します。

ゾーン情報

• show zone [name]

ゾーン ID、コンテキスト、セキュリティレベル、およびメンバーを表示します。

show zoneコマンドについては、次の出力を参照してください。

ciscoasa# show zone outside-zone

Zone: zone-outside id: 2
Security-level: 0
Context: test-ctx
Zone Member(s) : 2
outside1 GigabitEthernet0/0
outside2 GigabitEthernet0/1

• show nameif zone

インターフェイス名およびゾーン名を表示します。

show nameif zoneコマンドについては、次の出力を参照してください。

ciscoasa# show nameif zone
Interface Name zone-name Security
GigabitEthernet0/0 inside-1 inside-zone 100
GigabitEthernet0/1.21 inside inside-zone 100
GigabitEthernet0/1.31 4 0
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GigabitEthernet0/2 outside outside-zone 0
Management0/0 lan 0

ゾーン接続

• show conn [long | detail] [zonezone_name [zonezone_name] [...]]

show conn zoneコマンドは、ゾーンの接続を表示します。longキーワードと detailキーワー
ドは、接続が構築されたプライマリインターフェイスと、トラフィックの転送に使用される

現在のインターフェイスを表示します。

show conn long zoneコマンドの次の出力を参照してください。

ciscoasa# show conn long zone zone-inside zone zone-outside

TCP outside-zone:outside1(outside2): 10.122.122.1:1080
inside-zone:inside1(inside2): 10.121.121.1:34254, idle 0:00:02, bytes 10, flags UO

• show asp table zone

デバッグ目的で高速セキュリティパステーブルを表示します。

• show local-host [zonezone_name [zonezone_name] [...]]

ゾーン内のローカルホストのネットワーク状態を表示します。

show local-host zoneコマンドについては、次の出力を参照してください。プライマリイン
ターフェイスが最初に表示され、現在のインターフェイスがカッコに囲まれています。

ciscoasa# show local-host zone outside-zone

Zone:outside-zone: 4 active, 5 maximum active, 0 denied
local host: <10.122.122.1>,

TCP flow count/limit = 3/unlimited
TCP embryonic count to host = 0
TCP intercept watermark = unlimited
UDP flow count/limit = 0/unlimited

Conn:
TCP outside-zone:outside1(outside2): 10.122.122.1:1080
inside-zone:inside1(inside2): 10.121.121.1:34254, idle 0:00:02, bytes 10, flags UO

ゾーンルーティング

• show route zone

ゾーンインターフェイスのルートを表示します。

show route zoneコマンドについては、次の出力を参照してください。

ciscoasa# show route zone

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
504

トラフィックゾーンのモニタリング



* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.105.1 255.255.255.255 [1/0] via 172.16.1.1, outside-zone:outside1
C 192.168.212.0 255.255.255.0 is directly connected, lan-zone:inside,
C 172.16.1.0 255.255.255.0 is directly connected, wan-zone:outside2
S 10.5.5.0 255.255.255.0 [1/0] via 172.16.1.1, wan-zone:outside2
O 10.2.2.1 255.255.255.255 [110/11] via 192.168.212.3, 2:09:24, lan-zone:inside
O 10.1.1.1 255.255.255.255 [110/11] via 192.168.212.2, 2:09:24, lan-zone:inside

• show asp table routing

デバッグ目的で高速セキュリティパステーブルを表示し、各ルートに関連付けられたゾー

ンを表示します。

show asp table routingコマンドについては次の出力を参照してください。

ciscoasa# show asp table routing
route table timestamp: 60
in 255.255.255.255 255.255.255.255 identity
in 10.1.0.1 255.255.255.255 identity
in 10.2.0.1 255.255.255.255 identity
in 10.6.6.4 255.255.255.255 identity
in 10.4.4.4 255.255.255.255 via 10.4.0.10 (unresolved, timestamp: 49)
in 172.0.0.67 255.255.255.255 identity
in 172.0.0.0 255.255.255.0 wan-zone:outside2
in 10.85.43.0 255.255.255.0 via 10.4.0.3 (unresolved, timestamp: 50)
in 10.85.45.0 255.255.255.0 via 10.4.0.20 (unresolved, timestamp: 51)
in 192.168.0.0 255.255.255.0 mgmt
in 192.168.1.0 255.255.0.0 lan-zone:inside
out 255.255.255.255 255.255.255.255 mgmt
out 172.0.0.67 255.255.255.255 mgmt
out 172.0.0.0 255.255.255.0 mgmt
out 10.4.0.0 240.0.0.0 mgmt
out 255.255.255.255 255.255.255.255 lan-zone:inside
out 10.1.0.1 255.255.255.255 lan-zone:inside
out 10.2.0.0 255.255.0.0 lan-zone:inside
out 10.4.0.0 240.0.0.0 lan-zone:inside

トラフィックゾーンの例

次に、4つの VLANインターフェイスを外部ゾーンに割り当てて、4つの等コストのデフォルト
ルートを設定する例を示します。PATは内部インターフェイスに設定され、Webサーバはスタ
ティック NATを使用して DMZインターフェイスで使用できます。
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interface gigabitethernet0/0
no shutdown
description outside switch 1

interface gigabitethernet0/1
no shutdown
description outside switch 2

interface gigabitethernet0/2
no shutdown
description inside switch

zone outside

interface gigabitethernet0/0.101
vlan 101
nameif outside1
security-level 0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
zone-member outside
no shutdown

interface gigabitethernet0/0.102
vlan 102
nameif outside2
security-level 0
ip address 209.165.201.1 255.255.255.224
zone-member outside
no shutdown

interface gigabitethernet0/1.201
vlan 201
nameif outside3
security-level 0
ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
zone-member outside
no shutdown

interface gigabitethernet0/1.202
vlan 202
nameif outside4
security-level 0
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
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zone-member outside
no shutdown

interface gigabitethernet0/2.301
vlan 301
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
no shutdown

interface gigabitethernet0/2.302
vlan 302
nameif dmz
security-level 50
ip address 10.3.5.1 255.255.255.0
no shutdown

# Static NAT for DMZ web server on any destination interface
object network WEBSERVER
host 10.3.5.9 255.255.255.255
nat (dmz,any) static 209.165.202.129 dns

# Dynamic PAT for inside network on any destination interface
object network INSIDE
subnet 192.168.9.0 255.255.255.0
nat (inside,any) dynamic 209.165.202.130

# Global access rule for DMZ web server
access-list WEB-SERVER extended permit tcp any host WEBSERVER eq 80
access-group WEB-SERVER global

# 4 equal cost default routes for outside interfaces
route outside1 0 0 209.165.200.230
route outside2 0 0 209.165.201.10
route outside3 0 0 198.51.100.99
route outside4 0 0 203.0.113.87
# Static routes for NAT addresses - see redistribute static command
route dmz 209.165.202.129 255.255.255.255 10.3.5.99
route inside 209.165.202.130 255.255.255.255 192.168.9.99

# The global service policy
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic

policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
dns-guard
protocol-enforcement
nat-rewrite

policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225 _default_h323_map
inspect h323 ras _default_h323_map
inspect ip-options _default_ip_options_map
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp _default_esmtp_map
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp

service-policy global_policy global
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トラフィックゾーンの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

インターフェイスをトラフィックゾーンにグループ化

することで、トラフィックのロードバランシング（等

コストマルチパス（ECMP）ルーティングを使用）、
ルートの冗長性、および複数のインターフェイス間での

非対称ルーティングを実現できます。

名前付きゾーンにはセキュリティポリシーを

適用できません。セキュリティポリシーはイ

ンターフェイスに基づきます。ゾーン内のイ

ンターフェイスが同じアクセスルール、NAT、
およびサービスポリシーを使用して設定され

ていれば、ロードバランシングおよび非対称

ルーティングは正しく動作します。

（注）

次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Parameters]
> [Zones]

[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Parameters] >
[Interfaces]

9.3(2)トラフィックゾーン
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第 IV 部

Basic Settings
• Basic Settings, 511 ページ

• DHCPサービスと DDNSサービス, 531 ページ

• デジタル証明書, 545 ページ

• トランスペアレントファイアウォールモードの ARPインスペクションおよびMACアドレ
ステーブル, 579 ページ





第 19 章

Basic Settings

この章では、ASA上で機能を果たすコンフィギュレーションに通常必要とされる基本設定を行
う方法について説明します。

• ホスト名、ドメイン名、およびイネーブルパスワードと Telnetパスワードの設定, 511 ペー
ジ

• イネーブルパスワードと Telnetパスワードの回復, 513 ページ

• 日時の設定, 518 ページ

• マスターパスフレーズの設定, 520 ページ

• DNSサーバの設定, 523 ページ

• ハードウェアバイパス（Cisco ISA 3000）の設定, 525 ページ

• ASP（高速セキュリティパス）のパフォーマンスと動作の調整, 526 ページ

• DNSキャッシュのモニタリング, 529 ページ

• 基本設定の履歴, 529 ページ

ホスト名、ドメイン名、およびイネーブルパスワードと Telnet パス
ワードの設定

ホスト名、ドメイン名、イネーブルパスワード、Telnetパスワードを設定するには、次の手順を
実行します。

はじめる前に

ホスト名、ドメイン名、イネーブルパスワード、Telnetパスワードを設定する前に、次の要件を
確認します。

•マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースとシステム実行スペースの両
方のホスト名とドメイン名を設定できます。
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•イネーブルパスワードとTelnetパスワードは、各コンテキストで設定します。システムでは
使用できません。マルチコンテキストモードのスイッチからASASMへのセッションを実行
する場合、ASASMは管理コンテキストで設定したログインパスワードを使用します。

•システムコンフィギュレーションからコンテキストコンフィギュレーションに切り替える
には、[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にあ
るコンテキスト名をダブルクリックします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Device Name/Password]を選択します。

ステップ 2 ホスト名を入力します。デフォルトのホスト名は「ciscoasa」です。
ホスト名はコマンドラインのプロンプトに表示されます。このホスト名によって、複数のデバイ

スとのセッションを確立する場合に、コマンドを入力する場所が常に把握できます。ホスト名は

syslogメッセージでも使用されます。

マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースに設定したホスト名がすべてのコンテキ

ストのコマンドラインプロンプトに表示されます。コンテキストで設定したホスト名を、コマン

ドラインに表示せず、バナーに表示するオプションもあります。

ステップ 3 ドメイン名を入力します。デフォルトドメイン名は default.domain.invalidです。
ASAは、修飾子を持たない名前のサフィックスとして、ドメイン名を追加します。たとえば、ド
メイン名を「example.com」に設定し、syslogサーバとして非修飾名「jupiter」を指定した場合は、
ASAによって名前が修飾されて「jupiter.example.com」となります。

ステップ 4 特権モード（イネーブル）パスワードを変更します。デフォルトのパスワードはブランクです。

enable認証を設定しない場合、イネーブルパスワードによって特権 EXECモードが開始されま
す。HTTP認証を設定しない場合、イネーブルパスワードによって空のユーザ名でASDMにログ
インできます。

a) [Change the privileged mode password]チェックボックスをオンにします。
b) 古いパスワード（デフォルトのパスワードは空白）、新しいパスワードを入力し、新しいパス
ワードを確認します。最大 32文字のパスワードを設定します。大文字と小文字が区別されま
す。スペースと疑問符を除く任意の ASCII印刷可能文字（文字コード 32～ 126）を組み合わ
せることができます。

ステップ 5 Telnetアクセスのためのログインパスワードを設定します。デフォルトのパスワードはありませ
ん。

Telnet認証を設定しない場合、ログインパスワードは Telnetアクセスに使用されます。sessionコ
マンドを使用してスイッチからASASMにアクセスする場合にも、このパスワードを使用します。

a) [Change the password to access the console of the security appliance ]チェックボックスをオンにしま
す。

b) 古いパスワード（新しい ASAの場合はこのフィールドを空白にしておきます）、新しいパス
ワードを入力し、新しいパスワードを確認します。パスワードには最大 16文字の長さを使用
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できます。スペースと疑問符を除く任意の ASCII印刷可能文字（文字コード 32～ 126）を組
み合わせることができます。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

イネーブルパスワードと Telnet パスワードの回復
イネーブルパスワードまたは Telnetパスワードを忘れた場合は、それらを回復できます。手順
は、デバイスタイプによって異なります。CLIを使用してタスクを実行する必要があります。

ASA のパスワードの回復
ASAのパスワードを回復するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASAのコンソールポートに接続します。

ステップ 2 ASAの電源を切ってから、再び電源をオンにします。

ステップ 3 スタートアップ後、ROMMONモードに入るようにプロンプトが表示されたら、Escapeキーを押
します。

ステップ 4 コンフィギュレーションレジスタ値をアップデートするには、次のコマンドを入力します。

rommon #1> confreg 0x41
Update Config Register (0x41) in NVRAM...

ステップ 5 スタートアップコンフィギュレーションを無視するように ASAを設定するには、次のコマンド
を入力します。

rommon #1> confreg

ASAによって現在のコンフィギュレーションのレジスタ値が表示され、それを変更するかどうか
が尋ねられます。

Current Configuration Register: 0x00000041
Configuration Summary:
boot default image from Flash
ignore system configuration

Do you wish to change this configuration? y/n [n]: y

ステップ 6 後で回復できるように、現在のコンフィギュレーションのレジスタ値を記録します。

ステップ 7 値を変更する場合は、プロンプトに対して Yを入力します。
ASAによって、新しい値の入力を求めるプロンプトが表示されます。
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ステップ 8 「disable systemconfiguration?」の値を除き、すべての設定についてデフォルト値を受け入れます。

ステップ 9 プロンプトに対して、Yを入力します。

ステップ 10 次のコマンドを入力して、ASAをリロードします。

rommon #2> boot
Launching BootLoader...
Boot configuration file contains 1 entry.

Loading disk0:/asa800-226-k8.bin... Booting...Loading...

ASAは、スタートアップコンフィギュレーションの代わりにデフォルトコンフィギュレーショ
ンをロードします。

ステップ 11 次のコマンドを入力して、特権 EXECモードにアクセスします。

ciscoasa# enable

ステップ 12 パスワードの入力を求められたら、Enterキーを押します。
パスワードは空白です。

ステップ 13 次のコマンドを入力して、スタートアップコンフィギュレーションをロードします。

ciscoasa# copy startup-config running-config

ステップ 14 次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスします。

ciscoasa# configure terminal

ステップ 15 次のコマンドを入力して、デフォルトコンフィギュレーションで必要に応じてパスワードを変更

します。

ciscoasa(config)# password password
ciscoasa(config)# enable password password
ciscoasa(config)# username name password password

ステップ 16 次のコマンドを入力して、デフォルトコンフィギュレーションをロードします。

ciscoasa(config)# no config-register

デフォルトコンフィギュレーションのレジスタ値は 0x1です。コンフィギュレーションレジスタ
の詳細については、コマンドリファレンスを参照してください。

ステップ 17 次のコマンドを入力して、新しいパスワードをスタートアップコンフィギュレーションに保存し

ます。

ciscoasa(config)# copy running-config startup-config
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ASA 5506-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X でのパスワードの回復
ASA 5506-X、ASA 5508-X、ASA 5516-Xのパスワードの回復には、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASAのコンソールポートに接続します。

ステップ 2 ASAの電源を切ってから、再び電源をオンにします。

ステップ 3 スタートアップ後、ROMMONモードに入るようにプロンプトが表示されたら、Escapeキーを押
します。

ステップ 4 コンフィギュレーションレジスタ値をアップデートするには、次のコマンドを入力します。

rommon #1> confreg 0x41

You must reset or power cycle for new config to take effect

ASAで現在のコンフィギュレーションレジスタ値と構成オプションのリストが表示されます。後
で回復できるように、現在のコンフィギュレーションのレジスタ値を記録します。

Configuration Register: 0x00000041

Configuration Summary
[ 0 ] password recovery
[ 1 ] display break prompt
[ 2 ] ignore system configuration
[ 3 ] auto-boot image in disks
[ 4 ] console baud: 9600
boot: ...... auto-boot index 1 image in disks

ステップ 5 次のコマンドを入力して、ASAをリロードします。

rommon #2> boot
Launching BootLoader...
Boot configuration file contains 1 entry.

Loading disk0:/asa932-226-k8.bin... Booting...Loading...

ASAは、スタートアップコンフィギュレーションの代わりにデフォルトコンフィギュレーショ
ンをロードします。

ステップ 6 次のコマンドを入力して、特権 EXECモードにアクセスします。

ciscoasa# enable

ステップ 7 パスワードの入力を求められたら、Enterキーを押します。
パスワードは空白です。
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ステップ 8 次のコマンドを入力して、スタートアップコンフィギュレーションをロードします。

ciscoasa# copy startup-config running-config

ステップ 9 次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードにアクセスします。

ciscoasa# configure terminal

ステップ 10 次のコマンドを入力して、デフォルトコンフィギュレーションで必要に応じてパスワードを変更

します。

ciscoasa(config)# password password
ciscoasa(config)# enable password password
ciscoasa(config)# username name password password

ステップ 11 次のコマンドを入力して、デフォルトコンフィギュレーションをロードします。

ciscoasa(config)# no config-register

デフォルトコンフィギュレーションのレジスタ値は 0x1です。コンフィギュレーションレジスタ
の詳細については、コマンドリファレンスを参照してください。

ステップ 12 次のコマンドを入力して、新しいパスワードをスタートアップコンフィギュレーションに保存し

ます。

ciscoasa(config)# copy running-config startup-config

ASAv でのパスワードまたはイメージの回復
ASAvのパスワードまたはイメージを回復するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 実行コンフィギュレーションを ASAvのバックアップファイルにコピーします。
copy running-configfilename

例：

ciscoasa# copy running-config backup.cfg

ステップ 2 ASAvを再始動します。
reload

ステップ 3 [GNU GRUB]メニューから、下矢印を押し、コンフィギュレーションをロードしないオプション
で <filename>を選択し、Enterキーを押します。ファイル名は、ASAvのデフォルトのブートイ
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メージのファイル名です。デフォルトのブートイメージは、fallbackコマンドによって自動的に
ブートされることはありません。その後、選択したブートイメージをロードします。

GNU GRUB version 2.0(12)4
bootflash:/asa100123-20-smp-k8.bin
bootflash: /asa100123-20-smp-k8.bin with no configuration load

例：

GNU GRUB version 2.0(12)4
bootflash: /asa100123-20-smp-k8.bin with no configuration load

ステップ 4 実行コンフィギュレーションにバックアップコンフィギュレーションファイルをコピーします。
copyfilenamerunning-config

例：

ciscoasa (config)# copy backup.cfg running-config

ステップ 5 パスワードのリセット。

イネーブルパスワード

例：

ciscoasa(config)# enable password cisco123

ステップ 6 新しい設定を保存します。
write memory

例：

ciscoasa(config)# write memory

パスワード回復のディセーブル化

ASAv上でパスワード回復をディセーブルにすることはできません。（注）

権限のないユーザがパスワード回復メカニズムを使用して ASAを危険にさらすことがないよう
に、パスワード回復をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

ASAで noservice password-recoveryコマンドを使用すると ROMMONモードに入って、コンフィ
ギュレーションの変更を防ぐことができます。ROMMONモードに入ると、ASAでは、すべての
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フラッシュファイルシステムの消去を求めるプロンプトが表示されます。最初に消去を実行しな

いと、ROMMONモードを開始できません。フラッシュファイルシステムを消去しない場合、
ASAはリロードされます。パスワード回復はROMMONモードの使用と既存のコンフィギュレー
ションの保持に依存しているので、この消去によって、パスワードの回復ができなくなります。

ただし、パスワードを回復できなくすることで、不正なユーザがコンフィギュレーションを表示

したり、別のパスワードを挿入したりすることがなくなります。この場合、システムを動作可能

な状態に回復するには、新しいイメージとバックアップコンフィギュレーションファイル（入手

できる場合）をロードします。

service password-recoveryコマンドは、コンフィギュレーションファイルに通知用としてのみ表
示されます。CLIプロンプトに対してコマンドを入力すると、設定は NVRAMに保存されます。
設定を変更する唯一の方法は、CLIプロンプトでコマンドを入力することです。このコマンドの
異なるバージョンで新規コンフィギュレーションをロードしても、設定は変更されません。（パ

スワード回復の準備段階で）スタートアップ時にスタートアップコンフィギュレーションを無視

するよう ASAが設定されている場合にパスワード回復をディセーブルにすると、通常どおりス
タートアップコンフィギュレーションをロードするように ASAの設定が変更されます。フェー
ルオーバーを使用し、スタートアップコンフィギュレーションを無視するようにスタンバイ装置

が設定されている場合は、no service password- recoveryコマンドでスタンバイ装置に複製したと
きに、コンフィギュレーションレジスタに同じ変更が加えられます。

手順

パスワード回復をディセーブルにします。
noservice password-recovery

例：

ciscoasa (config)# no service password-recovery

日時の設定

ASASMまたは FirePOWER 9300 ASAセキュリティモジュールの日時は設定しないでくださ
い。これらは、ホストデバイスから日時設定を受け取ります。

（注）

NTP サーバを使用した日付と時刻の設定
NTPを利用して階層的なサーバシステムを実現し、ネットワークシステム間の時刻を正確に同期
します。このような精度は、CRLの検証など正確なタイムスタンプを含む場合など、時刻が重要
な操作で必要になります。複数のNTPサーバを設定できます。ASAは、データ信頼度の尺度とな
る一番下のストラタムのサーバを選択します。

手動で設定した時刻はすべて、NTPサーバから取得された時刻によって上書きされます。
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はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、時刻はシステムコンフィギュレーションに対してだけ設定で

きます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [System Time] > [NTP]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add NTP Server Configuration]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 3 NTPサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 4 [Preferred]チェックボックスをオンにして、このサーバを優先サーバに設定します。NTPでは、ど
のサーバの精度が最も高いかを判断するためのアルゴリズムを使用し、そのサーバに同期します。

精度が同じ程度であれば、優先サーバを使用します。ただし、優先サーバよりも精度が大幅に高

いサーバがある場合、ASAは精度の高いそのサーバを使用します。

ステップ 5 ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。この設定では、NTPパケットの発信
インターフェイスが指定されます。インターフェイスが空白の場合、ASAが使用するデフォルト
の管理コンテキストインターフェイスは、ルーティングテーブルによって決まります。管理コン

テキスト（および使用可能なインターフェイス）を変更する際の安定性のために[None]（デフォ
ルトのインターフェイス）を選択します。

ステップ 6 ドロップダウンリストから、キー番号を選択します。この設定では、この認証キーのキー IDを
指定します。これにより、MD5認証を使用してNTPサーバと通信できます。NTPサーバのパケッ
トも、常にこのキー IDを使用する必要があります。以前に別のサーバに対してキー IDを設定し
た場合は、そのキー IDをリストから選択できます。それ以外の場合は、1～ 4294967295の数字
を入力します。

ステップ 7 [Trusted]チェックボックスをオンにして、この認証キーを信頼できるキーとして指定します。こ
れは、認証を成功させるために必要です。

ステップ 8 認証キーを設定するめのキー値を入力します。この値は、最大 32文字の文字列です。

ステップ 9 このキー値を再入力して、正しく 2回入力したことを確認します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

ステップ 11 [Enable NTP authentication]チェックボックスをオンにして、NTP認証を有効にします。

ステップ 12 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

手動での日時の設定

日付と時刻を手動で設定するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

マルチコンテキストモードでは、時刻はシステムコンフィギュレーションに対してだけ設定で

きます。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [System Time] > [Clock]を選択します。

ステップ 2 ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。この設定では、適切な時差を GMTに加
えた（またはGMTから差し引いた）タイムゾーンを指定します。[EasternTime]、[Central Time]、
[Mountain Time]、または [Pacific Time]ゾーンを選択すると、3月の第 2日曜日の午前 2時から 11
月の第 1日曜日の午前 2時間での時間が自動的に夏時間に調整されます。

ASAの時間帯を変更すると、インテリジェント SSMとの接続がドロップされる場合が
あります。

（注）

ステップ 3 [Date]ドロップダウンリストをクリックしてカレンダーを表示します。続いて、次の方法を使用
して正しい日付を検索します。

•月の名前をクリックし、月のリストを表示し、次に目的の月をクリックします。カレンダー
がその月に変わります。

•年をクリックして年を変更します。上矢印と下矢印を使用して複数年をスクロールすること
も、入力フィールドに年を入力することもできます。

•年月の左右にある矢印をクリックすると、カレンダーが一度に 1か月ずつ前後にスクロール
します。

•カレンダーの日にちをクリックして日を設定します。

ステップ 4 時刻（時間、分、および秒）を手動で入力します。

ステップ 5 [Update Display Time]をクリックして、ASDMペインの右下に表示される時刻を更新します。現在
時刻は 10秒ごとに自動更新されます。

マスターパスフレーズの設定

マスターパスフレーズを利用すると、プレーンテキストのパスワードが安全に、暗号化形式で保

存され、1つのキーを使用してすべてのパスワードを一様に暗号化またはマスキングできるよう
になります。このようにしても、機能は一切変更されません。マスターパスフレーズを使用する

機能としては、次のものがあります。

• OSPF

• EIGRP

• VPNロードバランシング

• VPN（リモートアクセスおよびサイトツーサイト）

•フェールオーバー

• AAAサーバ

• Logging
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•共有ライセンス

フェールオーバーが有効であっても、フェールオーバー共有キーが設定されていない場合に、

マスターパスフレーズを変更すると、エラーメッセージが表示されます。このメッセージに

は、マスターパスフレーズの変更がプレーンテキストとして送信されないよう、フェールオー

バー共有キーを入力する必要があることが示されます。

[Configuration] > [DeviceManagement] > [HighAvailability] > [Failover]の順に選択し、[SharedKey]
フィールドに任意の文字を入力するか、またはフェールオーバー 16進キーを選択している場
合はバックスペースを除く 32の 16進数（0-9A-Fa-f）を入力します。次に、[Apply]をクリッ
クします。

（注）

マスターパスフレーズの追加または変更

マスターパスフレーズを追加または変更するには、次の手順を実行します。

はじめる前に

この手順を実行できるのは、コンソール、SSH、HTTPS経由の ASDMなどによるセキュアセッ
ションにおいてのみです。

手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択します。

•シングルコンテキストモードで、[Configuration] > [DeviceManagement] > [Advanced] > [Master
Passphrase]を選択します。

•マルチコンテキストモードで、[Configuration] > [DeviceManagement] > [DeviceAdministration]
> [Master Passphrase]の順に選択します。

ステップ 2 [Advanced Encryption Standard (AES) password encryption]チェックボックスをオンにします。
有効なマスターパスフレーズがない場合は、[Apply]をクリックすると警告メッセージが表示され
ます。[OK]または [Cancel]をクリックして続行できます。

後からパスワードの暗号化をディセーブルにすると、暗号化された既存のパスワードはいずれも

変更されず、マスターパスフレーズが存在する限り、暗号化されたパスワードはアプリケーショ

ンによって必要に応じて復号化されます。

ステップ 3 [Change the encryption master passphrase]チェックボックスをオンにして、新しいマスターパスフ
レーズを入力および確認できるようにします。デフォルトでは、これらはディセーブルです。

新しいマスターパスフレーズの長さは 8～ 128文字にする必要があります。

既存のパスフレーズを変更する場合は、新しいパスフレーズを入力する前に、古いパスフレーズ

を入力する必要があります。
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マスターパスフレーズを削除するには [New]および [Confirm master passphrase]フィールドを空白
のままにします。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

マスターパスフレーズの無効化

マスターパスフレーズをディセーブルにすると、暗号化されたパスワードがプレーンテキスト

パスワードに戻ります。暗号化されたパスワードをサポートしていない以前のソフトウェアバー

ジョンにダウングレードする場合は、パスフレーズを削除しておくと便利です。

はじめる前に

•ディセーブルにする現在のマスターパスフレーズがわかっていなければなりません。

•この手順が機能するのは、HTTPSを介したTelnet、SSH、またはASDMによるセキュアセッ
ションだけです。

マスターパスフレーズをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択します。

•シングルコンテキストモードで、[Configuration] > [DeviceManagement] > [Advanced] > [Master
Passphrase]を選択します。

•マルチコンテキストモードで、[Configuration] > [DeviceManagement] > [DeviceAdministration]
> [Master Passphrase]を選択します。

ステップ 2 [Advanced Encryption Standard (AES) password encryption]チェックボックスをオンにします。
有効なマスターパスフレーズがない場合は、[Apply]をクリックすると警告文が表示されます。
[OK]または [Cancel]をクリックして続行します。

ステップ 3 [Change the encryption master passphrase]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [Old master passphrase]フィールドに、古いマスターパスフレーズを入力します。無効にする古い
マスターパスフレーズを指定する必要があります。

ステップ 5 [Newmaster master passphrase]フィールドと [Confirm master passphrase]フィールドを空白のままに
します。

ステップ 6 [Apply]をクリックします。
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DNS サーバの設定
DNSサーバを設定して、ASAがホスト名を IPアドレスに解決できるようにする必要があります。
また、アクセスルールに完全修飾ドメイン名（FQDN）ネットワークオブジェクトを使用するよ
うに、DNSサーバを設定する必要があります。

一部の ASA機能では、ドメイン名で外部サーバにアクセスするために DNSサーバを使用する必
要があります。たとえば、ボットネットトラフィックフィルタ機能では、ダイナミックデータ

ベースサーバにアクセスして、スタティックデータベースのエントリを解決するためにDNSサー
バが必要です。他の機能（pingコマンドや tracerouteコマンドなど）では、pingまたはトレース
ルートする名前を入力できます。ASAは DNSサーバと通信してこの名前を解決できます。名前
は、多くの SSL VPNコマンドおよび certificateコマンドでもサポートされます。

ASAでは、機能に応じて DNSサーバの使用が限定的にサポートされます。（注）

はじめる前に

DNSドメインルックアップをイネーブルにするすべてのインターフェイスに対して適切なルー
ティングおよびアクセスルールを設定し、DNSサーバに到達できるようにしてください。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [DNS] > [DNS Client]の順に選択します。

ステップ 2 DNSルックアップが少なくとも 1つのインターフェイスでイネーブルになっていることを確認し
ます。DNSサーバグループの表の下にある [DNSlookup]インターフェイスリストで、[DNSEnabled]
カラムをクリックして [True]を選択し、インターフェイスでのルックアップを有効化します。

ステップ 3 [DNS Setup]領域で、次のいずれかのオプションを選択します。

• Configure one DNS server group：このオプションはDefaultDNSグループにサーバを定義しま
す。

• Configure multiple DNS server groups：このオプションでも、DefaultDNSグループは設定する
必要があります。FQDNネットワークオブジェクトの名前解決に使用されるのはDefaultDNS
グループのみです。DefaultDNSはアクティブグループのままにします。ただし、リモート
アクセスSSLVPNグループポリシーで使用する追加のグループを作成することもできます。
DefaultDNSグループのみを設定したとしても、グループで使用するタイムアウトやその他の
特性を変更する場合は、このオプションを選択する必要があります。

ステップ 4 [Configure one DNS server group]を選択した場合は、DefaultDNSグループにサーバを設定します。
a) [Primary DNS Server]に、可能な限り使用する必要がある DNSサーバの IPアドレスを入力しま
す。

b) [Add]をクリックして、セカンダリ DNSサーバを追加します。
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最大 6個のDNSサーバを追加できます。ASAでは、応答を受信するまで各DNSサーバを順に
試します。[MoveUp]/[Move Down]ボタンを使用して、サーバを優先度の順に並べます。

c) 設定済みサーバのグループの DNSドメイン名を入力します。

ステップ 5 [Configure multiple DNS server groups]を選択した場合は、サーバグループのプロパティを定義しま
す。

a) [Add]をクリックして新しいグループを作成するか、グループを選択して [Edit]をクリックしま
す。

DefaultDNSグループは常にリストに表示されます。

b) グループプロパティを設定します。

• [Server IPAddress to Add]、[Source Interface]：DNSサーバのIPアドレスを入力し、[Add>>]
をクリックします。

最大 6個の DNSサーバを追加できます。ASAでは、応答を受信するまで各 DNSサーバ
を順に試します。[MoveUp]/[Move Down]ボタンを使用して、サーバを優先度の順に並べ
ます。

• Timeout：次のDNSサーバを試行する前に待機する秒数（1～ 30）。デフォルト値は 2秒
です。ASAがサーバのリストを再試行するたびに、このタイムアウトは倍増します。

• Retries：ASAが応答を受信しないときに、DNSサーバのリストを再試行する回数（0～
10）。

• Expire Entry Timer（DefaultDNSまたはアクティブグループのみ）：DNSエントリの期限
が切れた（TTLが経過した）後、そのエントリがDNSルックアップテーブルから削除さ
れるまでの分数。エントリを削除するとテーブルの再コンパイルが必要になります。この

ため、頻繁に削除するとデバイスの処理負荷が大きくなる可能性があります。DNSエン
トリによってはTTLが極端に短い（3秒程度）場合があるため、この設定を使用してTTL
を実質的に延長できます。デフォルトは 1分です（つまり、TTLが経過してから 1分後
にエントリが削除されます）。指定できる範囲は1～65535分です。このオプションは、
FQDNネットワークオブジェクトの解決時にのみ使用されます。

• PollTimer（DefaultDNSまたはアクティブグループのみ）：FQDNネットワーク/ホストオ
ブジェクトを IPアドレスに解決するために使用されるポーリングサイクルの時間（分単
位）。FQDNオブジェクトはファイアウォールポリシーで使用される場合にのみ解決さ
れます。タイマーによって解決間隔の最大時間が決まります。IPアドレス解決に対して
更新するタイミングの決定には DNSエントリの存続可能時間（TTL）値も使用されるた
め、個々のFQDNがポーリングサイクルよりも頻繁に解決される場合があります。デフォ
ルトは 240（4時間）です。指定できる範囲は 1～ 65535分です。

• Domain Name：設定済みサーバのグループのDNSドメイン名。

c) [OK]をクリックします。
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d) 複数のグループがある場合は、DNS要求に使用するグループを選択して [Set Active]をクリッ
クすれば変更できます。

ステップ 6 クエリーごとに 1つのDNS応答を強制するには、[Enable DNS Guard on all interfaces]チェックボッ
クスをオンにします。

DNSインスペクションを設定するときに、DNSガードも設定できます。特定のインターフェイス
では、DNSインスペクションで設定されている DNSガードの設定がこのグローバル設定より優
先されます。デフォルトでは、DNSインスペクションは DNSガードがイネーブルになっている
すべてのインターフェイスでイネーブルになっています。

ステップ 7 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

ハードウェアバイパス（Cisco ISA 3000）の設定
ハードウェアバイパスを有効化して、停電時にもインターフェイスペア間のトラフィックのフ

ローを継続することができます。サポートされているインターフェイスペアは、銅線GigabitEthernet
1/1と 1/2およびGigabitEthernet 1/3と 1/4です。ハードウェアバイパスがアクティブな場合はファ
イアウォール機能が設定されていません。したがって、トラフィックの通過を許可しているリス

クをご自身が理解していることを確認してください。

はじめる前に

•この機能は、Cisco ISA 3000アプライアンスのみで使用できます。

•光ファイバイーサネットモデルがある場合は、銅線イーサネットペア（GigabitEthernet 1/1
および 1/2）のみがハードウェアバイパスをサポートします。

•シスコでは、TCPシーケンスのランダム化を無効にすることを推奨しています（下記の手順
を参照）。ランダム化が有効化されている場合（デフォルト）、ハードウェアバイパスを有

効化するときにTCPセッションを再確立する必要があります。デフォルトでは、ISA3000を
通過する TCP接続の最初のシーケンス番号（ISN）が乱数に書き換えられます。ハードウェ
アバイパスが有効化されると、ISA 3000はデータパスに存在しなくなり、シーケンス番号
を変換しません。受信するクライアントは予期しないシーケンス番号を受信し、接続をド

ロップします。TCPシーケンスのランダム化が無効になっていても、スイッチオーバーの際
に一時的にダウンしたリンクのために、一部の TCP接続は再確立される必要があります。

•ハードウェアのバイパスを非アクティブ化し、トラフィックが ISA 3000のデータパスを経
由することを再開した場合、スイッチオーバーの際に一時的にダウンしたリンクのために、

既存の TCPセッションの一部は再確立される必要があります。

•ハードウェアのバイパスインターフェイスでの Cisco TrustSecの接続は、ハードウェアのバ
イパスが有効化されているときにはドロップされます。ISA 3000の電源がオンになり、ハー
ドウェアのバイパスが非アクティブ化されている場合、接続は再ネゴシエートされます。

• ISA 3000への電源が切断され、ハードウェアバイパスモードに移行すると、通信できるの
は上記のインターフェイスペアのみになります。つまり、デフォルトの設定を使用している
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場合は、inside1 <---> inside2および outside1 <---> outside2は通信できなくなります。これら
のインターフェイス間の既存の接続がすべて失われます。

手順

ステップ 1 ハードウェアバイパスを設定するには、[Configuration] > [Device Management] > [Hardware Bypass]
の順に選択します。

ステップ 2 [Enable Bypass during Power Down]チェックボックスをオンにして、各インターフェイスペアの
ハードウェアバイパスを有効化するように設定します。

ステップ 3 （任意） [Enable Bypass after Power Up]チェックボックスをオンにして、電源が回復してアプラ
イアンスが起動した後にハードウェアバイパスモードの状態に維持されるように、各インター

フェイスペアを設定します。

ハードウェアバイパスを非アクティブ化すると、ASAがフローを引き継ぐため、接続が短時間中
断されます。この場合、準備が整った時点でハードウェアバイパスを手動でオフにする必要があ

ります。このオプションを使用すると、短時間の割り込みがいつ発生するかを制御できます。

ステップ 4 インターフェイスペアに対しては、[Bypass Immediately]チェックボックスをオン/オフして、手
動でハードウェアバイパスを有効化または非アクティブ化します。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 TCPのランダム化を無効化します。この例では、デフォルト設定に設定を追加することによって、
すべてのトラフィックのランダム化を無効化する方法を示します。

a) [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy]を選択します。
b) sfrclassルールを選択して [Edit]をクリックします。
c) [Rule Actions]に続いて、[Connection Settings]をクリックします。
d) [Randomize Sequence Number]チェックボックスをオフにします。
e) [OK]、続いて [Apply]をクリックします。

ASP（高速セキュリティパス）のパフォーマンスと動作の調整
ASPはポリシーおよび設定を利用可能にする実装レイヤです。Cisco Technical Assistance Centerと
のトラブルシューティング時以外は直接影響することはありません。ただし、パフォーマンスと

信頼性に関連するいくつかの動作を調節することができます。

ルールエンジンのトランザクションコミットモデルの選択

デフォルトでは、ルールベースのポリシー（アクセスルールなど）を変更した場合、変更はただ

ちに有効になります。ただし、この即時性によりパフォーマンスにわずかな負担がかかります。

パフォーマンスコストは、1秒あたりの接続数が多い環境で大量のルールリストがある場合に顕
著です。たとえば、ASAが 1秒あたり 18,000個の接続を処理しながら、25,000個のルールがある
ポリシーを変更する場合などです。
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ルールエンジンはさらに迅速なルールルックアップを実現するためにルールをコンパイルするた

め、パフォーマンスに影響します。デフォルトでは、システムは接続試行の評価時にコンパイル

されていないルールも検索して、新しいルールが適用されるようにします。ルールがコンパイル

されていないため、検索に時間がかかります。

この動作を変更して、ルールエンジンがトランザクションモデルを使用してルールの変更を導入

し、新しいルールがコンパイルされて使用可能な状態になるまで古いルールを引き続き使用する

ようにできます。トランザクションモデルを使用することで、ルールのコンパイル中にパフォー

マンスが落ちることはありません。次の表は、その動作の違いを明確にします。

コンパイル後コンパイル中コンパイル前モデル

新しいルールに一致し

ます。

新しいルールに一致します

（接続数/秒のレートは減少しま
す）。

古いルールに一致しま

す。

デフォルト

新しいルールに一致し

ます。

古いルールに一致します

（接続数/秒のレートは影響を受
けません）。

古いルールに一致しま

す。

トランザクショ

ン

トランザクションモデルのその他のメリットには、インターフェイス上の ACLを交換するとき
に、古いACLを削除して新しいポリシーを適用するまでに時間差がないことがあります。この機
能により受け入れ可能な接続が操作中にドロップされる可能性が削減されます。

ルールタイプのトランザクションモデルをイネーブルにする場合、コンパイルの先頭と末尾

をマークする Syslogが生成されます。これらの Syslogには 780001～ 780004までの番号が付
けられます。

ヒント

ルールエンジンのトランザクションコミットモデルを有効にするには、次の手順を使用します。

手順

[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [Rule Engine]の順に選択し、目的のオプショ
ンを選択します。

• Access group：グローバルにまたはインターフェイスに適用されるアクセスルール。

• NAT：ネットワークアドレス変換ルール。

ASP ロードバランシングの有効化
ASPのロードバランシング機能によって、次の問題を回避しやすくなります。

•フロー上での突発的なトラフィックの増加によって発生するオーバーラン
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•特定のインターフェイス受信リングをオーバーサブスクライブする大量のフローによって発
生するオーバーラン

•シングルコアが負荷を維持できない、比較的負荷の高いインターフェイスの受信リングに
よって発生するオーバーラン

ASPロードバランシングにより、1つのインターフェイス受信リングから受信したパケットを複
数のコアが同時に処理できます。システムがパケットをドロップし、show cpuコマンドの出力が
100%を大きく下回る場合、互いに関連のない多数の接続にパケットが属しているのであれば、こ
の機能によってスループットが向上することがあります。

[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [ASP Load Balancing]を選択して、[Enable
ASP load balancing]チェックボックスをオンにします。

[Dynamically enable or disable ASP load balancing based on traffic monitoring]チェックボックスをオン
にして、 ASPロードバランシングを自動的にイネーブルにします。

はじめる前に

ASAvでは自動オプションを使用できません。手動でASPロードバランシングをイネーブル/ディ
セーブルにする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

このオプションはASAvでは使用できません。
手動で ASPロードバランシングをイネーブ
ル/ディセーブルにする必要があります。

ASPロードバランシングの自動切り替え
をイネーブルまたはディセーブルにする

には、[Configuration] > [Device
Management] > [Advanced] > [ASP Load

ステッ

プ 1   

Balancing]の順に選択して、[Dynamically
enable or disable ASP load balancing based
on traffic monitoring]チェックボックスを
オンにします。

手動でASPロードバランシングをイネーブル
にすると、動的オプションをイネーブルにし

手動でASPロードバランシングをイネー
ブルまたはディセーブルにするには、

ステッ

プ 2   
た場合でも、手動でディセーブルにするまで[Enable ASP load balancing]チェックボッ

クスをオンまたはオフにします。 はイネーブル状態となります。手動で ASP
ロードバランシングをイネーブルにした場合

にのみ、ASPロードバランシングの手動ディ
セーブル化が適用されます。動的オプション

もまたイネーブルにすると、システムは ASP
ロードバランシングの自動イネーブル/ディ
セーブル化に戻ります。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
528

ASP（高速セキュリティパス）のパフォーマンスと動作の調整



DNS キャッシュのモニタリング
ASAでは、特定のクライアントレス SSL VPNおよび certificateコマンドに送信された外部 DNS
クエリーのDNS情報のローカルキャッシュを提供します。各DNS変換要求は、ローカルキャッ
シュで最初に検索されます。ローカルキャッシュに情報がある場合、結果の IPアドレスが戻され
ます。ローカルキャッシュで要求を解決できない場合、設定されているさまざまな DNSサーバ
に DNSクエリーが送信されます。外部 DNSサーバによって要求が解決された場合、結果の IPア
ドレスが、対応するホスト名とともにローカルキャッシュに格納されます。

DNSキャッシュのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

• show dns-hosts

DNSキャッシュを表示します。これには、DNSサーバからダイナミックに学習したエント
リと nameコマンドを使用して手動で入力された名前および IPアドレスが含まれます。

基本設定の履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

この機能が導入されました。マスターパスフレーズを

利用すると、プレーンテキストのパスワードが安全に、

暗号化形式で保存され、1つのキーを使用してすべての
パスワードを一様に暗号化またはマスキングできるよう

になります。このようにしても、機能は一切変更されま

せん。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] >
[Master Passphrase]。

[Configuration] > [Device Management] > [Device
Administration] > [Master Passphrase]。

8.3(1)マスターパスフレーズ

次のコマンドが変更されました。show password
encryption

8.4(1)パスワード暗号化の可視性
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASAへの管理アクセスのセキュリティ向上のために、
Telnetのデフォルトログインパスワードが削除されま
した。Telnetを使用してログインする前に、パスワード
を手動で設定する必要があります。

ログインパスワードが使用されるのは、Telnet
ユーザ認証を設定しない場合の Telnetに対し
てのみです。

（注）

以前はパスワードをクリアすると、ASAがデフォルト
「cisco」を復元していました。今ではパスワードをクリ
アすると、パスワードは削除されるようになりました。

ログインパスワードは、スイッチから ASASMへの
Telnetセッションでも使用されます（sessionコマンドを
参照）。最初 ASASMのアクセスでは、ログインパス
ワードを設定するまで、service-module sessionコマンド
を使用します。

変更された ASDM画面はありません。

9.0(2)、9.1(2)デフォルトの Telnetパスワードの削除

ASPロードバランシング機能の自動切替を有効または
無効に設定できるようになりました。

自動機能は ASAvではサポートされません。
手動による有効化または無効化のみがサポー

トされます。

（注）

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Advanced] > [ASP Load Balancing]。

9.3(2)自動 ASPロードバランシング

ISA3000は、トラフィックが電源喪失時にアプライアン
スを通過し続けるようにするハードウェアバイパス機

能をサポートします。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Hardware Bypass]

9.4(1.225)ISA 3000ハードウェアバイパス
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第 20 章

DHCP サービスと DDNS サービス

この章では、ダイナミックDNS（DDNS）のアップデート方式のほか、DHCPサーバまたはDHCP
リレーを設定する方法について説明します。

• DHCPサービスと DDNSサービスについて, 531 ページ

• DHCPサービスと DDNSサービスのガイドライン, 534 ページ

• DHCPサーバの設定, 535 ページ

• DHCPリレーエージェントの設定, 539 ページ

• DDNSの設定, 540 ページ

• DHCPおよび DDNSサービスのモニタリング, 542 ページ

• DHCPおよび DDNSサービスの履歴, 543 ページ

DHCP サービスと DDNS サービスについて
次の項では、DHCPサーバ、DHCPリレーエージェント、および DDNS更新について説明しま
す。

DHCPv4 サーバについて
DHCPは、IPアドレスなどのネットワークコンフィギュレーションパラメータを DHCPクライ
アントに提供します。ASAはASAインターフェイスに接続されている DHCPクライアントに、
DHCPサーバを提供します。DHCPサーバは、ネットワークコンフィギュレーションパラメータ
を DHCPクライアントに直接提供します。

IPv4 DHCPクライアントは、サーバに到達するために、マルチキャストアドレスではなくブロー
ドキャストを使用します。DHCPクライアントはUDPポート 68でメッセージを待ちます。DHCP
サーバは UDPポート 67でメッセージを待ちます。

IPv6のDHCPサーバはサポートされていません。ただし、IPv6トラフィックのDHCPリレーを有
効にできます。
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DHCP オプション

DHCPは、TCP/IPネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレームワークを提供します。設定
パラメータは DHCPメッセージの Optionsフィールドにストアされているタグ付けされたアイテ
ムにより送信され、このデータはオプションとも呼ばれます。ベンダー情報も Optionsに保存さ
れ、ベンダー拡張情報はすべて DHCPオプションとして使用できます。

たとえば、Cisco IP Phoneが TFTPサーバから設定をダウンロードする場合を考えます。Cisco IP
Phoneの起動時に、IPアドレスと TFTPサーバの IPアドレスの両方が事前に設定されていない場
合、Cisco IP Phoneではオプション 150または 66を伴う要求を DHCPサーバに送信して、この情
報を取得します。

• DHCPオプション 150では、TFTPサーバのリストの IPアドレスが提供されます。

• DHCPオプション 66では、1つの TFTPサーバの IPアドレスまたはホスト名が与えられま
す。

• DHCPオプション 3はデフォルトルートを設定します。

1つの要求にオプション 150と 66の両方が含まれている場合があります。この場合、両者がASA
ですでに設定されていると、ASAのDHCPサーバは、その応答で両方のオプションに対する値を
提供します。

高度な DHCPオプションにより、DNS、WINS、ドメインネームパラメータを DHCPクライアン
トに提供できます。DNSドメインサフィックスは DHCPオプション 15を使用します。これらの
値は DHCP自動設定により、または手動で設定できます。この情報の定義に 2つ以上の方法を使
用すると、次の優先順位で情報が DHCPクライアントに渡されます。

1 手動で行われた設定

2 高度な DHCPオプションの設定

3 DHCP自動コンフィギュレーションの設定

たとえば、DHCPクライアントが受け取るドメイン名を手動で定義し、次に DHCP自動コンフィ
ギュレーションをイネーブルにできます。DHCP自動コンフィギュレーションによって、DNSサー
バおよびWINSサーバとともにドメインが検出されても、手動で定義したドメイン名が、検出さ
れた DNSサーバ名およびWINSサーバ名とともに DHCPクライアントに渡されます。これは、
DHCP自動コンフィギュレーションプロセスで検出されたドメイン名よりも、手動で定義された
ドメイン名の方が優先されるためです。

DHCP リレーエージェントについて
インターフェイスで受信したDHCP要求を1つまたは複数のDHCPサーバに転送するようにDHCP
リレーエージェントを設定できます。DHCPクライアントは、最初の DHCPDISCOVERメッセー
ジを送信するためにUDPブロードキャストを使用します。接続されたネットワークについての情
報がクライアントにはないためです。サーバを含まないネットワークセグメントにクライアント

がある場合、ASAはブロードキャストトラフィックを転送しないため、UDPブロードキャストは
通常転送されません。DHCPリレーエージェントを使用して、ブロードキャストを受信している
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ASAのインターフェイスが DHCP要求を別のインターフェイスの DHCPサーバに転送するように
設定できます。

DDNS の概要
DDNSアップデートでは、DNSを DHCPに組み込みます。これら 2つのプロトコルは相互補完し
ます。DHCPは、IPアドレス割り当てを集中化および自動化します。DDNSアップデートは、割
り当てられたアドレスとホスト名の間のアソシエーションを事前定義された間隔で自動的に記録

します。DDNSは、頻繁に変わるアドレスとホスト名のアソシエーションを頻繁にアップデート
できるようにします。これにより、たとえばモバイルホストは、ユーザまたは管理者が操作する

ことなく、ネットワーク内を自由に移動できます。DDNSは、DNSサーバ上で、名前からアドレ
スへのマッピングと、アドレスから名前へのマッピングをダイナミックにアップデートして、同

期化します。

DDNSの名前とアドレスのマッピングは、DHCPサーバ上で 2つのリソースレコード（RR）で行
われます。ARRでは、名前から IPアドレスへのマッピングが保持され、PTRRRでは、アドレス
から名前へのマッピングが行われます。DDNS更新を実行するための 2つの方式（RFC 2136で規
定されている IETF標準、および一般的な HTTP方式）のうち、ASAでは、IETF方式をサポート
しています。

DDNSはBVIまたはブリッジグループのメンバーインターフェイスではサポートされません。（注）

DDNS アップデートコンフィギュレーション

2つの最も一般的な DDNSアップデートコンフィギュレーションは次のとおりです。

• DHCPクライアントは A RRをアップデートし、DHCPサーバは PTR RRをアップデートし
ます。

• DHCPサーバは、A RRと PTR RRの両方をアップデートします。

通常、DHCPサーバはクライアントの代わりに DNS PTR RRを保持します。クライアントは、必
要なすべてのDNSアップデートを実行するように設定できます。サーバは、これらのアップデー
トを実行するかどうかを設定できます。DHCPサーバは、PTRRRをアップデートするクライアン
トの完全修飾ドメイン名（FQDN）を認識している必要があります。クライアントはClient FQDN
と呼ばれる DHCPオプションを使用して、サーバに FQDNを提供します。

UDP Packet Size

DDNSは、DNS要求者がUDPパケットのサイズをアドバタイズできるようにし、512オクテット
より大きいパケットの転送を容易にします。DNSサーバは UDP上で要求を受信すると、OPT RR
からUDPパケットサイズを識別し、要求者により指定された最大UDPパケットサイズにできる
だけ多くのリソースレコードを含めることができるよう、応答のサイズを調整します。DNSパ
ケットのサイズは、BINDの場合は最大 4096バイト、Windows 2003 DNSサーバの場合は 1280バ
イトです。
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次に示す追加の message-length maximumコマンドを使用できます。

•既存のグローバル制限：message-length maximum 512

•クライアントまたはサーバ固有の制限：message-length maximum client 4096および
message-length maximum server 4096

• OPT RRフィールドで指定されたダイナミック値：message-length maximum client auto

3つのコマンドが同時に存在する場合、ASAは、設定されたクライアントまたはサーバ制限まで
長さの自動設定を可能にします。他のすべての DNSトラフィックについては、message-length
maximumが使用されます。

DHCP サービスと DDNS サービスのガイドライン
この項では、DHCPおよび DDNSサービスを設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよ
び制限事項について説明します。

ファイアウォールモード

• DHCPリレーは、トランスペアレントファイアウォールモード。

• DHCPサーバは、ブリッジグループメンバーインターフェイス上のトランスペアレントファ
イアウォールモードでサポートされます。

• DDNSは、トランスペアレントファイアウォールモード。

IPv6

DHCPサーバの IPv6はサポートされません。DHCPリレーの IPv6は、。

DHCPv4 サーバ

•使用可能な DHCPの最大プールは 256アドレスです。

•インターフェイスごとに 1つのDHCPサーバのみを設定できます。各インターフェイスは、
専用のアドレスプールのアドレスを使用できます。しかし、DNSサーバ、ドメイン名、オ
プション、pingのタイムアウト、WINSサーバなど他の DHCP設定はグローバルに設定さ
れ、すべてのインターフェイス上の DHCPサーバによって使用されます。

• DHCPクライアントやDHCPリレーサービスは、サーバがイネーブルになっているインター
フェイス上では設定できません。また、DHCPクライアントは、サーバがイネーブルになっ
ているインターフェイスに直接接続する必要があります。

• ASAは、QIP DHCPサーバと DHCPプロキシサービスとの併用をサポートしません。

• DHCPサーバもイネーブルになっている場合、リレーエージェントをイネーブルにすること
はできません。

• DHCPサーバは、BOOTP要求をサポートしません。
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DHCP リレー

•シングルモードとコンテキストごとに、グローバルおよびインターフェイス固有のサーバを
合わせて 10台までの DHCPv4リレーサーバを設定できます。インターフェイスごとには、
4台まで設定できます。

•シングルモードとコンテキストごとに、10台までのDHCPv6リレーサーバを設定できます。
IPv6のインターフェイス固有のサーバはサポートされません。

• DHCPサーバもイネーブルになっている場合、リレーエージェントをイネーブルにできませ
ん。

• DHCPリレーサービスは、トランスペアレントファイアウォールモード。ただし、アクセ
スルールを使用して DHCPトラフィックを通過させることはできます。 DHCP要求と応答
がASAを通過できるようにするには、2つのアクセスルールを設定する必要があります。1
つは内部インターフェイスから外部（UDP宛先ポート 67）への DCHP要求を許可するもの
で、もう 1つは逆方向（UDP宛先ポート 68）に向かうサーバからの応答を許可するための
ものです。

• IPv4の場合、クライアントは直接ASAに接続する必要があり、他のリレーエージェントや
ルータを介して要求を送信できません。IPv6の場合、ASAは別のリレーサーバからのパケッ
トをサポートします。

• DHCPクライアントは、ASAが要求をリレーする DHCPサーバとは別のインターフェイスに
存在する必要があります。

•トラフィックゾーン内のインターフェイスで DHCPリレーを有効にできません。

DHCP サーバの設定
ここでは、ASAの DHCPサーバを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 DHCPv4サーバの有効化, （535ページ）。

ステップ 2 高度な DHCPv4オプションの設定, （537ページ）。

DHCPv4 サーバの有効化
ASAのインターフェイスで DHCPサーバをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [DHCP] > [DHCP Server]の順に選択します。

ステップ 2 インターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。
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トランスペアレントモードでは、ブリッジグループメンバーインターフェイスを選択します。

a) 選択したインターフェイス上で DHCPサーバをイネーブルにするには、[Enable DHCP Server]
チェックボックスをオンにします。

b) [DHCPAddress Pool]フィールドに、DHCPサーバが使用する最下位から最上位の IPアドレスの
範囲を入力します。IPアドレスの範囲は、選択したインターフェイスと同じサブネット上に存
在する必要があり、インターフェイス自身の IPアドレスを含めることはできません。

c) [Optional Parameters]領域で、次の項目を設定します。

•インターフェイスに設定された DNSサーバ（1および 2）。

•インターフェイスに設定されたWINSサーバ（プライマリおよびセカンデリ）。

•インターフェイスのドメイン名。

•インターフェイス上で ASAが ICMP pingの応答を待つ時間（ミリ秒単位）。

•インターフェイス上に設定されたDHCPサーバが、割り当てた IPアドレスの使用をDHCP
クライアントに許可する時間。

•指定のインターフェイス（通常は外側）上で ASAが DHCPクライアントとして動作して
いる場合に、自動コンフィギュレーションのためのDNS、WINS、ドメイン名情報を提供
する DHCPクライアントのインターフェイス。

•より多くの DHCPオプションを設定するには、[Advanced]をクリックしして [Advanced
DHCP Options]ダイアログボックスを表示します。詳細については、「高度な DHCPv4オ
プションの設定, （537ページ）」を参照してください。

d) [Dynamic Settings for DHCP Server]領域の [Update DNSClients]チェックボックスをオンにして、
クライアントの PTRリソースレコードを更新するデフォルトのアクションに加えて、選択し
た DHCPサーバでの次の更新アクションの実行を指定します。

• [Update Both Records]チェックボックスをオンにして、DHCPサーバが Aレコードと PTR
RRの両方を更新するように指定します。

• [Override Client Settings]チェックボックスをオンにして、DHCPサーバのアクションが、
DHCPクライアントによって要求された更新アクションを上書きするように指定します。

e) [OK]をクリックして、[Edit DHCP Server]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 3 （任意） （ルーテッドモード）指定したインターフェイス（通常は外側）で ASAが DHCPクラ
イアントとして動作している場合に限り、DHCP自動コンフィギュレーションをイネーブルにす
るには、DHCPサーバテーブルの下にある [Global DHCP Options]領域の [Enable Auto-configuration
from interface]チェックボックスをオンにします。
DHCP自動コンフィギュレーションでは、指定したインターフェイスで動作している DHCPクラ
イアントから取得したDNSサーバ、ドメイン名、およびWINSサーバの情報が、DHCPサーバか
らDHCPクライアントに提供されます。自動コンフィギュレーションを介して取得された情報が、
[Global DHCP Options]領域でも手動で指定されている場合、検出された情報よりも手動で指定し
た情報の方が優先されます。
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ステップ 4 ドロップダウンリストから [auto-configuration interface]を選択します。

ステップ 5 インターフェイスの DHCPまたは PPPoEクライアントのWINSパラメータを VPNクライアント
のパラメータで上書きするには、[Allow VPN override]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [DNS Server 1]フィールドに、DHCPクライアント用のプライマリ DNSサーバの IPアドレスを入
力します。

ステップ 7 [DNS Server 2]フィールドに、DHCPクライアント用の代替 DNSサーバの IPアドレスを入力しま
す。

ステップ 8 [DomainName]フィールドに、DHCPクライアント用のDNSドメイン名（たとえば、example.com）
を入力します。

ステップ 9 [Lease Length]フィールドに、リースが期限切れになるまでにクライアントが割り当てられた IPア
ドレスを使用可能な時間を秒数で入力します。有効値の範囲は 300～ 1048575秒です。デフォル
ト値は 3600秒（1時間）です。

ステップ 10 [Primary WINS Server]フィールドに、DHCPクライアント用のプライマリWINSサーバの IPアド
レスを入力します。

ステップ 11 [Secondary WINS Server]フィールドに、DHCPクライアント用の代替WINSサーバの IPアドレス
を入力します。

ステップ 12 アドレスの衝突を避けるために、ASAは 1つのアドレスに 2つの ICMP pingパケットを送信して
から、そのアドレスをDHCPクライアントに割り当てます。[Ping Timeout]フィールドに、ASAが
DHCP pingの試行のタイムアウトを待つ時間をミリ秒単位で入力します。有効値の範囲は 10～
10000ミリ秒です。デフォルト値は 50ミリ秒です。

ステップ 13 追加のDHCPオプションとパラメータを指定するには、[Advanced]をクリックしして [Configuring
Advanced DHCP Options]ダイアログボックスを表示します。詳細については、高度な DHCPv4オ
プションの設定, （537ページ）を参照してください。

ステップ 14 [Dynamic DNS Settings for DHCP Server]領域で、DHCPサーバ用の DDNS更新設定を設定します。
[Update DNS Clients]チェックボックスをオンにして、クライアントの PTRリソースレコードを更
新するデフォルトのアクションに加えて、選択した DHCPサーバが次の更新アクションも実行す
るように指定します。

• [Update Both Records]チェックボックスをオンにして、DHCPサーバが Aレコードと PTR RR
の両方を更新するように指定します。

• [OverrideClient Settings]チェックボックスをオンにして、DHCPサーバのアクションが、DHCP
クライアントによって要求された更新アクションを上書きするように指定します。

ステップ 15 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

高度な DHCPv4 オプションの設定
ASAは、RFC 2132、RFC 2562、および RFC 5510に記載されている情報を送信する DHCPオプ
ションをサポートしています。オプション 1、12、50～ 54、58～ 59、61、67、82を除き、すべ
ての DHCPオプション（1～ 255）がサポートされています。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [DeviceManagement] > [DHCP] > [DHCP Server]の順に選択し、[Advanced]をクリッ
クします。

ステップ 2 ドロップダウンリストからオプションコードを選択します。

ステップ 3 設定するオプションを選択します。一部のオプションは標準です。標準オプションの場合、オプ

ション名がオプション番号の後のカッコ内に表示され、オプション番号およびオプションパラ

メータは、オプションでサポートされるものに制限されます。他のすべてのオプションにはオプ

ション番号だけが表示され、オプションに指定する適切なパラメータを選択する必要があります。

たとえば、DHCPオプション 2（タイムオフセット）を選択した場合、このオプションに入力で
きるのは16進数値だけです。他のすべてのDHCPオプションでは、すべてのオプション値タイプ
を使用できますが、適切なものを選択する必要があります。

ステップ 4 [Option Data]領域に、このオプションによって DHCPクライアントに返す情報のタイプを指定し
ます。標準DHCPオプションの場合、サポートされるオプションの値タイプだけが使用可能です。
他のすべての DHCPオプションでは、すべてのオプション値タイプを使用できます。[Add]をク
リックして、オプションをDHCPオプションリストに追加します。[Delete]をクリックして、オプ
ションを DHCPオプションリストから削除します。

• [IPAddress]をクリックして、IPアドレスがDHCPクライアントに返されることを示します。
IPアドレスは最大 2つまでです。IPアドレス 1および IPアドレス 2は、ドット付き 10進数
表記の IPアドレスを示します。

関連付けられた [IP Address]フィールドの名前は、選択したDHCPオプションに基
づいて変わります。たとえば、DHCPオプション 3（ルーター）を選択した場合、
フィールド名は [Router 1]および [Router 2]に変わります。

（注）

• [ASCII]をクリックして、ASCII値がDHCPクライアントに返されることを指定します。[Data]
フィールドに ASCII文字列を入力します。文字列にスペースを含めることはできません。

関連付けられた [Data]フィールドの名前は、選択した DHCPオプションに基づい
て変わります。たとえば、DHCPオプション 14（ダンプファイル名）を選択した
場合、関連付けられた [Data]フィールドの名前は [File Name]に変わります。

（注）

• [Hex]をクリックして、16進数値がDHCPクライアントに返されることを指定します。[Data]
フィールドに、偶数個の数字（スペースを含まない）から成る16進数文字列を入力します。
0xプレフィックスを使用する必要はありません。

関連付けられた [Data]フィールドの名前は、選択した DHCPオプションに基づい
て変わります。たとえば、DHCPオプション2（タイムオフセット）を選択した場
合、関連付けられた [Data]フィールドは [Offset]フィールドになります。

（注）

ステップ 5 [OK]をクリックして、[Advanced DHCP Options]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。
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DHCP リレーエージェントの設定
インターフェイスにDHCP要求が届くと、ユーザの設定に基づいて、ASAからその要求がリレー
される DHCPサーバが決定されます。設定できるサーバのタイプは次のとおりです。

•インターフェイス固有の DHCPサーバ：特定のインターフェイスに DHCP要求が届くと、
ASAはその要求をインターフェイス固有のサーバにだけリレーします。

•グローバルDHCPサーバ：インターフェイス固有のサーバが設定されていないインターフェ
イスにDHCP要求が届くと、ASAはその要求をすべてのグローバルサーバにリレーします。
インターフェイスにインターフェイス固有のサーバが設定されている場合、グローバルサー

バは使用されません。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [DHCP] > [DHCP Relay]の順に選択します。

ステップ 2 [DHCPRelayAgent]領域で、各インターフェイスに必要なサービスのチェックボックスをオンにし
ます。

• [IPv4]> [DHCP Relay Enabled]。

• [IPv4]> [SetRoute]：サーバからのDHCPメッセージのデフォルトゲートウェイアドレスを、
元の DHCP要求をリレーした DHCPクライアントに最も近い ASAインターフェイスのアド
レスに変更します。このアクションを行うと、クライアントは、自分のデフォルトルートを

設定して、DHCPサーバで異なるルータが指定されている場合でも、ASAをポイントするこ
とができます。パケット内にデフォルトのルータオプションがなければ、ASAは、そのイ
ンターフェイスのアドレスを含んでいるデフォルトルータを追加します。

• [IPv6]> [DHCP Relay Enabled]。

• [Trusted Interface]：信頼するDHCPクライアントインターフェイスを指定します。DHCP
Option82を維持するために、インターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定で
きます。DHCP Option 82は、DHCPスヌーピングおよび IPソースガードのために、ダウン
ストリームのスイッチおよびルータによって使用されます。通常、ASA DHCPリレーエー
ジェントが受信したDHCPパケットに、Option 82がすでに設定されているが、giaddrフィー
ルド（サーバにパケットを転送する前にリレーエージェントによって設定された DHCPリ
レーエージェントアドレスを指定するフィールド）は 0に設定されている場合、ASAはそ
のパケットをデフォルトでドロップします。インターフェイスを信頼できるインターフェイ

スとして指定することで、Option 82を維持したままパケットを転送できます。[Set dhcp relay
information as trusted on all interfaces]チェックボックスをオンにして、すべてのインターフェ
イスを信頼することもできます。

ステップ 3 [Global DHCP Relay Servers]領域に、DHCP要求をリレーする 1つまたは複数の DHCPサーバを追
加します。

a) [Add]をクリックします。[AddGlobal DHCPRelay Server]ダイアログボックスが表示されます。
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b) [DHCP Server]フィールドに、DHCPサーバの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスを入力しま
す。

c) [Interface]ドロップダウンリストから、指定した DHCPサーバが接続されているインターフェ
イスを選択します。

d) [OK]をクリックします。
新たに追加されたグローバル DHCPリレーサーバが、[Global DHCP Relay Servers]リストに表
示されます。

ステップ 4 （オプション）[IPv4 Timeout]フィールドに、DHCPv4アドレス処理のために許容する時間を秒数
で入力します。有効な値の範囲は 1～ 3600秒です。デフォルト値は 60秒です。

ステップ 5 （オプション）[IPv6 Timeout]フィールドに、DHCPv6アドレス処理のために許容する時間を秒数
で入力します。有効な値の範囲は 1～ 3600秒です。デフォルト値は 60秒です。

ステップ 6 [DHCP Relay Interface Servers]領域で、特定のインターフェイスの DHCP要求がリレーされるイン
ターフェイス固有の DHCPサーバを 1台以上追加します。
a) [Add]をクリックします。[Add DHCP Relay Server]ダイアログボックスが表示されます。
b) [Interface]ドロップダウンリストから、DHCPクライアントが接続されているインターフェイ
スを選択します。グローバルDHCPサーバの場合とは異なり、要求の出力インターフェイスを
指定しないことに注意してください。代わりに、ASAはルーティングテーブルを使用して出
力インターフェイスを決定します。

c) [Server to]フィールドにDHCPサーバの IPv4アドレスを入力し、[Add]をクリックします。サー
バが右側のリストに追加されます。全体の最大数に余裕があれば、4台までサーバを追加しま
す。インターフェイス固有のサーバでは、IPv6はサポートされていません。

d) [OK]をクリックします。
新しく追加したインターフェイスの DHCPリレーサーバが、[DHCP Relay Interface Server]リス
トに表示されます。

ステップ 7 すべてのインターフェイスを信頼するインターフェイスとして設定するには、[Set dhcp relay
information as trusted on all interfaces]チェックボックスをオンにします。あるいは、個々のインター
フェイスを信頼することもできます。

ステップ 8 [Apply]をクリックして設定値を保存します。

DDNS の設定
ダイナミック DNSを設定し、DNSサーバをアップデートするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [DNS] > [Dynamic DNS]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add Dynamic DNS Update Method]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 3 DDNSのアップデート方式の名前を入力します。

ステップ 4 アップデート方式で設定されたDNS更新試行間の更新間隔を日、時間、分、および秒で指定しま
す。

•更新試行間の日数を 0～ 364日の間で選択します。

•更新試行間の時間数を 0～ 23（整数）から選択します。

•更新試行間の分数を 0～ 59（整数）から選択します。

•更新試行間の秒数を 0～ 59（整数）から選択します。

これらの単位は、追加式です。つまり、日数に 0、時間数に 0、分数に 5、秒数に 15を入力した
場合、このアップデート方式がアクティブである限り、5分 15秒ごとに更新が試行されます。

ステップ 5 DNSクライアントがアップデートするサーバリソースレコードアップデートを保存するには、
次のいずれかのオプションを選択します。

• Aリソースレコードと PTRリソースレコードの両方。

• Aリソースレコードのみ。

ステップ 6 [OK]をクリックして、[Add Dynamic DNS Update Method]ダイアログボックスを表示します。
新しいダイナミック DNSクライアント設定が表示されます。

既存の方式を編集する場合、[Name]フィールドは表示専用となっており、編集のため
に選択した方式の名前が表示されます。

（注）

ステップ 7 設定されている各インターフェイスのDDNS設定を追加するには、[Add]をクリックしての [Dynamic
DNS Interface Settings]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 8 ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

ステップ 9 インターフェイスに割り当てられたアップデート方式をドロップダウンリストから選択します。

ステップ 10 DDNSクライアントのホスト名を入力します。

ステップ 11 リソースレコードアップデートを保存するには、次のいずれかのオプションを選択します。

• [Default]（PTRRecords）では、サーバによりクライアントがPTRレコードの更新を要求する
ように指定されます。

• [Both]（PTR Recordsおよび A Records）では、サーバによりクライアントが Aおよび PTR
DNSリソースレコードの両方を要求するように指定されます。

• [None]では、サーバによりクライアントが更新を要求しないように指定されます。

このアクションを有効にするには、選択したインターフェイス上でDHCPがイネーブル
になっている必要があります。

（注）
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ステップ 12 [OK]をクリックして、[Add Dynamic DNS Interface Settings]ダイアログボックスを閉じます。
新しいダイナミック DNSインターフェイス設定が表示されます。

ステップ 13 変更を保存するには [Apply]をクリックし、変更を破棄して新しく入力するには [Reset]をクリッ
クします。

DHCP および DDNS サービスのモニタリング
この項では、DHCPおよび DDNSの両方のサービスをモニタする手順について説明します。

DHCP サービスのモニタリング
• [Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [DHCP Client Lease Information]

このペインには、設定されている DHCPクライアントの IPアドレスが表示されます。

• [Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [DHCP Server Table]

このペインには、設定されている動的なDHCPクライアントの IPアドレスが表示されます。

• [Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [DHCP Statistics]

このペインには、DHCPv4メッセージのタイプ、カウンタ、値、方向、受信メッセージ数、
および送信メッセージ数が表示されます。

• [Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [IPV6 DHCP Relay Statistics]

このペインには、DHCPv6 Relayメッセージのタイプ、カウンタ、値、方向、受信メッセー
ジ数、および送信メッセージ数が表示されます。

• [Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [IPV6 DHCP Relay Binding]

このペインには、DHCPv6 Relayバインディングが表示されます。

DDNS ステータスのモニタリング
DDNSステータスのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。[Tools] >
[Command Line Interface]でコマンドを入力します。

• show running-config ddns

このコマンドは、現在の DDNSコンフィギュレーションを表示します。

• show running-config dns server-group

このコマンドは、現在の DNSサーバグループのステータスを表示します。
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DHCP および DDNS サービスの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASAは、DHCPサーバまたはDHCPリレーサービスをASAのインターフェイス
に接続されている DHCPクライアントに提供することができます。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [DHCP] > [DHCP Relay] [Configuration] >
[Device Management] > [DHCP] > [DHCP Server]

7.0(1)DHCP

この機能が導入されました。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [DeviceManagement] > [DNS] > [DNSClient][Configuration] > [Device
Management] > [DNS] > [Dynamic DNS]

7.0(1)DDNS

DHCPリレーに IPv6サポートが追加されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [DHCP] >
[DHCP Relay]。

9.0(1)DHCP relay for IPv6
(DHCPv6)

DHCPリレーサーバをインターフェイスごとに設定できるようになりました。
特定のインターフェイスに届いた要求は、そのインターフェイス用に指定された

サーバに対してのみリレーされます。インターフェイス単位の DHCPリレーで
は、IPv6はサポートされません。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [DHCP] >
[DHCP Relay]。

9.1(2)インターフェイスごと

の DHCPリレーサー
バ（IPv4のみ）

DHCPOption82を維持するために、インターフェイスを信頼できるインターフェ
イスとして設定できるようになりました。DHCPOption82は、DHCPスヌーピン
グおよび IPソースガードのために、ダウンストリームのスイッチおよびルータ
によって使用されます。通常、ASADHCPリレーエージェントがOption 82をす
でに設定したDHCPパケットを受信すしたとしても、giaddrフィールド（サーバ
にパケットを転送する前に、リレーエージェントによって設定された DHCPリ
レーエージェントアドレスを指定するフィールド）が 0に設定されている場合
は、ASAはそのパケットをデフォルトで削除します。インターフェイスを信頼
できるインターフェイスとして指定することで、Option82を維持したままパケッ
トを転送できます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Management] > [DHCP] >
[DHCP Relay]。

9.1(2)DHCPの信頼できるイ
ンターフェイス
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

DHCP再バインドフェーズに、クライアントはトンネルグループリスト内の他
の DHCPサーバへの再バインドを試みるようになりました。このリリース以前
には、DHCPリースの更新に失敗した場合、クライアントは代替サーバへ再バイ
ンドしませんでした。

変更された ASDM画面はありません。

9.1(4)DHCP再バインド機能

ASA DHCPリレーサーバが不適切な DHCPサーバから応答を受信すると、応答
を処理する前に、その応答が適切なサーバからのものであることを確認するよう

になりました。導入または変更されたコマンドはありません。変更されたASDM
画面はありません。

変更された ASDM画面はありません。

9.2(4)/ 9.3(3)DHCPリレーサーバ
は、応答用の DHCP
サーバ識別子を確認し

ます。

IPv6の DHCP統計情報および IPv6の DHCPバインディングをモニタできます。

次の画面が導入されました。[DHCPv6 monitoring]

[Monitoring] > [Interfaces] > [DHCP] > [IPV6DHCP Statistics, Monitoring] > [Interfaces]
> [DHCP] > [IPV6 DHCP Binding]。

9.4(1)DHCPv6モニタリング
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第 21 章

デジタル証明書

この章では、デジタル証明書の設定方法について説明します。

• デジタル証明書の概要, 545 ページ

• デジタル証明書のガイドライン, 555 ページ

• デジタル証明書の設定, 557 ページ

• 特定の証明書タイプの設定方法, 557 ページ

• 証明書の有効期限アラートの設定（ID証明書または CA証明書用）, 576 ページ

• デジタル証明書のモニタリング, 577 ページ

• 証明書管理の履歴, 578 ページ

デジタル証明書の概要

デジタル証明書は、認証に使用されるデジタル IDを保持しています。デジタル証明書には、名
前、シリアル番号、会社、部門、または IPアドレスなど、ユーザまたはデバイスを識別する情報
が含まれます。CAは、証明書に「署名」してその認証を確認することで、デバイスまたはユーザ
のアイデンティティを保証する、信頼できる機関です。CAは、公開キーまたは秘密キーの暗号化
を使用してセキュリティを保証する PKIコンテキストで、デジタル証明書を発行します。

デジタル証明書を使用して認証を行う場合は、ASAに 1つ以上の ID証明書と、その発行元の CA
証明書が必要です。この設定では、複数のアイデンティティ、ルート、および証明書の階層が許

可されます。ASAではCRL（認証局の失効リストとも呼ばれます）に照らしてサードパーティの
証明書を検証します。検証は、ID証明書から下位証明書チェーンの認証局までさかのぼって行わ
れます。

次に、使用可能な各種デジタル証明書について説明します。

• CA証明書は、他の証明書に署名するために使用されます。これは自己署名され、ルート証
明書と呼ばれます。別の CA証明書により発行される証明書は、下位証明書と呼ばれます。
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• ID証明書は、特定のシステムまたはホストの証明書です。この証明書もCAにより発行され
ます。

•コード署名者証明書は、コードに署名するためのデジタル署名を作成する際に使用される特
殊な証明書であり、署名されたコードそのものが証明書の作成元を示しています。

ローカル CAは、ASAの独立認証局機能を統合したもので、証明書の配布と、発行された証明書
に対するセキュアな失効チェックを行います。Webサイトのログインページからユーザ登録を行
う場合には、ローカル CAにより実現されるセキュアで設定可能な内部認証局機能によって、証
明書の認証を行うことができます。

CA証明書および ID証明書は、サイトツーサイト VPN接続およびリモートアクセス VPN接
続の両方に適用されます。このマニュアルに記載の手順は、ASDM GUIでリモートアクセス
VPNを使用する場合の手順です。

（注）

デジタル証明書は、認証に使用されるデジタル IDを保持しています。デジタル証明書には、名
前、シリアル番号、会社、部門、または IPアドレスなど、ユーザまたはデバイスを識別する情報
が含まれます。CAは、証明書に「署名」してその認証を確認することで、デバイスまたはユーザ
のアイデンティティを保証する、信頼できる機関です。CAは、公開キーまたは秘密キーの暗号化
を使用してセキュリティを保証する PKIコンテキストで、デジタル証明書を発行します。

デジタル証明書を使用して認証を行う場合は、ASAに 1つ以上の ID証明書と、その発行元の CA
証明書が必要です。この設定では、複数のアイデンティティ、ルート、および証明書の階層が許

可されます。次に、使用可能な各種デジタル証明書について説明します。

• CA証明書は、他の証明書に署名するために使用されます。これは自己署名され、ルート証
明書と呼ばれます。

•別の CA証明書により発行される証明書は、下位証明書と呼ばれます。

CAは、証明書要求の管理とデジタル証明書の発行を行います。デジタル証明書には、名前、シリ
アル番号、会社、部門、または IPアドレスなど、ユーザまたはデバイスを識別する情報が含まれ
ます。デジタル証明書には、ユーザまたはデバイスの公開キーのコピーも含まれています。CA
は、信頼できるサードパーティ（VeriSignなど）の場合もあれば、組織内に設置したプライベー
ト CA（インハウス CA）の場合もあります。

証明書コンフィギュレーションおよびロードバランシングの例は、次の URLを参照してくだ
さい。https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-5964

ヒント

公開キー暗号化

デジタル署名は、公開キー暗号化によってイネーブルになり、デバイスおよびユーザを認証する

手段です。RSA暗号化システムなどの Public Key Cryptographyでは、各ユーザは、公開キーと秘
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密キーの両方を含むキーペアを使用します。これらのキーは、補足として機能し、一方で暗号化

されたものは、もう一方で復号化できます。

簡単に言えば、データが秘密キーで暗号化されたとき、署名が形成されます。署名はデータに付

加されて受信者に送信されます。受信者は送信者の公開キーをデータに適用します。データとと

もに送信された署名が、公開キーをデータに適用した結果と一致した場合、メッセージの有効性

が確立されます。

このプロセスは、受信者が送信者の公開キーのコピーを持っていること、およびその公開キーが

送信者になりすました別人のものではなく、送信者本人のものであることを受信者が強く確信し

ていることに依存しています。

通常、送信者の公開キーは外部で取得するか、インストール時の操作によって取得します。たと

えば、ほとんどのWebブラウザでは、いくつかの CAのルート証明書がデフォルトで設定されて
います。VPNの場合、IKEプロトコルは IPsecのコンポーネントであり、デジタル署名を使用し
てピアデバイスを認証した後で、セキュリティアソシエーションをセットアップできます。

証明書のスケーラビリティ

デジタル証明書がない場合、通信するピアごとに各 IPsecピアを手動で設定する必要があります。
そのため、ネットワークにピアを新たに追加するたびに、安全に通信するために各ピアで設定変

更を行わなければなりません。

デジタル証明書を使用している場合、各ピアはCAに登録されます。2つのピアは、通信を試みる
ときに、証明書とデジタル署名されたデータを交換して、相互の認証を行います。新しいピアが

ネットワークに追加された場合は、そのピアを CAに登録するだけで済みます。他のピアを修正
する必要はありません。新しいピアが IPsec接続を試みると、証明書が自動的に交換され、そのピ
アの認証ができます。

CAを使用した場合、ピアはリモートピアに証明書を送り、公開キー暗号化を実行することによっ
て、そのリモートピアに対して自分自身を認証します。各ピアから、CAによって発行された固
有の証明書が送信されます。このプロセスが機能を果たすのは、関連付けられているピアの公開

キーが各証明書にカプセル化され、各証明書が CAによって認証され、参加しているすべてのピ
アによって CAが認証権限者として認識されるためです。このプロセスは、RSA署名付きの IKE
と呼ばれます。

ピアは、証明書が期限満了になるまで、複数の IPsecセッションに対して、および複数の IPsecピ
ア宛てに証明書を送り続けることができます。証明書が期限満了になったときは、ピアの管理者

は新しい証明書を CAから入手する必要があります。

CAは、IPsecに参加しなくなったピアの証明書を無効にすることもできます。無効にされた証明
書は、他のピアからは有効な証明書とは認識されなくなります。無効にされた証明書はCRLに記
載され、各ピアは別のピアの証明書を受け取る前に、CRLをチェックします。

CAの中には、実装の一部として RAを持つものもあります。RAは CAのプロキシの役割を果た
すサーバであるため、CAが使用できないときも CA機能は継続しています。

キーペア

キーペアとは、次の特性を持つ RSAキーです。
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• RSAキーは SSHや SSLに使用できます。

• SCEP登録は、RSAキーの証明書をサポートしています。

•キー生成では、RSAキーの最大キー係数は 2048ビットです。デフォルトサイズは 1024で
す。1024ビットを超える RSAキーペアを持つ ID証明書を使用している複数の SSL接続に
よって、ASAでの CPU使用率が高くなり、クライアントレスログインが拒否される可能性
があります。

•署名操作でサポートされているキーの最大サイズは 4096ビットです。キーサイズは 2048以
上を使用することをお勧めします。

•署名にも暗号化にも使用できる汎用 RSAキーペアを生成することも、署名用と暗号化用に
別々の RSAキーペアを生成することもできます。SSLでは署名用ではなく暗号化用のキー
が使用されるので、署名用と暗号化用にキーを分けると、キーが公開される頻度を少なくす

ることができます。ただし、IKEでは暗号化用ではなく署名用のキーが使用されます。キー
を用途別に分けることで、キーの公開頻度が最小化されます。

トラストポイント

トラストポイントを使用すると、CAと証明書の管理とトレースができます。トラストポイントと
は、CAまたは IDペアを表現したものです。トラストポイントには、CAの ID、CA固有のコン
フィギュレーションパラメータ、登録されている ID証明書とのアソシエーションが含まれてい
ます。

トラストポイントの定義が完了したら、CAの指定を必要とするコマンドで、名前によってトラス
トポイントを参照できます。トラストポイントは複数設定できます。

Cisco ASAに同じ CAを共有するトラストポイントが複数ある場合、CAを共有するトラスト
ポイントのうち、ユーザ証明書の検証に使用できるのは 1つだけです。CAを共有するどのト
ラストポイントを使用して、そのCAが発行したユーザ証明書を検証するかを制御するには、
support-user-cert-validationコマンドを使用します。

（注）

自動登録の場合は、登録URLがトラストポイントに設定されている必要があり、また、トラスト
ポイントが示すCAがネットワーク上で使用可能であり、SCEPをサポートしている必要がありま
す。

キーペアと、トラストポイントに関連付けられている発行済み証明書は、PKCS12形式でエクス
ポートとインポートができます。この形式は、異なる ASA上のトラストポイントコンフィギュ
レーションを手動でコピーする場合に便利です。

認証登録

ASAは、トラストポイントごとに 1つの CA証明書が必要で、セキュリティアプライアンス自体
には、トラストポイントで使用するキーのコンフィギュレーションに応じて 1つまたは 2つの証
明書が必要です。トラストポイントが署名と暗号化に別々のRSAキーを使用する場合、ASAには
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署名用と暗号化用の2つの証明書が必要になります。署名用と暗号化用のキーが同じである場合、
必要な証明書は 1つだけです。

ASAは、SCEPを使用した自動登録と、base-64-encoded証明書を直接端末に貼り付けられる手動
登録をサポートしています。サイトツーサイト VPNの場合は、各 ASAを登録する必要がありま
す。リモートアクセス VPNの場合は、各 ASAと各リモートアクセス VPNクライアントを登録
する必要があります。

SCEP 要求のプロキシ

ASAは、AnyConnectとサードパーティ CA間の SCEP要求のプロキシとして動作することができ
ます。プロキシとして動作する場合に必要なのは CAがASAからアクセス可能であることのみで
す。ASAのこのサービスが機能するには、ASAが登録要求を送信する前に、ユーザが AAAでサ
ポートされているいずれかの方法を使用して認証されている必要があります。また、ホストス

キャンおよびダイナミックアクセスポリシーを使用して、登録資格のルールを適用することもで

きます。

ASAは、AnyConnect SSLまたは IKEv2 VPNセッションでのみこの機能をサポートしています。
これは、Cisco IOS CS、Windows Server 2003 CA、およびWindows Server 2008 CAを含む、すべて
の SCEP準拠 CAをサポートしています。

クライアントレス（ブラウザベース）でのアクセスはSCEPプロキシをサポートしていませんが、
WebLaunch（クライアントレス起動 AnyConnect）はサポートしていません。

ASAは、証明書のポーリングはサポートしていません。

ASAはこの機能に対するロードバランシングをサポートしています。

失効チェック

証明書は発行されると、一定期間有効です。CAは、安全上の問題や名前またはアソシエーション
の変更などの理由で、期限が切れる前に証明書を無効にすることがあります。CAは、無効になっ
た証明書の署名付きリストを定期的に発行します。失効確認を有効にすることにより、CAが認証
にその証明書を使用するたびに、その証明書が無効にされていないかどうか、ASAによってチェッ
クされます。

失効確認を有効にすると、PKI証明書検証プロセス時にASAによって証明書の失効ステータスが
チェックされます。これには、CRLチェック、OCSP、またはその両方が使用されます。OCSP
は、最初の方式がエラーを返した場合に限り使用されます（たとえば、サーバが使用不可である

ことを示すエラー）。

CRLチェックを使用すると、ASAによって、無効になった（および失効解除された）証明書とそ
の証明書シリアル番号がすべてリストされている CRLが取得、解析、およびキャッシュされま
す。ASAは CRL（認証局の失効リストとも呼ばれます）に基づいて証明書を検証します。検証
は、ID証明書から下位証明書チェーンの認証局までさかのぼって行われます。

OCSPは、検証局に特定の証明書のステータスを問い合わせ、チェックを検証局が扱う範囲に限
定するため、よりスケーラブルな方法を提供します。
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サポート対象の CA サーバ

ASAは次の CAサーバをサポートしています。

Cisco IOS CS、ASAローカル CA、およびサードパーティの X.509準拠 CAベンダー（次のベン
ダーが含まれますが、これらに限定はされません）。

• Baltimore Technologies

• Entrust

• Digicert

• Geotrust

• GoDaddy

• iPlanet/Netscape

• Microsoft Certificate Services

• RSA Keon

• Thawte

• VeriSign

CRL

CRLは、有効期間内の証明書が発行元のCAによって無効にされているかどうかをASAが判断す
るための1つの方法です。CRLコンフィギュレーションは、トラストポイントのコンフィギュレー
ションの一部です。

証明書を認証するときに必ず revocation-check crlコマンドを使用して CRLチェックを行うよう
に、ASAを設定できます。また、revocation-checkcrlnoneコマンドを使用することで、CRLチェッ
クをオプションにすることもできます。こうすると、更新された CRLデータが CAから提供され
ない場合でも、証明書認証は成功します。

ASAはHTTP、SCEP、または LDAPを使用して、CAからCRLを取得できます。トラストポイン
トごとに取得されたCRLは、トラストポイントごとに設定可能な時間だけキャッシュされます。

CRLのキャッシュに設定された時間を超過して ASAにキャッシュされている CRLがある場合、
ASAはその CRLを、古すぎて信頼できない、つまり「失効した」と見なします。ASAは、次回
の証明書認証で失効した CRLのチェックが必要な場合に、より新しいバージョンの CRLを取得
しようとします。

ASAによって CRLがキャッシュされる時間は、次の 2つの要素によって決まります。

• cache-timeコマンドで指定される分数。デフォルト値は 60分です。

•取得した CRL中のNextUpdateフィールド。このフィールドが CRLにない場合もあります。
ASAが NextUpdateフィールドを必要とするかどうか、およびこのフィールドを使用するか
どうかは、enforcenextupdateコマンドで制御します。

ASAでは、これらの 2つの要素が次のように使用されます。
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• NextUpdateフィールドが不要の場合、cache-timeコマンドで指定された時間が経過すると、
ASAは CRLに失効のマークを付けます。

• NextUpdateフィールドが必要な場合、ASAは、cache-timeコマンドと NextUpdateフィール
ドで指定されている 2つの時間のうち短い方の時間で、CRLに失効のマークを付けます。た
とえば、cache-timeコマンドによってキャッシュ時間が100分に設定され、NextUpdateフィー
ルドによって次のアップデートが 70分後に指定されている場合、ASAは 70分後に CRLに
失効のマークを付けます。

ASAがメモリ不足で、特定のトラストポイント用にキャッシュされたCRLをすべて保存すること
ができない場合、使用頻度が最も低い CRLが削除され、新しく取得した CRL用の空き領域が確
保されます。

OCSP

OCSPは、有効期間内の証明書が発行元の CAによって無効にされているかどうかを ASAが判断
するための 1つの方法です。OCSPのコンフィギュレーションは、トラストポイントのコンフィ
ギュレーションの一部です。

OCSPによって、証明書のステータスをチェックする範囲が検証局（OCSPサーバ、応答側とも呼
ばれます）に限定され、ASAによって検証局に特定の証明書のステータスに関する問い合わせが
行われます。これは、CRLチェックよりもスケーラブルで、最新の失効ステータスを確認できる
方法です。この方法は、PKIの導入規模が大きい場合に便利で、安全なネットワークを拡大でき
ます。

ASAでは、OCSP応答に 5秒間のスキューを許可します。（注）

証明書を認証するときに必ず revocation-check ocspコマンドを使用して OCSPチェックを行うよ
うに、ASAを設定できます。また、revocation-check ocspnoneコマンドを使用することで、OCSP
チェックをオプションにすることもできます。こうすると、更新された OCSPデータが検証局か
ら提供されない場合でも、証明書認証は成功します。

OCSPを利用すると、OCSPサーバの URLを 3つの方法で定義できます。ASAは、これらのサー
バを次の順に使用します。

1 match certificateコマンドの使用による証明書の照合の上書きルールで定義されている OCSP
サーバの URL

2 ocsp urlコマンドを使用して設定されている OCSPサーバの URL

3 クライアント証明書の AIAフィールド
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トラストポイントでOCSPの応答側の自己署名した証明書を検証するように設定するには、信
頼できるCA証明書として、この自己署名した応答側の証明書をそのトラストポイントにイン
ポートします。次に、クライアント証明書を検証するトラストポイントで match certificateコ
マンドを設定して、応答側の証明書を検証するために、OCSPの応答側の自己署名された証明
書を含むトラストポイントを使用するようにします。クライアント証明書の検証パスの外部に

ある応答側の証明書を検証する場合も、同じ手順で設定します。

通常、OCSPサーバ（応答側）の証明書によって、OCSP応答が署名されます。ASAが応答を
受け取ると、応答側の証明書を検証しようとします。通常、CAは、侵害される危険性を最小
限に抑えるために、OCSPレスポンダ証明書のライフタイムを比較的短い期間に設定します。
CAは一般に、応答側証明書に ocsp-no-check拡張を含めて、この証明書では失効ステータス
チェックが必要ないことを示します。ただし、この拡張がない場合、ASAはトラストポイン
トで指定されている方法で失効ステータスをチェックします。応答側の証明書を検証できない

場合、失効ステータスをチェックできなくなります。この可能性を防ぐには、

revocation-checknoneコマンドを使用して応答側の証明書を検証するトラストポイントを設定
し、revocation-check ocspコマンドを使用してクライアント証明書を設定します。

（注）

ローカル CA
ローカル CAでは、次のタスクが実行されます。

• ASAで基本的な証明機関動作を統合する。

•証明書を導入する。

•発行済み証明書のセキュアな失効チェックを実行する。

•ブラウザベースとクライアントベースの両方でSSLVPN接続とともに使用するために、ASA
上に認証局を提供する。

•外部の証明書認証に依存することなく、ユーザに信頼できるデジタル証明書を提供する。

•証明書認証のためのセキュアな内部認証局を提供し、Webサイトログインを使用した簡単な
ユーザ登録を実現する。

ローカル CA ファイル用のストレージ

ASAでは、ユーザ情報、発行済み証明書、および失効リストへのアクセスと実装にローカル CA
データベースが使用されます。このデータベースは、デフォルトでローカルフラッシュメモリに

存在するか、または、マウントされて ASAにアクセス可能な外部のファイルシステム上に設定
することもできます。

ローカル CAユーザデータベースに保存できるユーザの数に制限はありませんが、フラッシュメ
モリストレージに問題がある場合、管理者に対策を取るように警告する syslogが作成され、ロー
カル CAはストレージの問題が解決されるまでディセーブルになることがあります。フラッシュ
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メモリは、3500人以下のユーザを持つデータベースを保存できますが、ユーザの数がそれを超え
るデータベースでは外部ストレージが必要になります。

ローカル CA サーバ

ASAにローカル CAサーバを設定すると、ユーザは、Webサイトにログインし、ユーザの登録資
格を検証するためにローカル CA管理者によって与えられたユーザ名とワンタイムパスワードを
入力することで、証明書を登録できます。

次の図に示すように、ローカル CAサーバは ASAに常駐し、Webサイトユーザからの登録要求
や、その他の証明書を検証するデバイスおよび ASAから発信された CRLの問い合わせを処理し
ます。ローカル CAデータベースおよびコンフィギュレーションファイルは、ASAのフラッシュ
メモリ（デフォルトのストレージ）または個別のストレージデバイスに保持されます。

図 47：ローカル CA

証明書とユーザログインクレデンシャル

この項では、認証と認可に証明書およびユーザログインクレデンシャル（ユーザ名とパスワー

ド）を使用する、さまざまな方法について説明します。これらの方式は、IPsec、AnyConnect、お
よびクライアントレス SSL VPNに適用されます。

すべての場合において、LDAP認可では、パスワードをクレデンシャルとして使用しません。
RADIUS認可では、すべてのユーザの共通パスワードまたはユーザ名のいずれかを、パスワード
として使用します。

ユーザログインクレデンシャル

認証および認可のデフォルトの方法では、ユーザログインクレデンシャルを使用します。

•認証

◦トンネルグループ（ASDM接続プロファイルとも呼ばれます）の認証サーバグループ
設定によりイネーブルにされます。
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◦ユーザ名とパスワードをクレデンシャルとして使用します。

•認証

◦トンネルグループ（ASDM接続プロファイルとも呼ばれます）の認可サーバグループ
設定によりイネーブルにされます。

◦ユーザ名をクレデンシャルとして使用します。

証明書

ユーザデジタル証明書が設定されている場合、ASAによって最初に証明書が検証されます。ただ
し、証明書の DNは認証用のユーザ名として使用されません。

認証と認可の両方がイネーブルになっている場合、ASAによって、ユーザの認証と認可の両方に
ユーザログインクレデンシャルが使用されます。

•認証

◦認証サーバグループ設定によってイネーブルにされます。

◦ユーザ名とパスワードをクレデンシャルとして使用します。

•認証

◦認可サーバグループ設定によってイネーブルにされます。

◦ユーザ名をクレデンシャルとして使用します。

認証がディセーブルで認可がイネーブルになっている場合、ASAによって認可にプライマリ DN
のフィールドが使用されます。

•認証

◦認証サーバグループ設定によってディセーブル（[None]に設定）になります。

◦クレデンシャルは使用されません。

•認証

◦認可サーバグループ設定によってイネーブルにされます。

◦証明書のプライマリ DNフィールドのユーザ名の値をクレデンシャルとして使用しま
す。

証明書にプライマリDNのフィールドが存在しない場合、ASAでは、セカンデリDNのフィー
ルド値が認可要求のユーザ名として使用されます。

（注）
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次のサブジェクト DNフィールドと値が含まれるユーザ証明書を例に挙げます。

Cn=anyuser,OU=sales;O=XYZCorporation;L=boston;S=mass;C=us;ea=anyuser@example.com

プライマリDN = EA（電子メールアドレス）およびセカンデリDN = CN（一般名）の場合、許可
要求で使われるユーザ名は anyuser@example.comになります。

デジタル証明書のガイドライン

この項では、デジタル証明書を設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよび制限事項に

ついて説明します。

コンテキストモードのガイドライン

•サードパーティ CAではシングルコンテキストモードでのみサポートされています。

フェールオーバーのガイドライン

•ステートフルフェールオーバーではセッションの複製はサポートされません。

•ローカル CAのフェールオーバーはサポートされません。

IPv6 のガイドライン

IPv6はサポートされません。

ローカル CA 証明書

•証明書をサポートするように ASAが正しく設定されていることを確認します。ASAの設定
が正しくないと、登録に失敗したり、不正確な情報を含む証明書が要求されたりする可能性

があります。

• ASAのホスト名とドメイン名が正しく設定されていることを確認します。現在設定されてい
るホスト名とドメイン名を表示するには、show running-configコマンドを入力します。

• CAを設定する前に、ASAのクロックが正しく設定されていることを確認します。証明書に
は、有効になる日時と満了になる日時が指定されています。ASAがCAに登録して証明書を
取得するとき、ASAは現在の時刻が証明書の有効期間の範囲内であるかどうかをチェックし
ます。現在の時刻が有効期間の範囲外の場合、登録は失敗します。

•ローカル CA証明書の有効期限の 30日前に、ロールオーバー代替証明書が生成され、syslog
メッセージ情報で管理者にローカルCAのロールオーバーの時期であることが知らされます。
新しいローカル CA証明書は、現在の証明書が有効期限に達する前に、必要なすべてのデバ
イスにインポートする必要があります。管理者が、新しいローカル CA証明書としてロール
オーバー証明書をインストールして応答しない場合、検証が失敗する可能性があります。

•ローカルCA証明書は、同じキーペアを使用して期限満了後に自動的にロールオーバーしま
す。ロールオーバー証明書は、base 64形式でエクスポートに使用できます。
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次に、base 64で符号化されたローカル CA証明書の例を示します。

MIIXlwIBAzCCF1EGCSqGSIb3DQEHAaCCF0IEghc+MIIXOjCCFzYGCSqGSIb3DQEHBqCCFycwghcjAgEAMIIXHA
YJKoZIhvcNAQcBMBsGCiqGSIb3DQEMAQMwDQQIjph4SxJoyTgCAQGAghbw3v4bFy+GGG2dJnB4OLphsUM+IG3S
DOiDwZG9n1SvtMieoxd7Hxknxbum06JDrujWKtHBIqkrm+td34qlNE1iGeP2YC94/NQ2z+4kS+uZzwcRhl1KEZ
TS1E4L0fSaC3uMTxJq2NUHYWmoc8pi4CIeLj3h7VVMy6qbx2AC8I+q57+QG5vG5l5Hi5imwtYfaWwPEdPQxaWZ
PrzoG1J8BFqdPa1jBGhAzzuSmElm3j/2dQ3Atro1G9nIsRHgV39fcBgwz4fEabHG7/Vanb+fj81d5nlOiJjDYY
bP86tvbZ2yOVZR6aKFVI0b2AfCr6PbwfC9U8Z/aF3BCyM2sN2xPJrXva94CaYrqyotZdAkSYA5KWScyEcgdqmu
BeGDKOncTknfgy0XM+fG5rb3qAXy1GkjyFI5Bm9Do6RUROoG1DSrQrKeq/hj….

END OF CERTIFICATE

SCEP プロキシサポート

• ASAとCisco ISEポリシーノードが、同じNTPサーバを使用して同期されていることを確認
します。

• AnyConnectセキュアモビリティクライアント 3.0以降がエンドポイントで実行中である必
要があります。

•グループポリシーの接続プロファイルで設定される認証方式は、AAA認証と証明書認証の
両方を使用するように設定する必要があります。

• SSLポートが、IKEv2 VPN接続用に開いている必要があります。

• CAは、自動許可モードになっている必要があります。

ローカル CA 証明書データベース

ローカルCA証明書データベースを維持するため、データベースに変更が加えられるたびにwrite
memoryコマンドを使用して、証明書データベースファイル LOCAL-CA-SERVER.cdbを保存して
ください。ローカル CA証明書データベースには、次のファイルが含まれます。

• LOCAL-CA-SERVER.p12は、ローカル CAサーバを最初にイネーブルにしたときに生成され
たローカル CA証明書とキーペアのアーカイブです。

• LOCAL-CA-SERVER.crlファイルは、実際の CRLです。

• LOCAL-CA-SERVER.serファイルでは、発行済み証明書のシリアル番号が追跡されます。

その他のガイドライン

• ASAがCAサーバまたはクライアントとして設定されている場合、推奨される終了日（2038
年 1月 19日 03:14:08 UTC）を超えないよう、証明書の有効期を制限してください。このガ
イドラインは、サードパーティベンダーからインポートした証明書にも適用されます。

•フェールオーバーがイネーブルになっている場合、ローカル CAは設定できません。ローカ
ルCAサーバを設定できるのは、フェールオーバーのないスタンドアロンASAのみです。詳
細については、「CSCty43366」を参照してください。

•証明書の登録が完了すると、ASAにより、ユーザのキーペアと証明書チェーンを含むPKCS12
ファイルが保存されます。これには、登録ごとに約 2 KBのフラッシュメモリまたはディス
ク領域が必要です。実際のディスク領域の量は、設定されている RSAキーサイズと証明書
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フィールドによって異なります。使用できるフラッシュメモリの量が限られているASAに、
保留中の証明書登録を多数追加する場合には、このガイドラインに注意してください。これ

らのPKCS12ファイルは、設定されている登録の取得タイムアウトの間、フラッシュメモリ
に保存されます。キーサイズは 2048以上を使用することをお勧めします。

• lifetime ca-certificateコマンドは、ローカル CAサーバ証明書の初回生成時（初めてローカル
CAサーバを設定し、no shutdownコマンドを発行するとき）に有効になります。CA証明書
の期限が切れると、設定されたライフタイム値を使用して新しいCA証明書が生成されます。
既存の CA証明書のライフタイム値は変更できません。

•管理インターフェイスへの ASDMトラフィックと HTTPSトラフィックを保護するために、
アイデンティティ証明書を使用するようASAを設定する必要があります。SCEPにより自動
的に生成される ID証明書はリブートのたびに再生成されるため、必ず独自の ID証明書を手
動でインストールしてください。SSLのみに適用されるこのプロシージャの例については、
次の URLを参照してください。http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_
configuration_example09186a00809fcf91.shtml。

• ASAおよび AnyConnectクライアントで検証できるのは、[X520Serialnumber]フィールド
（[Subject Name]のシリアル番号）が PrintableString形式である証明書のみです。シリアル番
号の形式にUTF8などのエンコーディングが使用されている場合、証明書認証は失敗します。

• ASAでのインポート時は、有効な文字と値だけを証明書パラメータに使用してください。

•ワイルドカード（*）記号を使用するには、文字列値でこの文字を使用できるエンコードを
CAサーバで使用していることを確認してください。RFC 5280では UTF8Stringまたは
PrintableStringを使用することを推奨していますが、PrintableStringではこのワイルドカード
文字を有効であると認識しないため UTF8Stringを使用する必要があります。ASAは、イン
ポート中に無効な文字または値が見つかると、インポートした証明書を拒否します。次に例

を示します。

ERROR: Failed to parse or verify imported certificate ciscoasa(config)# Read 162*H÷ytes
as CA certificate:0U0= \Ivr"phÕV°3é¼þ0 CRYPTO_PKI(make trustedCerts list)
CERT-C: E ../cert-c/source/certlist.c(302): Error #711h
CRYPTO_PKI: Failed to verify the ID certificate using the CA certificate in trustpoint
mm.
CERT-C: E ../cert-c/source/p7contnt.c(169): Error #703h
crypto_certc_pkcs7_extract_certs_and_crls failed (1795):
crypto_certc_pkcs7_extract_certs_and_crls failed
CRYPTO_PKI: status = 1795: failed to verify or insert the cert into storage

デジタル証明書の設定

ここでは、デジタル証明書の設定方法について説明します。

特定の証明書タイプの設定方法

信頼できる証明書を確立すると、アイデンティティ証明書の確立などの基本的なタスクや、ロー

カル CA証明書やコード署名証明書の確立などのさらに高度な設定を行なえるようになります。
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はじめる前に

デジタル証明書情報に目を通し、信頼できる証明書を確立します。秘密キーが設定されていない

CA証明書は、すべての VPNプロトコルと webvpnで使用され、トラストポイントで着信クライ
アント証明書を検証するように設定されています。また、トラストポイントとは、HTTPSサーバ
にプロキシ接続された接続を検証し、smart-call-home証明書を検証する、webvpn機能によって使
用される信頼できる証明書の一覧のことです。

手順

ステップ 1 アイデンティティ証明書は、対応する秘密キーとともにASAに設定される証明書です。これは、
SSLサービスや IPsecサービスを確立する際のアウトバウンドの暗号化またはシグネチャの生成に
使用され、トラストポイントを登録することによって取得されます。アイデンティティ証明書を

設定するには、ID証明書, （558ページ）を参照してください。

ステップ 2 ローカルCAを設定すると、VPNクライアントがASAから証明書を直接登録できるようになりま
す。この高度な設定により、ASAは CAに変換されます。CAを設定するには、CA Certificate, （
564ページ）を参照してください。

ステップ 3 WebVPN Javaコード署名機能の一部としてアイデンティティ証明書を使用する場合は、コード署
名者証明書, （575ページ）を参照してください。

次の作業

証明書の有効期限にアラートを設定するか、デジタル証明書や証明書の管理履歴をモニタします。

ID 証明書
アイデンティティ証明書は、ASA内の VPNアクセスの認証に使用できます。

[Identity Certificates Authentication]ペインでは、次のタスクを実行できます。

•アイデンティティ証明書の追加またはインポート, （559ページ）。

• CAからの要求として CMPv2登録の有効化

• ID証明書の詳細を表示する。

•既存の ID証明書を削除する。

•アイデンティティ証明書のエクスポート, （561ページ）。

•証明書有効期限のアラートを設定する。

• Etrustでアイデンティティ証明書を登録する証明書署名要求の生成, （562ページ）。
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アイデンティティ証明書の追加またはインポート

新しい ID証明書コンフィギュレーションを追加またはインポートするには、次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Certificate Management] > [Identity Certificates]の順に選択
します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
選択されたトラストポイント名が上部に示された [Add Identity Certificate]ダイアログボックスが表
示されます。

ステップ 3 [Import the identity certificate from a file (PKCS12 format with Certificate(s) + Private Key)]オプション
ボタンをクリックして、既存のファイルから ID証明書をインポートします。

ステップ 4 PKCS12ファイルの復号化に使用するパスフレーズを入力します。

ステップ 5 ファイルのパス名を入力するか、[Browse]をクリックして [Import IDCertificate File]ダイアログボッ
クスを表示します。証明書ファイルを見つけて、[Import ID Certificate File]をクリックします。

ステップ 6 [Add a new Global Controller]オプションボタンをクリックして、新しい ID証明書を追加します。

ステップ 7 [New]をクリックして、[Add Key Pair]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 8 RSAまたは ECDSAキーのタイプを選択します。

ステップ 9 [Use default keypair name]オプションボタンをクリックして、デフォルトのキーペア名を使用しま
す。

ステップ 10 [Enter a new key pair name]オプションボタンをクリックして、新しい名前を入力します。ASAで
は、複数のキーペアをサポートします。

ステップ 11 ドロップダウンリストから係数サイズを選択します。係数サイズが不明な場合は、Entrustにお問
い合わせください。

ステップ 12 [General purpose]オプションボタン（デフォルト）または [Special]オプションボタンをクリックし
て、キーペアの用途を選択します。[Special]オプションボタンを選択すると、ASAにより署名用
と暗号化用の 2つのキーペアが生成されます。この選択は、対応する識別用に 2つの証明書が必
要なことを示します。

ステップ 13 [Generate Now]をクリックして新しいキーペアを作成し、[Show]をクリックして [Key Pair Details]
ダイアログボックスを表示します。ここには、次の表示専用の情報が示されます。

•公開キーが認証の対象となるキーペアの名前。

•キーペアの生成日時。

• RSAキーペアの用途。

•キーペアの係数サイズ（512、768、1024、および 2048ビット）。デフォルトは 1024です。

•テキスト形式の特定のキーデータを含むキーデータ。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

559

特定の証明書タイプの設定方法



ステップ 14 完了したら、[OK]をクリックします。

ステップ 15 ID証明書で DNを形成するための証明書サブジェクト DNを選択します。その後、[Select]をク
リックして [Certificate Subject DN]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 16 ドロップダウンリストから追加する DN属性を 1つ以上選択し、値を入力し、[Add]をクリックし
ます。証明書サブジェクト DNの使用可能な X.500属性は、次のとおりです。

• Common Name（CN）

• Department（OU）

• Company Name（O）

• Country（C）

• State/Province（ST）

• Location（L）

• E-mail Address（EA）

ステップ 17 完了したら、[OK]をクリックします。

ステップ 18 自己署名証明書を作成するには、[Generate self-signed certificate]チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 19 ID証明書をローカル CAとして機能させるには、[Act as local certificate authority and issue dynamic
certificates to TLS proxy]チェックボックスをオンにします。

ステップ 20 追加の ID証明書設定を行うには、[Advanced]をクリックします。
[Certificate Parameters]、[Enrollment Mode]、および [SCEP Challenge Password]の 3つのタブを持つ
[Advanced Options]ダイアログボックスが表示されます。

登録モード設定と SCEPチャレンジパスワードは自己署名証明書では使用できませ
ん。

（注）

ステップ 21 [Certificate Parameters]タブをクリックし、次の情報を入力します。

• DNSツリー階層内のノードの位置を示す FQDN（完全修飾ドメイン名）。

• ID証明書に関連付けられている電子メールアドレス。

• 4分割ドット付き 10進表記の、ネットワーク上の ASA IPアドレス。

• [Include serial number of the device]チェックボックスをオンにして、ASAのシリアル番号を証
明書パラメータに追加します。

ステップ 22 [Enrollment Mode]タブをクリックし、次の情報を入力します。

• [Request by manual enrollment]オプションボタンか [Request from a CA]オプションボタンを
クリックして登録メソッドを選択します。

• SCEPを介して自動的にインストールされる証明書の登録 URL。

•アイデンティティ証明書のインストールに許可される最大再試行分数。デフォルトは 1分で
す。
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•アイデンティティ証明書のインストールに許可される最大再試行回数。デフォルトは 0で
す。この場合は、再試行時間内であれば何度でも再試行できます。

ステップ 23 [SCEP Challenge Password]タブをクリックし、次の情報を入力します。

• SCEPパスワード

• SCEPパスワードを確認のために再入力

ステップ 24 完了したら、[OK]をクリックします。

ステップ 25 [Add Identity Certificate]ダイアログボックスで、[Add Certificate]をクリックします。
[Identity Certificates]リストに新しい ID証明書が表示されます。

ステップ 26 [Apply]をクリックし、新しい ID証明書コンフィギュレーションを保存します。

ステップ 27 [Show Details]をクリックして、次の 3つの表示専用タブが含まれる [Certificate Details]ダイアログ
ボックスを表示します。

• [General]タブには、タイプ、シリアル番号、ステータス、用途、公開キータイプ、CRL分散
ポイント、証明書の有効期間、および関連付けられているトラストポイントの値が表示され

ます。これらの値は、[Available]と [Pending]の両方のステータスに適用されます。

• [Issued to]タブには、サブジェクトDNまたは証明書所有者のX.500フィールドとその値が表
示されます。これらの値は、[Available]ステータスのみに適用されます。

• [Issuedby]タブには、証明書を付与したエンティティのX.500フィールドが表示されます。こ
れらの値は、[Available]ステータスのみに適用されます。

ステップ 28 ID証明書コンフィギュレーションを削除するには、コンフィギュレーションを選択し、[Delete]を
クリックします。

証明書コンフィギュレーションを削除すると、復元できなくなります。削除した証明書

を再作成するには、[Add]をクリックして、証明書コンフィギュレーションの情報をす
べて再入力します。

（注）

アイデンティティ証明書のエクスポート

ID証明書をエクスポートするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Export]をクリックし、[Export Certificate]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 2 証明書コンフィギュレーションをエクスポートするときに使用する PKCS12形式ファイルの名前
を入力します。または、[Browse]をクリックして [Export ID Certificate File]ダイアログボックスを
表示し、証明書コンフィギュレーションをエクスポートするファイルを探します。

ステップ 3 [PKCS12 Format]オプションボタンまたは [PEM Format]オプションボタンをクリックして、証明
書の形式を選択します。

ステップ 4 PKCS12ファイルをエクスポート用に暗号化するために使用するパスフレーズを入力します。

ステップ 5 暗号化パスフレーズを確認のために再入力します。

ステップ 6 [Export Certificate]をクリックして、証明書コンフィギュレーションをエクスポートします。
情報ダイアログボックスが表示され、証明書コンフィギュレーションファイルが指定の場所に正

常にエクスポートされたことが示されます。

証明書署名要求の生成

Entrustに送信する証明書署名要求を生成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Enroll ASA SSL VPNwith Entrust]をクリックして、[Generate Certificate Signing Request]ダイアログ
ボックスを表示します。

ステップ 2 [Key Pair]領域で次の手順を実行します。
a) ドロップダウンリストから、設定されたキーペアのいずれかを選択します。
b) [Show]をクリックして [Key Details]ダイアログボックスを表示します。ここには、選択された
キーペアの生成日時、用途（一般的または特殊な用途）、係数サイズ、およびキーデータと

いった情報が示されます。

c) 完了したら、[OK]をクリックします。
d) [New]をクリックして、[Add Key Pair]ダイアログボックスを表示します。生成したキーペアを

ASAに送信するか、ファイルに保存することができます。

ステップ 3 [Certificate Subject DN]領域に次の情報を入力します。
a) ASAの FQDNまたは IPアドレス。
b) 会社の名前。
c) 2文字の国番号。

ステップ 4 [Optional Parameters]領域で次の手順を実行します。
a) [Select]をクリックして、[Additional DN Attributes]ダイアログボックスを表示します。
b) ドロップダウンリストから追加する属性を選択し、値を入力します。
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c) [Add]をクリックして、各属性を [attribute]テーブルに追加します。
d) [Delete]をクリックして、[attribute]テーブルから属性を削除します。
e) 完了したら、[OK]をクリックします。

[Additional DN Attributes]フィールドに追加された属性が表示されます。

ステップ 5 CAから要求された場合は、完全修飾ドメイン名情報を追加で入力します。

ステップ 6 [Generate Request]をクリックして、証明書署名要求を生成します。これを Entrustに送信すること
も、ファイルに保存して後で送信することもできます。

CSRが示された [Enroll with Entrust]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 [request a certificate from Entrust]リンクをクリックして、登録プロセスを完了します。その後、示
された CSRをコピーして貼り付け、それを Entrust Webフォーム（http://www.entrust.net/cisco/）を
使用して送信します。後で登録する場合は、生成された CSRをファイルに保存し、[Identity
Certificates]ペインで [enroll with Entrust]リンクをクリックします。

ステップ 8 Entrustにより、要求の認証が確認された後、証明書が発行されます。これには数分かかる場合が
あります。次に、[IdentityCertificate]ペインで保留中の要求を選択し、[Install]をクリックして、証
明書をインストールする必要があります。

ステップ 9 [Close]をクリックして、[Enroll with Entrust]ダイアログボックスを閉じます。

アイデンティティ証明書のインストール

新しい ID証明書をインストールするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Identity Certificates]ペインで [Add]をクリックし、[Add Identity Certificate]ダイアログボックスを
表示します。

ステップ 2 [Add a new identity certificate]オプションボタンをクリックします。

ステップ 3 キーペアを変更するか、新しいキーペアを作成します。キーペアは必須です。

ステップ 4 証明書サブジェクト DN情報を入力し、[Select]をクリックして、[Certificate Subject DN]ダイアロ
グボックスを表示します。

ステップ 5 関係する CAで必要なサブジェクト DN属性をすべて指定し、[OK]をクリックして [Certificate
Subject DN]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 6 [Add Identity Certificate]ダイアログボックスで、[Advanced]をクリックして [Advanced Options]ダ
イアログボックスを表示します。

ステップ 7 以降の手順については、アイデンティティ証明書の追加またはインポート,（559ページ）の手順
17～ 23を参照してください。

ステップ 8 [Add Identity Certificate]ダイアログボックスで、[Add Certificate]をクリックします。
[Identity Certificate Request]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 9 テキストタイプの CSRファイル名（c:\verisign-csr.txtなど）を入力し、[OK]をクリックします。

ステップ 10 CSRテキストファイルを CAに送信します。送信する代わりに、CAのWebサイトにある CSR登
録ページにテキストファイルを貼り付けることもできます。

ステップ 11 CAから ID証明書が返されたら、[Identity Certificates]ペインに移動し、保留中の証明書エントリ
を選択して、[Install]をクリックします。
[Install Identity Certificate]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 12 該当するオプションボタンをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。

• Install from a file

または、[Browse]をクリックし、ファイルを検索します。

• Paste the certificate data in base-64 format

コピーした証明書データを指定された領域に貼り付けます。

ステップ 13 [Install Certificate]をクリックします。

ステップ 14 [Apply]をクリックし、新しくインストールした証明書とそのASAコンフィギュレーションを保存
します。

ステップ 15 選択した ID証明書に関する詳細情報を表示するには、[ShowDetails]をクリックして、次の 3つの
表示専用タブが含まれる [Certificate Details]ダイアログボックスを表示します。
[General]タブには、タイプ、シリアル番号、ステータス、用途、公開キータイプ、CRL分散ポイ
ント、証明書の有効期間、および関連付けられているトラストポイントの値が表示されます。こ

れらの値は、[Available]と [Pending]の両方のステータスに適用されます。

[Issued to]タブには、サブジェクト DNまたは証明書所有者の X.500フィールドとその値が表示さ
れます。これらの値は、[Available]ステータスのみに適用されます。

[Issued by]タブには、証明書を付与したエンティティのX.500フィールドが表示されます。これら
の値は、[Available]ステータスのみに適用されます。

ステップ 16 コード署名者証明書コンフィギュレーションを削除するには、コンフィギュレーションを選択し、

[Delete]をクリックします。
証明書コンフィギュレーションを削除すると、復元できなくなります。削除した証明書

を再作成するには、[Import]をクリックして、証明書コンフィギュレーションの情報を
すべて再入力します。

（注）

CA Certificate
このページで、CA証明書を管理します。次の操作を実行できます。

ASAの証明書の詳細については、デジタル証明書の概要, （545ページ）を参照してください。

CA 証明書の追加またはインストール

CA証明書を追加またはインストールするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Certificate Management] > [CA Certificates]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Install Certificate]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Install from a file]オプションボタンをクリックして、既存のファイルから証明書設定を追加しま
す（これがデフォルト設定です）。

ステップ 4 パスおよびファイル名を入力するか、または [Browse]をクリックしてファイルを検索します。次
に、[Install Certificate]をクリックします。

ステップ 5 [Certificate Installation]ダイアログボックスが表示され、証明書が正常にインストールされたことを
示す確認メッセージが示されます。[OK]をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

ステップ 6 [Paste certificate in PEM format]オプションボタンをクリックして、手動で登録します。

ステップ 7 PEM形式（base64または 16進数）の証明書をコピーして、指定の領域に貼り付け、[Install
Certificate]をクリックします。

ステップ 8 [Certificate Installation]ダイアログボックスが表示され、証明書が正常にインストールされたことを
示す確認メッセージが示されます。[OK]をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [Use SCEP]オプションボタンをクリックして、自動で登録します。ASAが、SCEPを使用してCA
に接続し、証明書を取得して、証明書をデバイスにインストールします。SCEPを使用するには、
インターネットを介して、SCEPをサポートする CAに登録する必要があります。SCEPを使用し
た自動登録では、ユーザは次の情報を入力する必要があります。

•自動インストールする証明書のパスとファイル名。

•証明書のインストールの最大再試行分数。デフォルトは 1分です。

•証明書のインストールの再試行回数。デフォルトは 0です。この場合は、再試行時間内であ
れば何度でも再試行できます。

ステップ 10 新規および既存の証明書のその他のコンフィギュレーションオプションを表示するには、[More
Options]をクリックします。
[Configuration Options for CA Certificates]ペインが表示されます。

ステップ 11 既存の CA証明書コンフィギュレーションを変更するには、コンフィギュレーションを選択し、
[Edit]をクリックします。

ステップ 12 CA証明書コンフィギュレーションを削除するには、コンフィギュレーションを選択し、[Delete]
をクリックします。

証明書コンフィギュレーションを削除すると、復元できなくなります。削除した証明書

を再作成するには、[Add]をクリックして、証明書コンフィギュレーションの情報をす
べて再入力します。

（注）

ステップ 13 [Show Details]をクリックして、次の 3つの表示専用タブが含まれる [Certificate Details]ダイアログ
ボックスを表示します。
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• [General]タブには、タイプ、シリアル番号、ステータス、用途、公開キータイプ、CRL分散
ポイント、証明書の有効期間、および関連付けられているトラストポイントの値が表示され

ます。これらの値は、[Available]と [Pending]の両方のステータスに適用されます。

• [Issued to]タブには、サブジェクトDNまたは証明書所有者のX.500フィールドとその値が表
示されます。これらの値は、[Available]ステータスのみに適用されます。

• [Issuedby]タブには、証明書を付与したエンティティのX.500フィールドが表示されます。こ
れらの値は、[Available]ステータスのみに適用されます。

失効に関する CA 証明書の設定

失効に関して CA証明書を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Site-to-Site VPN] > [Certificate Management] > [CA Certificates] > [Add]の順に選
択して、[InstallCertificates]ダイアログボックスを表示します。次に、[MoreOptions]をクリックし
ます。

ステップ 2 [Revocation Check]タブをクリックします。

ステップ 3 証明書の失効チェックをディセーブルにするには、[Do not check certificates for revocation]オプショ
ンボタンをクリックします。

ステップ 4 1つ以上の失効チェック方式（CRLまたはOCSP）を選択するには、[Check certificates for revocation]
オプションボタンをクリックします。

ステップ 5 [Add]をクリックして失効方式を右側に移動すると、その方式が使用可能になります。[Move Up]
または [Move Down]をクリックして、方式の順序を変更します。
選択した方式は、追加した順序で実装されます。方式からエラーが返された場合は、その次の失

効チェック方式がアクティブになります。

ステップ 6 証明書の検証中に失効チェックのエラーを無視するには、[Consider certificate valid if revocation
checking returns errors]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [OK]をクリックして、[Revocation Check]タブを閉じます。

CRL 取得ポリシーの設定

CRL取得ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Site-to-Site VPN] > [Certificate Management] > [CA Certificates] > [Add]の順に選
択して、[InstallCertificates]ダイアログボックスを表示します。次に、[MoreOptions]をクリックし
ます。

ステップ 2 [Use CRL Distribution Point from the certificate]チェックボックスをオンにして、チェック対象の証
明書からの CRL分散ポイントで失効チェックを行います。

ステップ 3 [Use Static URLs configured below]チェックボックスをオンにして、CRLの取得に使用する特定の
URLを一覧表示します。選択した URLは、追加した順序で実装されます。指定した URLでエ
ラーが発生した場合は、その次の URLが使用されます。

ステップ 4 [Static Configuration]領域の [Add]をクリックします。
[Add Static URL]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 CRLの分散に使用するスタティック URLを入力して、[OK]をクリックします。
入力した URLが [Static URLs]リストに表示されます。

ステップ 6 [OK]をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

CRL 取得方式の設定

CRL取得方式を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Site-to-Site VPN] > [Certificate Management] > [CA Certificates] > [Add]の順に選
択して、[InstallCertificates]ダイアログボックスを表示します。次に、[MoreOptions]をクリックし
ます。

ステップ 2 [Configuration Options for CA Certificates]ペインで [CRL Retrieval Methods]タブをクリックします。

ステップ 3 次の 3つの取得方式のいずれかを選択します。

• CRLの取得で LDAPをイネーブルにするには、[Enable Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP)]チェックボックスをオンにします。LDAPを使用して CRLを取得する場合は、指定
した LDAPサーバにパスワードを使用して接続することで、LDAPセッションが開始されま
す。デフォルトの場合、この接続にはTCPポート 389を使用されます。次の必須パラメータ
を入力します。

◦名前

◦ Password

◦ Confirm Password

◦デフォルトサーバ（サーバ名）
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◦デフォルトポート（389）

• CRLの取得で HTTPを有効化するには、[Enable HTTP]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [OK]をクリックして、このタブを閉じます。

OCSP ルールの設定

X.509デジタル証明書の失効ステータスを取得するための OCSPルールを設定するには、次の手
順を実行します。

はじめる前に

OCSPルールを追加する前に、必ず証明書マップを設定しておいてください。証明書マップが設
定されていない場合、エラーメッセージが表示されます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Site-to-Site VPN] > [Certificate Management] > [CA Certificates] > [Add]の順に選
択して、[InstallCertificates]ダイアログボックスを表示します。次に、[MoreOptions]をクリックし
ます。

ステップ 2 [Configuration Options for CA Certificates]ペインで [OCSP Rules]タブをクリックします。

ステップ 3 この OCSPルールと一致する証明書マップを選択します。証明書マップにより、ユーザ権限と、
証明書の特定のフィールドとの照合が行われます。[Certificate]フィールドに、ASAにおいて応答
側の証明書の検証に使用される CAの名前が表示されます。[Index]フィールドに、ルールのプラ
イオリティ番号が表示されます。[URL]フィールドに、この証明書の OCSPサーバの URLが表示
されます。

ステップ 4 [Add]をクリックします。
[Add OCSP Rule]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 使用する証明書マップをドロップダウンリストから選択します。

ステップ 6 使用する証明書をドロップダウンリストから選択します。

ステップ 7 ルールのプライオリティ番号を入力します。

ステップ 8 この証明書の OCSPサーバの URLを入力します。

ステップ 9 完了したら、[OK]をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。
新しく追加された OCSPルールがリストに表示されます。

ステップ 10 [OK]をクリックして、このタブを閉じます。
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高度な CRL および OCSP の設定

CRLおよび OCSPの追加設定を行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Site-to-Site VPN] > [Certificate Management] > [CA Certificates] > [Add]の順に選
択して、[InstallCertificates]ダイアログボックスを表示します。次に、[MoreOptions]をクリックし
ます。

ステップ 2 [Configuration Options for CA Certificates]ペインで [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 3 [CRLOptions]領域にキャッシュの更新間隔を分数で入力します。デフォルトは60分です。範囲は
1～ 1440分です。CAから同じ CRLを何度も受け取る必要のないように、ASAでは、取得した
CRLをローカルで保存できます。これを CRLキャッシングと呼びます。CRLキャッシュの容量
はプラットフォームによって異なり、すべてのコンテキストについて累積されます。新たに取得

したCRLをキャッシュすることで、保存制限を超える可能性がある場合は、ASAにより使用頻度
が最も低い CRLが削除され、使用可能な空き容量が確保されます。

ステップ 4 [Enforce next CRL update]チェックボックスをオンにして、Next Update値の有効期限が切れていな
い CRLに限り、有効な CRLとして使用できるようにします。[Enforce next CRL update]チェック
ボックスをオフにすると、NextUpdate値がない場合や、NextUpdate値の有効期限が切れている場
合でも有効な CRLとして使用できます。

ステップ 5 [OCSP Options]領域に OCSPサーバの URLを入力します。ASAで使用される OCSPサーバは、次
の順で選択されます。

a) 一致証明書上書きルールの OCSP URLに対応するサーバ
b) 選択された [OCSP Options]属性に設定した OCSP URLに対応するサーバ
c) ユーザ証明書の AIAフィールド

ステップ 6 デフォルトでは、[Disable nonce extension]チェックボックスがオンになっています。この設定で
は、暗号化によって要求を応答にバインドし、リプレイアタックを回避します。このプロセスで

は、要求と応答との間でそれぞれのナンス拡張を照合し、両者が同一であることを確認すること

で、リプレイアタックを防ぐことができます。ただし、事前に生成した応答には、各要求と一致

するナンス拡張は含まれていません。そのため、使用している OCSPサーバから、事前に生成し
た応答を送信する場合は、[Disable nonce extension]チェックボックスをオフにしてください。

ステップ 7 [Other Options]領域で、次のいずれかのオプションを選択します。

•指定した CAの証明書を ASAで受け入れるようにするには、[Accept certificates issued by this
CA]チェックボックスをオンにします。

•下位 CAの証明書を ASAで受け入れるようにするには、[Accept certificates issued by the
subordinate CAs of this CA]チェックボックスをオンにします。

ステップ 8 [OK]をクリックしてこのタブを閉じ、[Apply]をクリックしてコンフィギュレーションの変更を保
存します。
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ローカル CA サーバの設定

ASAでローカル CAサーバを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Certificate Management] > [Local Certificate Authority] > [CA
Server]の順に選択します。

ステップ 2 ローカル CAサーバをアクティブにするには、[Enable Certificate Authority Server]チェックボック
スをオンにします。デフォルト設定は、ディセーブル（オフ）です。ローカルCAサーバをイネー
ブルにすると、ASAによりローカル CAサーバ証明書、キーペア、および必要なデータベース
ファイルが生成され、ローカル CAサーバ証明書とキーペアが PKCS12ファイルにアーカイブさ
れます。

設定済みのローカルCAをイネーブルにする前に、オプションのすべての設定を慎重に
見直してください。イネーブルにした後で、証明書の発行者名とキーサイズサーバ値

を変更することはできません。

（注）

自己署名した証明書のキーの使用拡張により、キー暗号化、キーシグニチャ、CRL署名、および
証明書署名がイネーブルになります。

ステップ 3 ローカル CAを初めてイネーブルにするときには、英数字のイネーブルパスフレーズを入力し、
確認のために再入力する必要があります。イネーブルパスフレーズは、7文字以上の英数字であ
る必要があります。このパスフレーズにより、ストレージにアーカイブされたローカル CA証明
書およびローカル CA証明書のキーペアが保護され、不正なシャットダウンや予期しないシャッ
トダウンが発生しないようにローカルCAサーバが保護されます。ローカルCA証明書またはキー
ペアが失われ、その復元が必要となった場合、PKCS12アーカイブのロックを解除するためには、
このパスフレーズが必要です。

ローカルCAサーバをイネーブルにするには、イネーブルパスフレーズが必要です。イ
ネーブルパスフレーズの記録は、必ず安全な場所に保管してください。

（注）

ステップ 4 ASAをリブートしてもコンフィギュレーションが失われないように、[Apply]をクリックして、
ローカル CA証明書とキーペアを保存します。

ステップ 5 ローカル CAの初回設定後にローカル CAを変更または再設定する場合は、[Enable Certificate
Authority Server]チェックボックスをオフにして、ASA上のローカル CAサーバをシャットダウン
する必要があります。この状態では、コンフィギュレーションおよびすべての関連ファイルはス

トレージ内に保持され、登録はディセーブルになっています。

設定したローカル CAがイネーブルになると、次の 2つの設定が表示専用になります。

• [Issuer Name]フィールド。発行元のサブジェクト名とドメイン名がリストで示されます。こ
れは、ユーザ名とサブジェクト名のデフォルトDN設定により構成され、cn=FQDNという形
式で示されます。ローカル CAサーバは、証明書を付与するエンティティです。証明書のデ
フォルト名は、cn=hostname.domainnameという形式で表示されます。

• [CA Server Key Size]設定。これは、ローカル CAサーバに生成されるサーバ証明書を対象と
します。キーサイズには、キーごとに 512、768、1024、または 2048ビットのいずれかを指
定できます。デフォルトは、1つのキーあたり 1024ビットです。キーサイズは 2048以上を
使用することをお勧めします。
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ステップ 6 ドロップダウンリストから、ローカル CAサーバが発行した各ユーザ証明書に対して生成される
キーペアのクライアントキーサイズを選択します。キーサイズには、キーごとに 512、768、
1024、または2048ビットのいずれかを指定できます。デフォルトは、1つのキーあたり1024ビッ
トです。キーサイズは 2048以上を使用することをお勧めします。

ステップ 7 CA証明書のライフタイム値を入力します。これは、CAサーバ証明書の有効期間を日数単位で指
定するものです。デフォルトは、3650日（10年）です。推奨される終了日（2038年 1月 19日
03:14:08 UTC）を超えないよう、証明書の有効期間を制限します。
ローカル CAサーバでは、CA証明書の期限が切れる 30日前に後継の CA証明書が自動的に生成
されます。この証明書をエクスポートし、他のデバイスにインポートすることにより、ローカル

CAが発行したユーザ証明書のローカル CA証明書検証を、期限が切れた後に行うことができま
す。

期限切れが近付いていることをユーザに通知するために、次の syslogメッセージが [Latest ASDM
Syslog Messages]ペインに表示されます。

%ASA-1-717049: Local CA Server certificate is due to expire in days days and a replacement
certificate is available for export.

この自動ロールオーバーが通知されたら、管理者は、新しいローカルCA証明書が有効
期限の前に必要なすべてのデバイスにインポートされるようにする必要があります。

（注）

ステップ 8 クライアント証明書のライフタイム値を入力します。これは、CAサーバが発行したユーザ証明書
の有効期間を日数単位で指定するものです。デフォルトは 365日（1年）です。推奨される終了
日（2038年 1月 19日 03:14:08 UTC）を超えないよう、証明書の有効期間を制限します。

ステップ 9 [SMTP Server & Email Settings]領域で次の設定を指定することで、ローカル CAサーバの電子メー
ルアクセスを設定します。

a) SMTPメールサーバ名または IPアドレスを入力します。または、省略符号（[...]）をクリック
して [Browse Server Name/IP Address]ダイアログボックスを表示し、ここからサーバ名または
IPアドレスを選択します。完了したら、[OK]をクリックします。

b) ローカル CAユーザに電子メールメッセージを送信する際に使用する Fromアドレスを
「adminname@host.com」という形式で入力します。自動電子メールメッセージは、新規登録
ユーザへのワンタイムパスワードの送信や、証明書の更新が必要なときの電子メールメッセー

ジの発行に使用されます。

c) ローカルCAサーバからユーザに送信されるすべてのメッセージで使用される件名を入力しま
す。件名を指定しない場合のデフォルトは「Certificate Enrollment Invitation」です。

ステップ 10 追加オプションを設定するには、[More Options]ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 11 CRL分散ポイント（ASA上の CRLの場所）を入力します。デフォルトの場所は
http://hostname.domain/+CSCOCA+/asa_ca.crlです。

ステップ 12 特定のインターフェイスおよびポートで、CRLに HTTPダウンロードできるようにするには、ド
ロップダウンリストから publish-CRLインターフェイスを選択します。次に、1～ 65535の任意
のポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は TCPポート 80です。

CRLの名前は変更できません。LOCAL-CA-SERVER.crlという名前が常に使用されま
す。

（注）

たとえば、http://10.10.10.100/user8/my_crl_fileという URLを入力します。この場合、指定された
IPアドレスを持つインターフェイスのみが動作します。要求を受信すると、ASAによってパス
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/user8/my_crl_fileと設定済みURLが照合されます。パスが一致すると、ASAから、保存されてい
る CRLファイルが返されます。

ステップ 13 CRLの有効期間である CRLライフタイムを時間単位で入力します。CA証明書のデフォルトは 6
時間です。

ローカル CAでは、ユーザ証明書が失効するたびまたは失効解除されるたびに、更新された CRL
が再発行されますが、失効状態に変更がない場合、CRLの再発行は、そのライフタイムの中で 1
回しか行われません。[CACertificates]ペインで [RequestCRL]をクリックすると、CRLを即時に更
新して再生成できます。

ステップ 14 データベースストレージの場所を入力して、ローカル CAコンフィギュレーションとデータファ
イル用のストレージ領域を指定します。ASAでは、ユーザ情報、発行済み証明書、および失効リ
ストへのアクセスと実装にローカル CAデータベースが使用されます。外部ファイルを指定する
場合は、外部ファイルへのパス名を入力するか、[Browse]をクリックして [DatabaseStorageLocation]
ダイアログボックスを表示します。

ステップ 15 表示されるフォルダのリストからストレージの場所を選択し、[OK]をクリックします。
フラッシュメモリには、3500人以下のユーザを持つデータベースを保存できます。ユー
ザの数がそれを超えるデータベースでは外部ストレージが必要になります。

（注）

ステップ 16 発行された証明書のユーザ名に追加されるデフォルトサブジェクト（DN文字列）を入力します。
次に示す DN属性を指定できます。

• CN（一般名）

• SN（姓名の姓）

• O（組織名）

• L（地名）

• C（国）

• OU（組織ユニット）

• EA（電子メールアドレス）

• ST（州/都道府県）

• T（タイトル）

ステップ 17 登録されたユーザがユーザ証明書を登録および取得するための PKCS12登録ファイルを取得でき
る期間を、時間単位で入力します。この登録期間は、ワンタイムパスワード（OTP）の有効期間
とは関係ありません。デフォルトは 24時間です。

ローカル CAの証明書の登録は、クライアントレス SSL VPN接続でのみサポートされ
ます。このタイプの接続の場合、クライアントと ASAの通信は、標準の HTMLを使用
してWebブラウザ経由で行われます。

（注）

ステップ 18 登録ユーザに電子メールで送信されたワンタイムパスワードの有効期間を入力します。デフォル

トは 72時間です。次に、[Email OTP]をクリックします。
OTPが新規ユーザに送信されたことを示す [Information]ダイアログボックスが表示されます。
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[Replace OTP]をクリックし、自動的に新しいOTPを再発行して、新しいパスワードが記載された
電子メール通知を既存のユーザまたは新規ユーザに送信します。

OTPを表示または再生成するには、リストからユーザを選択し、[View/Regenerate OTP]をクリッ
クして [View & Regenerate OTP]ダイアログボックスを表示します。

現在の OTPが表示されます。

[Regenerate OTP]をクリックします。

新しく再生成された OTPが表示されます。

ステップ 19 [OK]をクリックします。

ステップ 20 期限の何日前になったら、ユーザに期限切れ通知の電子メールを送信するかを入力します。デフォ

ルトは、14日です。

ステップ 21 [Apply]をクリックし、新しいまたは変更されたCA証明書コンフィギュレーションを保存します。
ASAからローカル CAサーバを削除するには、[Delete Certificate Authority Server]をクリックして
[Delete Certificate Authority]ダイアログボックスを表示します。[OK]をクリックします。

削除したローカルCAサーバは、復元および復旧できません。削除したCAサーバコン
フィギュレーションを再作成する場合は、CAサーバコンフィギュレーション情報をす
べて再入力する必要があります。

（注）

CA サーバ管理

ローカル CA ユーザの追加

ローカル CAユーザを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 新しいユーザをローカル CAデータベースに追加するには、[Add]をクリックして、[Add User]ダ
イアログボックスを表示します。

ステップ 2 有効なユーザ名を入力します。

ステップ 3 既存の有効な電子メールアドレスを入力します。

ステップ 4 サブジェクト（DN文字列）を入力します。または、[Select]をクリックして、[Certificate Subject
DN]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 5 ドロップダウンリストから追加するDN属性を 1つ以上選択し、値を入力し、[Add]をクリックし
ます。証明書サブジェクト DNの使用可能な X.500属性は、次のとおりです。

• Common Name（CN）

• Department（OU）

• Company Name（O）

• Country（C）
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• State/Province（ST）

• Location（L）

• E-mail Address（EA）

ステップ 6 完了したら、[OK]をクリックします。

ステップ 7 [Allow enrollment]チェックボックスをオンにしてユーザを登録し、[AddUser]をクリックします。
[Manage User Database]ペインに新しいユーザが表示されます。

ローカル CA ユーザの編集

データベース内の既存のローカル CAユーザに関する情報を変更するには、次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1 特定のユーザを選択し、[Edit]をクリックして [Edit User]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 2 有効なユーザ名を入力します。

ステップ 3 既存の有効な電子メールアドレスを入力します。

ステップ 4 サブジェクト（DN文字列）を入力します。または、[Select]をクリックして、[Certificate Subject
DN]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 5 ドロップダウンリストから変更するDN属性を1つ以上選択し、値を入力し、[Add]または [Delete]
をクリックします。

ステップ 6 完了したら、[OK]をクリックします。
ユーザをデータベースから削除し、そのユーザに発行されたすべての証明書をローカル CAデー
タベースから削除するには、ユーザを選択し、[Delete]をクリックします。

削除されたユーザは復元できません。削除したユーザレコードを再作成するには、[Add]
をクリックして、そのユーザの情報をすべて再入力します。

（注）

ステップ 7 [Allow enrollment]チェックボックスをオンにしてユーザを登録し、[EditUser]をクリックします。
ユーザがすでに登録されている場合は、エラーメッセージが表示されま

す。

（注）

[Manage User Database]ペインに更新されたユーザ詳細が表示されます。
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登録とユーザ管理

コード署名者証明書

コード署名者証明書のインポート

コード署名者証明書をインポートするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Code Signer]ペインで、[Import]をクリックし、[Import Certificate]ダイアログボックスを表示しま
す。

ステップ 2 PKCS12形式ファイルの復号化に使用するパスフレーズを入力します。

ステップ 3 インポートするファイルの名前を入力するか、[Browse]をクリックして [Import ID Certificate File]
ダイアログボックスを表示し、ファイルを検索します。

ステップ 4 インポートするファイルを選択し、[Import ID Certificate File]をクリックします。
[Import Certificate]ダイアログボックスに、選択した証明書ファイルが表示されます。

ステップ 5 [Import Certificate]をクリックします。
[Code Signer]ペインにインポートされた証明書が表示されます。

ステップ 6 [Apply]をクリックし、新しくインポートしたコード署名者証明書コンフィギュレーションを保存
します。

コード署名者証明書のエクスポート

コード署名者証明書をエクスポートするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Code Signer]ペインで、[Export]をクリックし、[Export Certificate]ダイアログボックスを表示しま
す。

ステップ 2 証明書コンフィギュレーションをエクスポートするときに使用する PKCS12形式ファイルの名前
を入力します。

ステップ 3 公開キー暗号化標準（base64エンコードまたは 16進数形式）を使用するには、[Certificate Format]
領域で [PKCS12 format]オプションボタンをクリックします。使用しない場合は、[PEM format]オ
プションボタンをクリックします。

ステップ 4 [Browse]をクリックして [Export ID Certificate File]ダイアログボックスを表示し、証明書コンフィ
ギュレーションをエクスポートするファイルを探します。

ステップ 5 ファイルを選択し、[Export ID Certificate File]をクリックします。
[Export Certificate]ダイアログボックスに、選択した証明書ファイルが表示されます。

ステップ 6 エクスポート用の PKCS12形式ファイルの復号化に使用するパスフレーズを入力します。

ステップ 7 復号化パスフレーズを確認のために再入力します。

ステップ 8 [Export Certificate]をクリックして、証明書コンフィギュレーションをエクスポートします。

証明書の有効期限アラートの設定（ID 証明書または CA 証明書用）
ASAは、トラストポイントの CA証明書および ID証明書について有効期限を24時間ごとに 1回
チェックします。証明書の有効期限がまもなく終了する場合、syslogがアラートとして発行され
ます。

更新リマインダに加え、コンフィギュレーションに期限が切れた証明書が見つかった場合、その

証明書を更新するか、または削除することで、コンフィギュレーションを修正するために syslog
が毎日 1回生成されます。

たとえば、有効期限アラートが 60日に開始され、その後 6日ごとに繰り返すように設定されてい
るとします。ASAが 40日に再起動されると、アラートはその日に送信され、次のアラートは 36
日目に送信されます。

有効期限チェックは、トラストプールの証明書では実行されません。ローカルCAトラストポ
イントは、有効期限チェックの通常のトラストポイントとしても扱われます。

（注）
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [DeviceManagement] > [CertificateManagement] > [Identity Certificate/CACertificate]
を参照します。

ステップ 2 [Enable Certificate Expiration Alert]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 目的の日数を入力します。

• [Repeat the alert for]：最初のアラートが発行される有効期限までの日数（1～ 90）を設定しま
す。

• [Repeat the alert for]：証明書が更新されない場合のアラート頻度（1～14日）を設定します。
デフォルトでは、最初のアラートは有効期限の 60日前に送信され、その後は証明書が更新
または削除されるまで毎週 1回送信されます。また、アラートは有効期限日に送信され、そ
の後は毎日 1回送信され、アラートの設定に関係なく、有効期限の直前の週はアラートが毎
日送信されます。

デジタル証明書のモニタリング

デジタル証明書ステータスのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

• [Monitoring] > [Properties] > [CRL]

このペインには、CRLの詳細が表示されます。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。
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証明書管理の履歴

表 25：証明書管理の履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

デジタル証明書（CA証明書、ID証明書、およびコード
署名者証明書など）は、認証用のデジタル IDを提供し
ます。デジタル証明書には、名前、シリアル番号、会

社、部門、または IPアドレスなど、ユーザまたはデバ
イスを識別する情報が含まれます。CAは、証明書に「署
名」してその認証を確認することで、デバイスまたは

ユーザのアイデンティティを保証する、信頼できる機関

です。CAは、公開キーまたは秘密キーの暗号化を使用
してセキュリティを保証するPKIコンテキストで、デジ
タル証明書を発行します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Certificate
Management Configuration] > [Site-to-Site VPN] > [Certificate
Management]。

次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [Certificate
Management] > [CA Certificates Configuration] > [Device
Management] > [CertificateManagement] > [CACertificates]。

7.0(1)証明書管理

7.2(1)証明書管理

8.0(2)証明書管理

サードパーティCAからのデバイス証明書を安全に構成
できる機能を導入しました。

8.4(1)SCEPプロキシ
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第 22 章

トランスペアレントファイアウォールモー

ドの ARP インスペクションおよび MAC アド
レステーブル

この章では、MACアドレステーブルのカスタマイズ方法、およびブリッジグループの ARPイ
ンスペクションの設定方法について説明します。

• ARPインスペクションとMACアドレステーブルについて, 579 ページ

• デフォルト設定, 581 ページ

• ARPインスペクションとMACアドレステーブルのガイドライン, 581 ページ

• ARPインスペクションとその他の ARPパラメータの設定, 581 ページ

• トランスペアレントモードのブリッジグループにおけるMACアドレステーブルのカスタマ
イズ, 584 ページ

• ARPインスペクションとMACアドレステーブルの履歴, 585 ページ

ARP インスペクションと MAC アドレステーブルについて
ブリッジグループのインターフェイスでは、ARPインスペクションは「中間者」攻撃を防止しま
す。他の ARPの設定をカスタマイズすることも可能です。ブリッジグループのMACアドレス
テーブルのカスタマイズができます。これには、MACスプーフィングに対する防御としてのスタ
ティック ARPエントリの追加が含まれます。

ブリッジグループのトラフィックの ARP インスペクション
デフォルトでは、ブリッジグループのメンバーの間ですべての ARPパケットが許可されます。
ARPパケットのフローを制御するには、ARPインスペクションを有効にします。
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ARPインスペクションによって、悪意のあるユーザが他のホストやルータになりすます（ARPス
プーフィングと呼ばれる）のを防止できます。ARPスプーフィングが許可されていると、「中間
者」攻撃を受けることがあります。たとえば、ホストがARP要求をゲートウェイルータに送信す
ると、ゲートウェイルータはゲートウェイルータのMACアドレスで応答します。ただし、攻撃
者は、ルータのMACアドレスではなく攻撃者のMACアドレスで別の ARP応答をホストに送信
します。これで、攻撃者は、すべてのホストトラフィックを代行受信してルータに転送できるよ

うになります。

ARPインスペクションを使用すると、正しいMACアドレスとそれに関連付けられた IPアドレス
がスタティックARPテーブル内にある限り、攻撃者は攻撃者のMACアドレスでARP応答を送信
できなくなります。

ARPインスペクションを有効にすると、ASAはすべての ARPパケット内のMACアドレス、IP
アドレス、および送信元インターフェイスをARPテーブル内のスタティックエントリと比較し、
次のアクションを実行します。

• IPアドレス、MACアドレス、および送信元インターフェイスが ARPエントリと一致する場
合、パケットを通過させます。

• MACアドレス、IPアドレス、またはインターフェイス間で不一致がある場合、ASAはパケッ
トをドロップします。

• ARPパケットがスタティック ARPテーブル内のどのエントリとも一致しない場合、パケッ
トをすべてのインターフェイスに転送（フラッディング）するか、またはドロップするよう

に ASAを設定できます。

専用の管理インターフェイスは、このパラメータが floodに設定されている場
合でもパケットをフラッディングしません。

（注）

ブリッジグループの MAC アドレステーブル
ASAは、通常のブリッジまたはスイッチと同様に、MACアドレスを学習してMACアドレステー
ブルを作成します。デバイスがブリッジグループ経由でパケットを送信すると、ASAがMACア
ドレスをアドレステーブルに追加します。テーブルでMACアドレスと発信元インターフェイス
が関連付けられているため、ASAは、パケットが正しいインターフェイスからデバイスにアドレ
ス指定されていることがわかります。

ASAはファイアウォールなので、パケットの宛先MACアドレスがテーブルにない場合、ASAは
通常のブリッジとは異なり、元のパケットをすべてのインターフェイスにフラッドすることはあ

りません。代わりに、直接接続されたデバイスまたはリモートデバイスに対して次のパケットを

生成します。

•直接接続されたデバイスへのパケット：ASAは宛先 IPアドレスに対して ARP要求を生成
し、ARP応答を受信したインターフェイスを学習します。

•リモートデバイスへのパケット：ASAは宛先 IPアドレスへの pingを生成し、ping応答を受
信したインターフェイスを学習します。
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元のパケットはドロップされます。

デフォルト設定

• ARPインスペクションをイネーブルにした場合、デフォルト設定では、一致しないパケット
はフラッドします。

•ダイナミックMACアドレステーブルのデフォルトのタイムアウト値は 5分です。

•デフォルトでは、各インターフェイスはトラフィックに入るMACアドレスを自動的に学習
し、ASAが対応するエントリをMACアドレステーブルに追加します。

ARP インスペクションと MAC アドレステーブルのガイドライン
• ARPインスペクションは、ブリッジグループでのみサポートされます。

• MACアドレステーブル構成は、ブリッジグループでのみサポートされます。

•ブリッジグループは、トランスペアレントファイアウォールモードでのみサポートされま
す。

ARP インスペクションとその他の ARP パラメータの設定
トランスペアレントファイアウォールモードのブリッジグループでは、ARPインスペクション
をイネーブルにすることができます。その他のARPパラメータは、ブリッジグループとルーテッ
ドモードのインターフェイスの両方で設定できます。

手順

ステップ 1 スタティックARPエントリの追加と、他のARPパラメータのカスタマイズ,（581ページ）に従っ
て、スタティック ARPエントリを追加します。ARPインスペクションは ARPパケットを ARP
テーブルのスタティック ARPエントリと比較するので、この機能にはスタティック ARPエント
リが必要です。その他の ARPパラメータも設定できます。

ステップ 2 （トランスペアレントモードのみ）ARPインスペクションの有効化,（583ページ）に従ってARP
インスペクションをイネーブルにします。

スタティック ARP エントリの追加と、他の ARP パラメータのカスタマイズ
デフォルトでは、ブリッジグループメンバーインターフェイス間の ARPパケットはすべて許可
されます。ARPパケットのフローを制御するには、ARPインスペクションをイネーブルにしま
す。ARPインスペクションは、ARPパケットを ARPテーブルのスタティック ARPエントリと比
較します。
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ルーテッドインターフェイスの場合、スタティックARPエントリを入力できますが、通常はダイ
ナミックエントリで十分です。ルーテッドインターフェイスの場合、直接接続されたホストにパ

ケットを配送するために ARPテーブルが使用されます。送信者は IPアドレスでパケットの宛先
を識別しますが、イーサネットにおける実際のパケット配信は、イーサネットMACアドレスに
依存します。ルータまたはホストは、直接接続されたネットワークでパケットを配信する必要が

ある場合、IPアドレスに関連付けられたMACアドレスを要求するARP要求を送信し、ARP応答
に従ってパケットをMACアドレスに配信します。ホストまたはルータには ARPテーブルが保管
されるため、配信が必要なパケットごとにARP要求を送信する必要はありません。ARPテーブル
は、ARP応答がネットワーク上で送信されるたびにダイナミックに更新されます。一定期間使用
されなかったエントリは、タイムアウトします。エントリが正しくない場合（たとえば、所定の

IPアドレスのMACアドレスが変更された場合など）、新しい情報で更新される前にこのエント
リがタイムアウトする必要があります。

トランスペアレントモードの場合、管理トラフィックなどのASAとの間のトラフィックに、ASA
は ARPテーブルのダイナミック ARPエントリのみを使用します。

ARPタイムアウトなどの ARP動作を設定することもできます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [ARP] > [ARP Static Table]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [Add]をクリックして、スタティック ARPエントリを追加します。
[Add ARP Static Configuration]ダイアログボックスが表示されます。

a) [Interface]ドロップダウンリストから、ホストネットワークに接続されているインターフェイ
スを選択します。

b) [IP Address]フィールドにホストの IPアドレスを入力します。
c) [MAC Address]フィールドにホストのMACアドレスを入力します（00e0.1e4e.3d8bなど）。
d) このアドレスでプロキシ ARPを実行するには、[Proxy ARP]チェックボックスをオンにしま
す。

ASAは、指定された IPアドレスの ARP要求を受信すると、指定されたMACアドレスで応答
します。

e) [OK]をクリックします。

ステップ 3 ダイナミック ARPエントリの ARPタイムアウトを設定するには、[ARP Timeout]フィールドに値
を入力します。

このフィールドでは、ASAが ARPテーブルを再構築するまでの時間を、60～ 4294967秒の範囲
で設定します。デフォルトは 14400秒です。ARPテーブルを再構築すると、自動的に新しいホス
ト情報が更新され、古いホスト情報が削除されます。ホスト情報は頻繁に変更されるため、タイ

ムアウトを短くすることが必要になる場合があります。

ステップ 4 非接続サブネットを使用するには、[Allow non-connected subnets]チェックボックスをオンにしま
す。ASAARPキャッシュには、直接接続されたサブネットからのエントリだけがデフォルトで含
まれています。ARPキャッシュをイネーブルにして、間接接続されたサブネットを含めることも
できます。セキュリティリスクを認識していない場合は、この機能をイネーブルにすることは推
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奨しません。この機能は、ASAに対するサービス拒否（DoS）攻撃を助長する場合があります。
任意のインターフェイスのユーザが大量の ARP応答を送信して、偽エントリで ASA ARPテーブ
ルがあふれる可能性があります。

次の機能を使用する場合は、この機能を使用する必要がある可能性があります。

•セカンダリサブネット。

•トラフィック転送の隣接ルートのプロキシ ARP。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ARP インスペクションの有効化
この項では、ブリッジグループ用にARPインスペクションをイネーブルにする方法について説明
します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [ARP] > [ARP Inspection]ペインの順に選択し
ます。

ステップ 2 ARPインスペクションをイネーブルにするインターフェイス行を選択し、[Edit]をクリックしま
す。

[Edit ARP Inspection]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 ARPインスペクションをイネーブルにするには、[Enable ARP Inspection]チェックボックスをオン
にします。

ステップ 4 （任意）一致しない ARPパケットをフラッディングするには、[Flood ARP Packets]チェックボッ
クスをオンにします。

デフォルトでは、スタティックARPエントリのどの要素にも一致しないパケットが、送信元のイ
ンターフェイスを除くすべてのインターフェイスからフラッドされます。MACアドレス、IPアド
レス、またはインターフェイス間で不一致がある場合、ASAはパケットをドロップします。

このチェックボックスをオフにすると、一致しないパケットはすべてドロップされます。これに

より、スタティックエントリにある ARPだけが ASAを通過するように制限されます。

Management 0/0または 0/1インターフェイスあるいはサブインターフェイスがある場
合、これらのインターフェイスは、このパラメータがフラッドに設定されていてもパ

ケットをフラッドしません。

（注）

ステップ 5 [OK]、続いて [Apply]をクリックします。
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トランスペアレントモードのブリッジグループにおける MAC アドレ
ステーブルのカスタマイズ

ここでは、ブリッジグループのMACアドレステーブルをカスタマイズする方法について説明し
ます。

ブリッジグループのスタティック MAC アドレスの追加
通常、MACアドレスは、特定のMACアドレスからのトラフィックがインターフェイスに入った
ときに、MACアドレステーブルに動的に追加されます。スタティックMACアドレスは、MAC
アドレステーブルに追加できます。スタティックエントリを追加する利点の1つに、MACスプー
フィングに対処できることがあります。スタティックエントリと同じMACアドレスを持つクラ
イアントが、そのスタティックエントリに一致しないインターフェイスにトラフィックを送信し

ようとした場合、ASAはトラフィックをドロップし、システムメッセージを生成します。スタ
ティック ARPエントリを追加するときに（スタティック ARPエントリの追加と、他の ARPパラ
メータのカスタマイズ, （581ページ）を参照）、スタティックMACアドレスエントリはMAC
アドレステーブルに自動的に追加されます。

MACアドレステーブルにスタティックMACアドレスを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Bridging] > [MAC Address Table]ペインの順に選択します。

ステップ 2 （オプション）MACアドレスエントリがタイムアウトするまでMACアドレステーブル内に留
まる時間を設定するには、[Dynamic Entry Timeout]フィールドに値を入力します。
この値は、5～ 720分（12時間）の範囲で指定します。5分がデフォルトです。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add MAC Address Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [InterfaceName]ドロップダウンリストから、MACアドレスに関連付けられている送信元インター
フェイスを選択します。

ステップ 5 [MAC Address]フィールドにMACアドレスを入力します。

ステップ 6 [OK]、続いて [Apply]をクリックします。

MAC アドレスラーニングのディセーブル化
デフォルトで、各インターフェイスは着信トラフィックのMACアドレスを自動的に学習し、ASA
は対応するエントリをMACアドレステーブルに追加します。必要に応じてMACアドレスラー
ニングをディセーブルにできますが、この場合、MACアドレスをテーブルにスタティックに追加
しないと、トラフィックが ASAを通過できなくなります。
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MACアドレスラーニングをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Bridging] > [MAC Learning]の順に選択します。

ステップ 2 MACラーニングをディセーブルにするには、インターフェイス行を選択して、[Disable]をクリッ
クします。

ステップ 3 MACラーニングを再度イネーブルにするには、[Enable]をクリックします。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

ARP インスペクションと MAC アドレステーブルの履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

ARPインスペクションは、すべての ARPパケットの
MACアドレス、IPアドレス、および送信元インターフェ
イスを、ARPテーブルのスタティックエントリと比較
します。この機能は、トランスペアレントファイア

ウォールモード。

arp、arp-inspection、および show arp-inspectionコマン
ドが導入されました。

7.0(1)ARPインスペクション

トランスペアレントモード。

mac-address-table static、mac-address-table aging-time、
mac-learn disable、および show mac-address-tableコマ
ンドが導入されました。

7.0(1)MACアドレステーブル
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

ASA ARPキャッシュには、直接接続されたサブネット
からのエントリだけがデフォルトで含まれています。ま

た、ARPキャッシュに間接接続されたサブネットを含め
ることができるようになりました。セキュリティリス

クを認識していない場合は、この機能をイネーブルにす

ることは推奨しません。この機能は、ASAに対するサー
ビス拒否（DoS）攻撃を助長する場合があります。任意
のインターフェイスのユーザが大量の ARP応答を送信
して、偽エントリで ASA ARPテーブルがあふれる可能
性があります。

次の機能を使用する場合は、この機能を使用する必要が

ある可能性があります。

•セカンデリサブネット。

•トラフィック転送の隣接ルートのプロキシ ARP。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Advanced]> [ARP] > [ARP Static Table]。

8.4(5)/9.1(2)間接接続されたサブネットのARPキャッシュ
の追加
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第 V 部

IP ルーティング
• ルーティングの概要, 589 ページ

• スタティックルートとデフォルトルート, 605 ページ

• Policy Based Routing：ポリシーベースルーティング, 615 ページ

• ルートマップ, 621 ページ

• BGP, 631 ページ

• OSPF, 659 ページ

• EIGRP, 707 ページ

• マルチキャストルーティング, 731 ページ

• IPv6ネイバー探索, 753 ページ





第 23 章

ルーティングの概要

この章では、Cisco ASA内でのルーティング動作の基本概念と、サポートされているルーティン
グプロトコルについて説明します。ルーティングは、送信元から宛先にネットワーク経由で情

報を移動する行為のことです。その間に、通常は少なくとも1つの中間ノードがあります。ルー
ティングには、最適なルーティングパスの決定と、インターネットワーク経由でのパケットの

転送という 2つの基本的なアクティビティが含まれます。

• パス判別, 589 ページ

• サポートされるルートタイプ, 590 ページ

• ASA内でのルーティングの仕組み, 592 ページ

• ルーティングにサポートされているインターネットプロトコル, 595 ページ

• Routing Table, 595 ページ

• プロキシ ARP要求のディセーブル化, 602 ページ

• ルーティングテーブルの表示, 602 ページ

パス判別

ルーティングプロトコルでは、メトリックを使用して、パケットの移動に最適なパスを評価しま

す。メトリックは、宛先への最適なパスを決定するためにルーティングアルゴリズムが使用す

る、パスの帯域幅などの測定基準です。パスの決定プロセスを支援するために、ルーティングア

ルゴリズムは、ルート情報が格納されるルーティングテーブルを初期化して保持します。ルート

情報は、使用するルーティングアルゴリズムによって異なります。

ルーティングアルゴリズムにより、さまざまな情報がルーティングテーブルに入力されます。宛

先またはネクストホップの関連付けにより、最終的な宛先に達するまで、「ネクストホップ」を

表す特定のルータにパケットを送信することによって特定の宛先に最適に到達できることがルー

タに示されます。ルータは、着信パケットを受信すると宛先アドレスを確認し、このアドレスと

ネクストホップとを関連付けようとします。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

589



ルーティングテーブルには、パスの妥当性に関するデータなど、他の情報を格納することもでき

ます。ルータは、メトリックを比較して最適なルートを決定します。これらのメトリックは、使

用しているルーティングアルゴリズムの設計によって異なります。

ルータは互いに通信し、さまざまなメッセージの送信によりそのルーティングテーブルを保持し

ています。ルーティングアップデートメッセージはそのようなメッセージの 1つで、通常はルー
ティングテーブル全体か、その一部で構成されています。ルーティングアップデートを他のすべ

てのルータから分析することで、ルータはネットワークトポロジの詳細な全体像を構築できま

す。ルータ間で送信されるメッセージのもう 1つの例であるリンクステートアドバタイズメント
は、他のルータに送信元のリンクのステートを通知します。リンク情報も、ネットワークの宛先

に対する最適なルートをルータが決定できるように、ネットワークトポロジの全体像の構築に使

用できます。

非対称ルーティングがサポートされるのは、マルチコンテキストモードでのアクティブ/アク
ティブフェールオーバーに対してのみです。

（注）

サポートされるルートタイプ

ルータが使用できるルートタイプには、さまざまなものがあります。ASAでは、次のルートタイ
プが使用されます。

•スタティックとダイナミックの比較

•シングルパスとマルチパスの比較

•フラットと階層型の比較

•リンクステートと距離ベクトル型の比較

スタティックとダイナミックの比較

スタティックルーティングアルゴリズムは、実はネットワーク管理者が確立したテーブルマッ

プです。このようなマッピングは、ネットワーク管理者が変更するまでは変化しません。スタ

ティックルートを使用するアルゴリズムは設計が容易であり、ネットワークトラフィックが比較

的予想可能で、ネットワーク設計が比較的単純な環境で正しく動作します。

スタティックルーティングシステムはネットワークの変更に対応できないため、一般に、変化を

続ける大規模なネットワークには不向きであると考えられています。主なルーティングアルゴリ

ズムのほとんどはダイナミックルーティングアルゴリズムであり、受信したルーティングアッ

プデートメッセージを分析することで、変化するネットワーク環境に適合します。メッセージが

ネットワークが変化したことを示している場合は、ルーティングソフトウェアはルートを再計算

し、新しいルーティングアップデートメッセージを送信します。これらのメッセージはネット

ワーク全体に送信されるため、ルータはそのアルゴリズムを再度実行し、それに従ってルーティ

ングテーブルを変更します。
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ダイナミックルーティングアルゴリズムは、必要に応じてスタティックルートで補足できます。

たとえば、ラストリゾートルータ（ルーティングできないすべてのパケットが送信されるルータ

のデフォルトルート）を、ルーティングできないすべてのパケットのリポジトリとして機能する

ように指定し、すべてのメッセージを少なくとも何らかの方法で確実に処理することができます。

シングルパスとマルチパスの比較

一部の高度なルーティングプロトコルは、同じ宛先に対する複数のパスをサポートしています。

シングルパスアルゴリズムとは異なり、これらのマルチパスアルゴリズムでは、複数の回線でト

ラフィックを多重化できます。マルチパスアルゴリズムの利点は、スループットと信頼性が大き

く向上することであり、これは一般に「ロードシェアリング」と呼ばれています。

フラットと階層型の比較

ルーティングアルゴリズムには、フラットなスペースで動作するものと、ルーティング階層を使

用するものがあります。フラットルーティングシステムでは、ルータは他のすべてのルータのピ

アになります。階層型ルーティングシステムでは、一部のルータが実質的なルーティングバック

ボーンを形成します。バックボーン以外のルータからのパケットはバックボーンルータに移動

し、宛先の一般エリアに達するまでバックボーンを通じて送信されます。この時点で、パケット

は、最後のバックボーンルータから、1つ以上のバックボーン以外のルータを通じて最終的な宛
先に移動します。

多くの場合、ルーティングシステムは、ドメイン、自律システム、またはエリアと呼ばれるノー

ドの論理グループを指定します。階層型のシステムでは、ドメイン内の一部のルータは他のドメ

インのルータと通信できますが、他のルータはそのドメイン内のルータ以外とは通信できません。

非常に大規模なネットワークでは、他の階層レベルが存在することがあり、最も高い階層レベル

のルータがルーティングバックボーンを形成します。

階層型ルーティングの第一の利点は、ほとんどの企業の組織に類似しているため、そのトラフィッ

クパターンもサポートするという点です。ほとんどのネットワーク通信は、小さい企業グループ

（ドメイン）内で発生します。ドメイン内ルータは、そのドメイン内の他のルータだけを認識し

ていれば済むため、そのルーティングアルゴリズムを簡素化できます。また、使用しているルー

ティングアルゴリズムに応じて、ルーティングアップデートトラフィックを減少させることが

できます。

リンクステートと距離ベクトル型の比較

リンクステートアルゴリズム（最短パス優先アルゴリズムとも呼ばれる）は、インターネット

ワークのすべてのノードにルーティング情報をフラッドします。ただし、各ルータは、それ自体

のリンクのステートを記述するルーティングテーブルの一部だけを送信します。リンクステート

アルゴリズムでは、各ルータはネットワークの全体像をそのルーティングテーブルに構築しま

す。距離ベクトル型アルゴリズム（Bellman-Fordアルゴリズムとも呼ばれる）では、各ルータが、
そのネイバーだけに対してそのルーティングテーブル全体または一部を送信するように要求され

ます。つまり、リンクステートアルゴリズムは小規模なアップデートを全体に送信しますが、距

離ベクトル型アルゴリズムは、大規模なアップデートを隣接ルータだけに送信します。距離ベク

トル型アルゴリズムは、そのネイバーだけを認識します。通常、リンクステートアルゴリズムは

OSPFルーティングプロトコルとともに使用されます。
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ASA内でのルーティングの仕組み
ASAは NATの設定に応じて、ルーティングの判断のために、ルーティングテーブルまたは NAT
（xlate）テーブルを使用します。

出力インターフェイスの決定

NATを使用していて、ASAがマッピングアドレスのトラフィックを受信する場合、ASAは NAT
ルールに従って宛先アドレスを変換解除し、実際のアドレスにパケットを送信します。ASAは、
次の方法でパケットの出力インターフェイスを決定します。

•トランスペアレントモードまたはのブリッジグループインターフェイス：ASAは NAT
ルールを使用して実際のアドレスの出力インターフェイスを決定します。NATルールの一部
として送信元、宛先のブリッジグループメンバーインターフェイスを指定する必要があり

ます。

•ルーテッドモードの通常インターフェイス：ASAは、次のいずれかの方法で出力インター
フェイスを決定します。

◦ NATルールでインターフェイスを設定する：ASAは NATルールを使用して出力イン
ターフェイスを決定します。（8.3(1)～ 8.4(1)）唯一の例外はアイデンティティ NATで
す。アイデンティティ NATでは、NATコンフィギュレーションに関係なく、常にルー
トルックアップが使用されます。（8.4(2)以降）アイデンティティNATの場合、デフォ
ルト動作は NATコンフィギュレーションを使用することです。ただし、代わりにオプ
ションとして常にルートルックアップを使用することもできます。一部のシナリオで

は、ルートルックアップの上書きが必要になる場合があります。

◦ NATルールでインターフェイスを設定しない：ASAはルートルックアップを使用して
出力インターフェイスを決定します。
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次の図に、ルーテッドモードでの出力インターフェイスの選択方法を示します。ほとんどの場

合、ルートルックアップはNATルールのインターフェイスと同じです。ただし、一部のコンフィ
ギュレーションでは、2つの方法が異なる場合があります。

図 48：NAT によるルーテッドモードでの出力インターフェイスの選択

ネクストホップの選択プロセス

前述のいずれかの方法を使用して出力インターフェイスを選択した後、さらにルートルックアッ

プが実行され、これまでに選択した出力インターフェイスに属する適切なネクストホップが検出

されます。選択されたインターフェイスに明示的に属するルートがルーティングテーブルにない

場合は、パケットがドロップされてレベル 6の syslogメッセージ 110001（ホストへのルートな
し）が生成されます（別の出力インターフェイスに属する、指定の宛先ネットワークへの別のルー

トがあるかどうかにかかわらず）。選択した出力インターフェイスに属するルートが見つかると、

パケットは対応するネクストホップに転送されます。

ASAでのロードシェアリングは、1つの出力インターフェイスを使用して複数のネクストホップ
が使用できる場合に限り可能です。ロードシェアリングでは、複数の出力インターフェイスの共

有はできません。

ダイナミックルーティングがASAで使用されており、XLATEの作成後にルートテーブルが変更
された場合も（ルートフラップなど）、宛先変換トラフィックは、XLATEがタイムアウトする
までは、ルートテーブルではなく古い XLATEを使用して転送されます。トラフィックが、正し
くないインターフェイスに転送されたり、ドロップされてレベル 6の syslogメッセージ 110001
（ホストへのルートなし）が生成されたりすることもあります（ルーティングプロセスによって

古いルートが古いインターフェイスから削除されて別のインターフェイスに接続された場合）。

ASA自体でルートフラップが発生していないにもかかわらず、その周りで一部のルーティングプ
ロセスがフラッピングし、発信元変換された、同じフローに属するパケットを、別のインターフェ

イスを使用してASA経由で送信する場合は、同様の問題が発生することがあります。宛先変換さ
れた返送パケットは、間違った出力インターフェイスを使用して戻されることがあります。
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セキュリティトラフィック構成によっては、この問題が高い確率で発生します。具体的には、ほ

ぼすべてのトラフィックが、フローの最初のパケットの方向に応じて、発信元変換されるか宛先

変換されるような構成です。ルートフラップの後にこの問題が発生した場合は、clear xlateコマ
ンドを使用して手動で解決することも、XLATEのタイムアウトによって自動的に解決することも
できます。XLATEのタイムアウトは、必要に応じて小さくできます。この問題がほとんど発生し
ないようにするには、ASAやその周りでルートフラップが発生しないようにします。つまり、同
じフローに属する宛先変換されたパケットが必ず同じ方法でASAを通して転送されることを確認
します。

ECMP ルーティング
ASAは、等コストマルチパス（ECMP）ルーティングをサポートしています。

インターフェイスごとに最大 8の等コストのスタティックルートタまたはダイナミックルートを
設定できます。たとえば、次のように異なるゲートウェイを指定する外部インターフェイスで複

数のデフォルトルートを設定できます。

route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside to 10.1.1.2
route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside to 10.1.1.3
route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside to 10.1.1.4

この場合、トラフィックは、10.1.1.2、10.1.1.3と10.1.1.4間の外部インターフェイスでロードバラ
ンスされます。トラフィックは、送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレスをハッシュするアル
ゴリズムに基づいて、指定したゲートウェイ間に分配されます。

ECMPは複数のインターフェイス間ではサポートされないため、異なるインターフェイスで同じ
宛先へのルートを定義することはできません。上記のルートのいずれかを設定すると、次のルー

トは拒否されます。

route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside2 to 10.2.1.1

ゾーンがある場合は、各ゾーン内の最大 8つのインターフェイス間に最大 8つの等コストのスタ
ティックルートまたはダイナミックルートを設定できます。たとえば、次のようにゾーン内の 3
つのインターフェイ間に複数のデフォルトルートを設定できます。

route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside1 to 10.1.1.2
route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside2 to 10.2.1.2
route for 0.0.0.0 0.0.0.0 through outside3 to 10.3.1.2

同様に、ダイナミックルーティングプロトコルは、自動的に等コストルートを設定できます。

ASAでは、より堅牢なロードバランシングメカニズムを使用してインターフェイス間でトラフィッ
クをロードバランスします。

ルートが紛失した場合、デバイスはフローをシームレスに別のルートに移動させます。
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ルーティングにサポートされているインターネットプロトコル

ASAは、ルーティングに対してさまざまなインターネットプロトコルをサポートしています。こ
の項では、各プロトコルについて簡単に説明します。

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）

EIGRPは、IGRPルータとの互換性とシームレスな相互運用性を提供するシスコ独自のプロ
トコルです。自動再配布メカニズムにより、IGRPルートをEnhancedIGRPに、またはEnhanced
IGRPからインポートできるため、Enhanced IGRPを既存の IGRPネットワークに徐々に追加
できます。

• Open Shortest Path First（OSPF）

OSPFは、インターネットプロトコル（IP）ネットワーク向けに、インターネット技術特別
調査委員会（IETF）の InteriorGatewayProtocol（IGP）作業部会によって開発されたルーティ
ングプロトコルです。OSPFは、リンクステートアルゴリズムを使用して、すべての既知の
宛先までの最短パスを構築および計算します。OSPFエリア内の各ルータには、ルータが使
用可能なインターフェイスと到達可能なネイバーそれぞれのリストである同一のリンクス

テートデータベースが置かれています。

•ルーティング情報プロトコル（RIP）

RIPは、ホップカウントをメトリックとして使用するディスタンスベクトルプロトコルで
す。RIPは、グローバルなインターネットでトラフィックのルーティングに広く使用されて
いる Interior Gateway Protocol（IGP）です。つまり、1つの自律システム内部でルーティング
を実行します。

• Border Gateway Protocol（BGP）

BGPは自律システム間のルーティングプロトコルです。BGPは、インターネットのルーティ
ング情報を交換するために、インターネットサービスプロバイダー（ISP）間で使用される
プロトコルです。カスタマーは ISPに接続し、ISPは BGPを使用してカスタマーおよび ISP
ルートを交換します。自律システム（AS）間で BGPを使用する場合、このプロトコルは外
部 BGP（EBGP）と呼ばれます。サービスプロバイダーが BGPを使用してAS内のルートを
交換する場合、このプロトコルは内部 BGP（IBGP）と呼ばれます。

Routing Table
ここでは、ルーティングテーブルについて説明します。

ルーティングテーブルへの入力方法

ASAのルーティングテーブルには、スタティックに定義されたルート、直接接続されているルー
ト、およびダイナミックルーティングプロトコルで検出されたルートを入力できます。ASAは、
ルーティングテーブルに含まれるスタティックルートと接続されているルートに加えて、複数の

ルーティングプロトコルを実行できるため、同じルートが複数の方法で検出または入力される可
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能性があります。同じ宛先への 2つのルートがルーティングテーブルに追加されると、ルーティ
ングテーブルに残るルートは次のように決定されます。

• 2つのルートのネットワークプレフィックス長（ネットワークマスク）が異なる場合は、ど
ちらのルートも固有と見なされ、ルーティングテーブルに入力されます。入力された後は、

パケット転送ロジックが 2つのうちどちらを使用するかを決定します。

たとえば、RIPプロセスと OSPFプロセスが次のルートを検出したとします。

◦ RIP：192.168.32.0/24

◦ OSPF：192.168.32.0/19

OSPFルートのアドミニストレーティブディスタンスの方が適切であるにもかかわらず、こ
れらのルートのプレフィックス長（サブネットマスク）はそれぞれ異なるため、両方のルー

トがルーティングテーブルにインストールされます。これらは異なる宛先と見なされ、パ

ケット転送ロジックが使用するルートを決定します。

• ASAが、1つのルーティングプロトコル（RIPなど）から同じ宛先に複数のパスがあること
を検知すると、（ルーティングプロトコルが判定した）メトリックがよい方のルートがルー

ティングテーブルに入力されます。

メトリックは特定のルートに関連付けられた値で、ルートを最も優先されるものから順にラ

ンク付けします。メトリックスの判定に使用されるパラメータは、ルーティングプロトコル

によって異なります。メトリックが最も小さいパスは最適パスとして選択され、ルーティン

グテーブルにインストールされます。同じ宛先への複数のパスのメトリックが等しい場合

は、これらの等コストパスに対してロードバランシングが行われます。

• ASAが、ある宛先へのルーティングプロトコルが複数あることを検知すると、ルートのアド
ミニストレーティブディスタンスが比較され、アドミニストレーティブディスタンスが最

も小さいルートがルーティングテーブルに入力されます。

ルートのアドミニストレーティブディスタンス

ルーティングプロトコルによって検出されるルート、またはルーティングプロトコルに再配布さ

れるルートのアドミニストレーティブディスタンスは変更できます。2つの異なるルーティング
プロトコルからの 2つのルートのアドミニストレーティブディスタンスが同じ場合、デフォルト
のアドミニストレーティブディスタンスが小さい方のルートがルーティングテーブルに入力され

ます。EIGRPルートとOSPFルートの場合、EIGRPルートとOSPFルートのアドミニストレーティ
ブディスタンスが同じであれば、デフォルトで EIGRPルートが選択されます。

アドミニストレーティブディスタンスは、2つの異なるルーティングプロトコルから同じ宛先へ
の異なるルートが複数存在する場合に、ASAが最適なパスの選択に使用するルートパラメータで
す。ルーティングプロトコルには、他のプロトコルとは異なるアルゴリズムに基づくメトリック

があるため、異なるルーティングプロトコルによって生成された、同じ宛先への 2つのルートに
ついて常に最適パスを判定できるわけではありません。

各ルーティングプロトコルには、アドミニストレーティブディスタンス値を使用して優先順位が

付けられています。次の表に、ASAがサポートするルーティングプロトコルのデフォルトのアド
ミニストレーティブディスタンス値を示します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
596

Routing Table



表 26：サポートされるルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

デフォルトのアドミニストレーティブディスタ

ンスルートの送信元

0接続されているインターフェイス

1スタティックルート

5EIGRPサマリールート

20外部 BGP

90内部 EIGRP

110OSPF

120RIP

170EIGRP外部ルート

200内部 BGP

255不明（Unknown）

アドミニストレーティブディスタンス値が小さいほど、プロトコルの優先順位が高くなります。

たとえば、ASAがOSPFルーティングプロセス（デフォルトのアドミニストレーティブディスタ
ンスが 110）と RIPルーティングプロセス（デフォルトのアドミニストレーティブディスタンス
が120）の両方から特定のネットワークへのルートを受信すると、OSPFルーティングプロセスの
方が優先度が高いため、ASAは OSPFルートを選択します。この場合、ルータは OSPFバージョ
ンのルートをルーティングテーブルに追加します。

この例では、OSPF導出ルートの送信元が（電源遮断などで）失われると、ASAは、OSPF導出
ルートが再度現れるまで、RIP導出ルートを使用します。

アドミニストレーティブディスタンスはローカルの設定値です。たとえば、OSPFを通して取得
したルートのアドミニストレーティブディスタンスを変更するために distance-ospfコマンドを使
用する場合、その変更は、コマンドが入力された ASAのルーティングテーブルにだけ影響しま
す。アドミニストレーティブディスタンスがルーティングアップデートでアドバタイズされるこ

とはありません。

アドミニストレーティブディスタンスは、ルーティングプロセスに影響を与えません。EIGRP、
OSPF、RIPおよび BGPルーティングプロセスは、そのルーティングプロセスによって検出され
たルートまたはそのルーティングプロセスに再配布されたルートのみをアドバタイズします。た

とえば、RIPルーティングプロセスは、ASAのルーティングテーブルでOSPFルーティングプロ
セスによって検出されたルートが使用されていても、RIPルートをアドバタイズします。
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バックアップルート

ルートを最初にルーティングテーブルにインストールしようとしたとき、他のルートがインス

トールされているためにインストールできなかった場合、そのルートはバックアップルートとし

て登録されます。ルーティングテーブルにインストールされたルートに障害が発生すると、ルー

ティングテーブルメンテナンスプロセスが、登録されたバックアップルートを持つ各ルーティ

ングプロトコルプロセスを呼び出し、ルーティングテーブルにルートを再インストールするよ

うに要求します。障害が発生したルートに対して、登録されたバックアップルートを持つプロト

コルが複数ある場合、アドミニストレーティブディスタンスに基づいて優先順位の高いルートが

選択されます。

このプロセスのため、ダイナミックルーティングプロトコルによって検出されたルートに障害が

発生したときにルーティングテーブルにインストールされるフローティングスタティックルー

トを作成できます。フローティングスタティックルートとは、単に、ASAで動作しているダイナ
ミックルーティングプロトコルよりも大きなアドミニストレーティブディスタンスが設定され

ているスタティックルートです。ダイナミックルーティングプロセスで検出された対応するルー

トに障害が発生すると、このスタティックルートがルーティングテーブルにインストールされま

す。

転送の決定方法

転送は次のように決定されます。

•宛先が、ルーティングテーブル内のエントリと一致しない場合、パケットはデフォルトルー
トに指定されているインターフェイスを通して転送されます。デフォルトルートが設定され

ていない場合、パケットは破棄されます。

•宛先が、ルーティングテーブル内の 1つのエントリと一致した場合、パケットはそのルート
に関連付けられているインターフェイスを通して転送されます。

•宛先が、ルーティングテーブル内の複数のエントリと一致する場合、パケットはネットワー
クプレフィックス長がより長いルートに関連付けられているインターフェイスから転送され

ます。

たとえば、192.168.32.1宛てのパケットが、ルーティングテーブルの次のルートを使用してイン
ターフェイスに到着したとします。

• 192.168.32.0/24のゲートウェイ 10.1.1.2

• 192.168.32.0/19のゲートウェイ 10.1.1.3

この場合、192.168.32.1は 192.168.32.0/24ネットワークに含まれるため、192.168.32.1宛てのパケッ
トは 10.1.1.2宛てに送信されます。このアドレスはまた、ルーティングテーブルの他のルートに
も含まれますが、ルーティングテーブル内では 192.168.32.0/24の方が長いプレフィックスを持ち
ます（24ビットと 19ビット）。パケットを転送する場合、プレフィックスが長い方が常に短い
ものより優先されます。
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ダイナミックルーティングとフェールオーバー

アクティブ装置上でルーティングテーブルの変更がある場合、ダイナミックルートはスタンバイ

装置上で同期化されます。これは、アクティブ装置上のすべての追加、削除、または変更がすぐ

にスタンバイ装置に伝播されることを意味します。プライマリ装置が一定期間アクティブであっ

た後にスタンバイ装置がアクティブになると、ルートがフェールオーバーバルク同期プロセスの

一部として同期化されます。そのためアクティブ/スタンバイフェールオーバーペア上では、ルー
ティングテーブルが同じように表示されます。

ダイナミックルーティングおよびクラスタリング

ここでは、クラスタリングでダイナミックルーティングを使用する方法について説明します。

スパンド EtherChannel モードでのダイナミックルーティング

スパンドEtherChannelモード：ルーティングプロセスはプライマリユニット上だけで実行されま
す。ルートはプライマリユニットを介して学習され、セカンダリに複製されます。ルーティング

パケットがセカンダリに到着した場合は、プライマリユニットにリダイレクトされます。

図 49：スパンド EtherChannel モードでのダイナミックルーティング

セカンダリメンバがプライマリユニットからルートを学習した後は、各ユニットが個別に転送に

関する判断を行います。

OSPF LSAデータベースは、プライマリユニットからセカンダリユニットに同期されません。プ
ライマリユニットのスイッチオーバーが発生した場合は、隣接ルータが再起動を検出します。ス

イッチオーバーは透過的ではありません。OSPFプロセスが IPアドレスの 1つをルータ IDとして
選択します必須ではありませんが、スタティックルータ IDを割り当てることができます。これ
で、同じルータ IDがクラスタ全体で使用されるようになります。割り込みを解決するには、OSPF
ノンストップフォワーディング機能を参照してください。
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個別インターフェイスモードでのダイナミックルーティング

個別インターフェイスモードでは、各ユニットがスタンドアロンルータとしてルーティングプ

ロトコルを実行します。ルートの学習は、各ユニットが個別に行います。

図 50：個別インターフェイスモードでのダイナミックルーティング

上の図では、ルータAはルータBへの等コストパスが 4本あることを学習します。パスはそれぞ
れ 1つのASAを通過します。ECMPを使用して、4パス間でトラフィックのロードバランシング
を行います。各ASAは、外部ルータと通信するときに、それぞれ異なるルータ IDを選択します。

管理者は、各ユニットが別のルータ IDを使用できるように、ルータ IDのクラスタプールを設定
する必要があります。

クラスタが、冗長性確保のために、同一ルータに対して複数の隣接関係を持つ場合、非対称

ルーティングは許容できないトラフィック紛失の原因となることがあります。非対称ルーティ

ングを避けるためには、同じトラフィックゾーンにこれらすべての ASAインターフェイスを
まとめます。トラフィックゾーンの設定, （503ページ）を参照してください。

（注）

マルチコンテキストモードのダイナミックルーティング

マルチコンテキストモードでは、各コンテキストで個別のルーティングテーブルおよびルーティ

ングプロトコルデータベースが維持されます。これにより、各コンテキストの OSPFv2および
EIGRPを個別に設定することができます。EIGRPをあるコンテキストで設定し、OSPFv2を同じ
または異なるコンテキストで設定できます。混合コンテキストモードでは、ルーテッドモードの

コンテキストの任意のダイナミックルーティングプロトコルをイネーブルにできます。RIPおよ
び OSPFv3は、マルチコンテキストモードではサポートされていません。
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次の表に、EIGRP、OSPFv2、OSPFv2および EIGRPプロセスへのルートの配布に使用されるルー
トマップ、およびマルチコンテキストモードで使用されている場合にエリアを出入りするルー

ティングアップデートをフィルタリングするためにOSPFv2で使用されるプレフィックスリスト
の属性を示します。

ルートマップとプレフィック

スのリスト
OSPFv2EIGRP

該当なしコンテキストごとに2つのイン
スタンスがサポートされます。

コンテキストごとに1つのイン
スタンスがサポートされます。

該当なしシステムコンテキストでディセーブルになっています。

該当なし2つのコンテキストが同じまた
は異なるエリア IDを使用でき
ます。

2つのコンテキストが同じまた
は異なる自律システム番号を使

用できます。

該当なし2つのコンテキストの共有イン
ターフェイスでは、複数の

OSPFのインスタンスを実行で
きます。

2つのコンテキストの共有イン
ターフェイスでは、複数の

EIGRPのインスタンスを実行で
きます。

該当なし共有インターフェイス間の

OSPFv2インスタンスの相互作
用がサポートされます。

共有インターフェイス間の

EIGRPインスタンスの相互作用
がサポートされます。

シングルモードで使用可能なすべての CLIはマルチコンテキストモードでも使用できます。

各 CLIは使用されているコンテキストでだけ機能します。

ルートのリソース管理

routesというリソースクラスは、コンテキストに存在できるルーティングテーブルエントリの最
大数を指定します。これは、別のコンテキストの使用可能なルーティングテーブルエントリに影

響を与える 1つのコンテキストの問題を解決し、コンテキストあたりの最大ルートエントリのよ
り詳細な制御を提供します。

明確なシステム制限がないため、このリソース制限には絶対値のみを指定できます。割合制限は

使用できません。また、コンテキストあたりの上限および下限がないため、デフォルトクラスは

変更されません。コンテキストのスタティックまたはダイナミックルーティングプロトコル（接

続、スタティック、OSPF、EIGRP、および RIP）のいずれかに新しいルートを追加し、そのコン
テキストのリソース制限を超えた場合、ルートの追加は失敗し、syslogメッセージが生成されま
す。
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プロキシ ARP 要求のディセーブル化
あるホストから同じイーサネットネットワーク上の別のデバイスに IPトラフィックを送信する場
合、そのホストは送信先のデバイスのMACアドレスを知る必要があります。ARPは、IPアドレ
スをMACアドレスに解決するレイヤ 2プロトコルです。ホストは IPアドレスの所有者を尋ねる
ARP要求を送信します。その IPアドレスを所有するデバイスは、自分が所有者であることを自分
のMACアドレスで返答します。

プロキシ ARPは、デバイスが ARP要求に対してその IPアドレスを所有しているかどうかに関係
なく自分のMACアドレスで応答するときに使用されます。NATを設定し、ASAインターフェイ
スと同じネットワーク上のマッピングアドレスを指定する場合、ASAでプロキシ ARPが使用さ
れます。トラフィックがホストに到達できる唯一の方法は、ASAでプロキシARPが使用されてい
る場合、MACアドレスが宛先マッピングアドレスに割り当てられていると主張することです。

まれに、NATアドレスに対してプロキシ ARPをディセーブルにすることが必要になります。

既存のネットワークと重なる VPNクライアントアドレスプールがある場合、ASAはデフォルト
で、すべてのインターフェイス上でプロキシARP要求を送信します。同じレイヤ 2ドメイン上に
もう 1つインターフェイスがあると、そのインターフェイスは ARP要求を検出し、自分のMAC
アドレスで応答します。その結果、内部ホストへの VPNクライアントのリターントラフィック
は、その誤ったインターフェイスに送信され、破棄されます。この場合、プロキシARP要求をそ
れらが不要なインターフェイスでディセーブルにする必要があります。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Proxy ARP/Neighbor Discovery]の順に選択します。
[Interface]フィールドにインターフェイス名が一覧表示されます。[Enabled]フィールドには、NAT
グローバルアドレスに対してプロキシ ARP/ネイバー探索がイネーブルか（Yes）ディセーブルか
（No）が表示されます。

ステップ 2 選択したインターフェイスに対してプロキシARP/ネイバー探索をイネーブルにするには、[Enable]
をクリックします。デフォルトでは、プロキシARP/ネイバー探索はすべてのインターフェイスに
対してイネーブルです。

ステップ 3 選択したインターフェイスに対してプロキシ ARP/ネイバー探索をディセーブルにするには、
[Disable]をクリックします。

ステップ 4 [Apply]をクリックして設定を実行コンフィギュレーションに保存します。

ルーティングテーブルの表示

ルーティングテーブル内のエントリを表示するには、次の手順を実行します
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手順

ルーティングテーブルにある ASDMのすべてのルートを表示するには、[Monitoring] > [Routing]
> [Routes]の順に選択します。
このペインでは、各行がそれぞれ 1つのルートを表します。
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第 24 章

スタティックルートとデフォルトルート

この章では、Cisco ASAでスタティックルートとデフォルトルートを設定する方法について説
明します。

• スタティックルートとデフォルトルートについて, 605 ページ

• スタティックルートとデフォルトルートのガイドライン, 608 ページ

• デフォルトルートおよびスタティックルートの設定, 608 ページ

• スタティックルートまたはデフォルトルートのモニタリング, 612 ページ

• スタティックルートまたはデフォルトルートの例, 612 ページ

• スタティックルートおよびデフォルトルートの履歴, 612 ページ

スタティックルートとデフォルトルートについて

トラフィックを接続されていないホストやネットワークにルーティングするには、スタティック

ルーティングまたはダイナミックルーティングして、ホストやネットワークへのルートを定義す

る必要があります。通常は、少なくとも 1つのスタティックルート、つまり、他の方法でデフォ
ルトのネットワークゲートウェイにルーティングされていない、すべてのトラフィック用のデ

フォルトルート（通常、ネクストホップルータ）を設定する必要があります。

Default Route
最も単純なオプションは、すべてのトラフィックをアップストリームルータに送信するようにデ

フォルトルートを設定して、トラフィックのルーティングをルータに任せることです。デフォル

トルートは、既知のルートもスタティックルートも指定されていない IPパケットすべてを、ASA
が送信するゲートウェイの IPアドレスを特定するルートです。デフォルトスタティックルート
は、宛先の IPアドレスとして 0.0.0.0/0が指定された単なるスタティックルートです。
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スタティックルート

次の場合は、スタティックルートを使用します。

•ネットワークがサポート対象外のルータディスカバリプロトコルを使用している。

•ネットワークが小規模でスタティックルートを容易に管理できる。

•ルーティングプロトコルが関係するトラフィックまたは CPUのオーバーヘッドをなくす必
要がある。

•場合によっては、デフォルトルートだけでは不十分である。デフォルトのゲートウェイでは
宛先ネットワークに到達できない場合があるため、スタティックルートをさらに詳しく設定

する必要があります。たとえば、デフォルトのゲートウェイが外部の場合、デフォルトルー

トは、ASAに直接接続されていない内部ネットワークにはまったくトラフィックを転送でき
ません。

•ダイナミックルーティングプロトコルをサポートしていない機能を使用している。

不要なトラフィックを「ブラックホール化」するための null0 インターフェイスへ
のルート

アクセスルールを使用すると、ヘッダーに含まれている情報に基づいてパケットをフィルタ処理

することができます。null0インターフェイスへのスタティックルートは、アクセスルールを補
完するソリューションです。null0ルートを使用して、不要なトラフィックや望ましくないトラ
フィックを「ブラックホール」に転送できるため、トラフィックがドロップされます。

スタティック null0ルートには、望ましいパフォーマンスプロファイルがあります。また、スタ
ティック null0ルートを使用して、ルーティングループ回避することもできます。BGPでは、
Remotely Triggered Black Holeルーティングのためにスタティック null0ルートを活用できます。

ルートのプライオリティ

•特定の宛先が特定されたルートはデフォルトルートより優先されます。

•宛先が同じルートが複数存在する場合（スタティックまたはダイナミック）、ルートのアド
ミニストレーティブディスタンスによってプライオリティが決まります。スタティックルー

トは 1に設定されるため、通常、それらが最もプライオリティの高いルートです。

•宛先かつアドミニストレーティブディスタンスが同じスタティックルートが複数存在する
場合は、ECMPルーティング, （594ページ）を参照してください。

• [Tunneled]オプションを使用してトンネルから出るトラフィックの場合、このルートは、そ
の他の設定または学習されたデフォルトルートをすべて上書きします。
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トランスペアレントファイアウォールモードルート

ブリッジグループメンバーインターフェイス経由で非直接接続ネットワークに向かう ASAで発
信されるトラフィックの場合、ASAがどのブリッジグループメンバーインターフェイスにトラ
フィックを送信するかを認識するよう、デフォルトルートもしくはスタティックルートを設定す

る必要があります。ASAで発信されるトラフィックは、syslogサーバまたは SNMPサーバへの通
信も含むこともあります。1つのデフォルトルートで到達できないサーバがある場合、スタティッ
クルートを設定する必要があります。トランスペアレントモードの場合、ゲートウェイインター

フェイスにBVIを指定できません。メンバーインターフェイスのみが使用できます。詳細につい
ては、「MACアドレスとルートルックアップ, （186ページ）」を参照してください。

スタティックルートトラッキング

スタティックルートの問題の 1つは、ルートがアップ状態なのかダウン状態なのかを判定する固
有のメカニズムがないことです。スタティックルートは、ネクストホップゲートウェイが使用

できなくなった場合でも、ルーティングテーブルに保持されています。スタティックルートは、

ASA上の関連付けられたインターフェイスがダウンした場合に限りルーティングテーブルから削
除されます。

スタティックルートトラッキング機能には、スタティックルートの使用可能状況を追跡し、プ

ライマリルートがダウンした場合のバックアップルートをインストールするための方式が用意さ

れています。たとえば、ISPゲートウェイへのデフォルトルートを定義し、かつ、プライマリ ISP
が使用できなくなった場合に備えて、セカンデリ ISPへのバックアップデフォルトルートを定義
できます。

ASAでは、ASAが ICMPエコー要求を使用してモニタする宛先ネットワーク上でモニタリング対
象スタティックルートを関連付けることでスタティックルートトラッキングを実装します。指

定された時間内にエコー応答がない場合は、そのホストはダウンしていると見なされ、関連付け

られたルートはルーティングテーブルから削除されます。削除されたルートに代わって、メト

リックが高い追跡対象外のバックアップルートが使用されます。

モニタリング対象の選択時には、その対象が ICMPエコー要求に応答できることを確認してくだ
さい。対象には任意のネットワークオブジェクトを選択できますが、次のものを使用することを

検討する必要があります。

• ISPゲートウェイアドレス（デュアル ISPサポート用）

•ネクストホップゲートウェイアドレス（ゲートウェイの使用可能状況に懸念がある場合）

• ASAが通信を行う必要のある対象ネットワーク上のサーバ（syslogサーバなど）

•宛先ネットワーク上の永続的なネットワークオブジェクト

夜間にシャットダウンする PCは適しません。（注）

スタティックルートトラッキングは、スタティックに定義されたルートや、DHCPまたは PPPoE
を通じて取得したデフォルトルートに対して設定することができます。設定済みのルートトラッ
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キングでは、複数のインターフェイス上の PPPoEクライアントだけをイネーブルにすることがで
きます。

スタティックルートとデフォルトルートのガイドライン

ファイアウォールモードとブリッジグループ

•トランスペアレントモードでは、スタティックルートをブリッジグループメンバーイン
ターフェイスをゲートウェイとして使用する必要があります。BVIを指定することはできま
せん。

•スタティックルートトラッキングは、ブリッジグループメンバーインターフェイス

IPv6

• IPv6では、スタティックルートトラッキングはサポートされません。

クラスタ

クラスタリングでは、スタティックルートモニタリングはプライマリユニットでのみサポート

されます。

デフォルトルートおよびスタティックルートの設定

少なくとも 1つのデフォルトルートを設定する必要があります。また、スタティックルートの設
定が必要になる場合があります。このセクションでは、デフォルトルートの設定、スタティック

ルートの設定、スタティックルートの追跡を行います。

デフォルトルートの設定

デフォルトルートは、宛先 IPアドレスが 0.0.0.0/0のスタティックルートです。この手順に従っ
て手動で設定するか、DHCPサーバや他のルーティングプロトコルから取得するかに関わらず、
デフォルトルートは必ず設定する必要があります。

はじめる前に

[Tunneled]オプションについては、次のガイドラインを参照してください。

•トンネルルートの出力インターフェイスでは、ユニキャストRPFをイネーブルにしないでく
ださい。この設定を行うと、セッションでエラーが発生します。

•トンネルルートの出力インターフェイスで、TCP代行受信をイネーブルにしないでくださ
い。この設定を行うと、セッションでエラーが発生します。

•これらのインスペクションエンジンはトンネルルートを無視するため、トンネルルートで
VoIPインスペクションエンジン（CTIQBE、H.323、GTP、MGCP、RTSP、SIP、SKINNY）、

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
608

スタティックルートとデフォルトルートのガイドライン



DNSインスペクションエンジン、またはDCERPCインスペクションエンジンを使用しない
でください。

• tunneledオプションで複数のデフォルトルートを定義することはできません。

•トンネルトラフィックの ECMPはサポートされません。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Static Routes]を選択し、[Add]をクリックします。

ステップ 2 [IP Address Type]、[IPv4]、または [IPv6]を選択します。

ステップ 3 特定のトラフィックの送信を行うインターフェイスを選択します。

トランスペアレントモードの場合は、ブリッジグループのメンバーインターフェイスの名前を

指定します。

ステップ 4 [Network]には、タイプに応じて any4または any6を入力します。

ステップ 5 [Gateway IP]に、トラフィックの送信先とするゲートウェイ IPを入力します。

ステップ 6 メトリックを設定して、ルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定します。

デフォルトは 1です。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のルーティングプロトコル
間でルートを比較するのに使用されるパラメータです。スタティックルートのデフォルトのアド

ミニストレーティブディスタンスは 1で、ダイナミックルーティングプロトコルで検出される
ルートより優先されますが、直接には接続されていないルートです。OSPFで検出されるルートの
デフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは 110です。スタティックルートとダイナ
ミックルートのアドミニストレーティブディスタンスが同じ場合、スタティックルートが優先

されます。接続されているルートは常に、スタティックルートおよびダイナミックに検出された

ルートのどちらよりも優先されます。

ステップ 7 （オプション） [Options]領域で、以下を設定します。

• Tunneled：VPNトラフィックに非 VPNトラフィックとは別のデフォルトルートを使用する
必要がある場合は、VPNトラフィック用の別個のデフォルトルートを定義できます。その
場合、たとえば VPN接続からの着信トラフィックは内部ネットワークに転送する一方、内
部ネットワークからのトラフィックは外部に転送するといった設定を簡単に行うことができ

ます。tunneledオプションを使用してデフォルトルートを作成すると、ASAに着信するトン
ネルからのすべてのトラフィックは、学習したルートまたはスタティックルートを使用して

ルーティングできない場合、このルートに送信されます。

• [Tracked]：（IPv4のみ）ルートのトラッキングについては、スタティックルートトラッキ
ングの設定, （610ページ）を参照してください。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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スタティックルートの設定

スタティックルートは、特定の宛先ネットワークのトラフィックの送信先を定義します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Static Routes]を選択し、[Add]をクリックします。

ステップ 2 [IP Address Type]、[IPv4]、または [IPv6]を選択します。

ステップ 3 特定のトラフィックの送信を行うインターフェイスを選択します。

不要なトラフィックを「ブラックホール化」するには、Null0インターフェイスを選択します。
トランスペアレントモードの場合は、ブリッジグループのメンバーインターフェイスの名前を

指定します。

ステップ 4 [Network]に、トラフィックをルーティングする宛先ネットワークを入力します。

ステップ 5 [Gateway IP]に、トラフィックの送信先とするゲートウェイ IPを入力します。

ステップ 6 メトリックを設定して、ルートのアドミニストレーティブディスタンスを設定します。

デフォルトは 1です。アドミニストレーティブディスタンスは、複数のルーティングプロトコル
間でルートを比較するのに使用されるパラメータです。スタティックルートのデフォルトのアド

ミニストレーティブディスタンスは 1で、ダイナミックルーティングプロトコルで検出される
ルートより優先されますが、直接には接続されていないルートです。OSPFで検出されるルートの
デフォルトのアドミニストレーティブディスタンスは 110です。スタティックルートとダイナ
ミックルートのアドミニストレーティブディスタンスが同じ場合、スタティックルートが優先

されます。接続されているルートは常に、スタティックルートおよびダイナミックに検出された

ルートのどちらよりも優先されます。

ステップ 7 （オプション） [Options]領域で、以下を設定します。

• Tunneled：VPNトラフィックに非 VPNトラフィックとは別のデフォルトルートを使用する
必要がある場合は、VPNトラフィック用の別個のデフォルトルートを定義できます。その
場合、たとえば VPN接続からの着信トラフィックは内部ネットワークに転送する一方、内
部ネットワークからのトラフィックは外部に転送するといった設定を簡単に行うことができ

ます。tunneledオプションを使用してデフォルトルートを作成すると、ASAに着信するトン
ネルからのすべてのトラフィックは、学習したルートまたはスタティックルートを使用して

ルーティングできない場合、このルートに送信されます。

• [Tracked]：（IPv4のみ）ルートのトラッキングについては、スタティックルートトラッキ
ングの設定, （610ページ）を参照してください。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

スタティックルートトラッキングの設定

スタティックルートトラッキングを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Static Routes]の順に選択し、スタティックルートの
設定, （610ページ）に従ってスタティックルートを追加または編集します。

ステップ 2 [Options]領域で [Tracked]オプションボタンをクリックします。

ステップ 3 [Track ID]フィールドに、ルートトラッキングプロセスの固有識別子を入力します。

ステップ 4 [Track IPAddress/DNSName]フィールドに、追跡対象の IPアドレスまたはホスト名を入力します。
これは通常、このルートのネクストホップゲートウェイの IPアドレスになりますが、そのイン
ターフェイスから利用できる任意のネットワークオブジェクトとすることもできます。

ステップ 5 [SLA ID]フィールドに、SLAモニタリングプロセスの固有識別子を入力します。

ステップ 6 （任意）[Monitoring Options]をクリックします。
[RouteMonitoringOptions]ダイアログボックスが表示されます。ここから、次のトラッキングオブ
ジェクトのモニタリングプロパティを変更します。

• [Frequency]：追跡対象の存在をASAがテストする頻度を秒数で設定します。有効な値の範囲
は、1～ 604800秒です。デフォルト値は 60秒です。

• [Threshold]：しきい値を超えたイベントを示す時間をミリ秒数で設定します。この値に、タ
イムアウト値より大きい値は指定できません。

• [Timeout]：ルート監視操作が要求パケットからの応答を待つ時間をミリ秒数で設定します。
有効な値の範囲は、0～ 604800000ミリ秒です。デフォルト値は 5000ミリ秒です。

• [DataSize]：エコー要求パケットで使用するデータペイロードのサイズを設定します。デフォ
ルト値は 28です。有効値の範囲は 0～ 16384です。

この設定では、ペイロードのサイズだけが指定されます。パケット全体のサイズは

指定されません。

（注）

• [ToS]：エコー要求の IPヘッダーにあるサービスバイトのタイプの値を設定します。有効な
値は、0～ 255です。デフォルト値は 0です

• [Number of Packets]：各テストに送信されるエコー要求の数を設定します。有効値の範囲は 1
～ 100です。デフォルト値は 1です。

[OK]をクリックします。

ステップ 7 [OK]をクリックしてルートを保存してから、[Apply]をクリックします。
追跡するルートを適用するとすぐに、モニタリングプロセスが開始されます。

ステップ 8 追跡対象外のバックアップルートを作成します。

バックアップルートは、追跡されたルートと同じ宛先へのスタティックルートですが、異なるイ

ンターフェイスまたはゲートウェイを経由します。このルートは、追跡されたルートより長いア

ドミニストレーティブディスタンス（メトリック）に割り当てる必要があります。
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スタティックルートまたはデフォルトルートのモニタリング

• [Monitoring] > [Routing] > [Routes]

[Routes]ペインでは、それぞれの行が 1つのルートを表しています。IPv4接続、IPv6接続、
またはその両方でフィルタリングできます。ルーティング情報には、プロトコル、ルートタ

イプ、宛先 IPアドレス、ネットマスクまたはプレフィックスの長さ、ゲートウェイ IPアド
レス、ルートに接続するときに経由するインターフェイス、およびアドミニストレーティブ

ディスタンスが含まれています。

スタティックルートまたはデフォルトルートの例

次の例は、スタティックルートの作成方法を示します。スタティックルートは、宛先が10.1.1.0/24
のトラフィックすべてを内部インターフェイスに接続されているルータ（10.1.2.45）に送信しま
す。また、dmzインターフェイスで 3つの異なるゲートウェイにトラフィックを誘導する 3つの
等コストスタティックルートを定義し、トンネルトラフィックのデフォルトルートと通常のト

ラフィックのデフォルトルートを追加します。

route inside 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.2.45
route dmz 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.1
route dmz 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.2
route dmz 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.3
route outside 0 0 209.165.201.1
route inside 0 0 10.1.2.45 tunneled

スタティックルートおよびデフォルトルートの履歴

表 27：スタティックルートおよびデフォルトルートの機能履歴

機能情報

プラット

フォームリ

リース

機能名

スタティックルートトラッキング機能には、スタティッ

クルートの使用可能状況を追跡し、プライマリルート

がダウンした場合のバックアップルートをインストー

ルするための方式が用意されています。

次の画面が導入または変更されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Static
Routes] > [Add Static Route] [Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [Static Routes] > [Add Static Route]
> [Route Monitoring Options]

7.2(1)スタティックルートトラッキング
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機能情報

プラット

フォームリ

リース

機能名

トラフィックを null0インターフェイスへ送信すると、
指定したネットワーク宛のパケットはドロップします。

この機能は、BGPのRemotelyTriggeredBlackHole (RTBH)
の設定に役立ちます。

次の画面が変更されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Static
Routes] > [Add Static Route]

9.2(1)トラフィックを「ブラックホール化」するた

めのスタティック null0ルート
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第 25 章

Policy Based Routing：ポリシーベースルー
ティング

この章では、ポリシーベースルーティング（PBR）をサポートするようにCiscoASAを設定する
方法について説明します。この項では、ポリシーベースルーティング、PBRのガイドラインPBR
の設定について説明します。

• ポリシーベースルーティングについて, 615 ページ

• ポリシーベースルーティングのガイドライン, 618 ページ

• ポリシーベースルーティングの設定, 618 ページ

• ポリシーベースルーティングの履歴, 620 ページ

ポリシーベースルーティングについて

一般的なルーティングシステムとプロトコルは、トラフィックの宛先に基づいたトラフィックの

ルーティングに基づきます。宛先ベースのルーティングシステムは、特定のトラフィックのルー

ティング動作の変更を困難にします。ポリシーベースルーティング（PBR）を使用すると、宛先
ネットワーク以外の多数の異なる基準に基づいてルーティング動作を定義できます。これらの基

準には、特に送信元ネットワークまたは宛先ネットワーク、送信元アドレスまたは宛先アドレス、

送信元ポートまたは宛先ポート、プロトコル、パケットサイズ、パケット分類が含まれます。

PBRには、ネットワークエッジでトラフィックを分類およびマークし、ネットワーク全体でPBR
を使用してマークしたトラフィックを特定のパスに沿ってルーティングすることで、Quality of
Service（QoS）を実装する機能があります。

これにより、宛先が同じ場合でも、異なる送信元から送信されるパケットを別のネットワークに

ルーティングすることができます。これは、複数のプライベートネットワークを相互接続する場

合に役立ちます。
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ポリシーベースルーティングを使用する理由

場所間に 2つのリンク（1つは高帯域幅/低遅延高コストリンク、もう 1つは低帯域幅/高遅延低コ
ストリンク）がある会社を取り上げてみましょう。従来のルーティングプロトコルを使用してい

る間は、すべてのトラフィックがリンクの帯域幅/遅延（EIGRPまたは OSPFを使用）の特性に
よって得られるメトリックの削減に基づいて帯域幅が高いリンク上で送信されるわけではない場

合、そのリンクの使用が非常に多くなります。PBRにより、高プライオリティトラフィックを高
帯域幅/低遅延リンク経由でルーティングし、その他すべてのトラフィックを低帯域幅/高遅延リン
クで送信することができます。

ポリシーベースルーティングの用途のいくつかを以下に示します。

•同等アクセスおよび送信元依存ルーティング

• Quality of Service

•コスト節約

•ロードシェアリング

同等アクセスおよび送信元依存ルーティング

このトポロジでは、HRネットワークと管理ネットワークからのトラフィックは ISP1を経由する
ように設定し、エンジニアリングネットワークからのトラフィックは ISP2を経由するように設定
できます。したがって、ここに示すように、ネットワーク管理者は、ポリシーベースルーティン

グを使用して同等アクセスおよび送信元依存ルーティングを実現できます。

QoS

ネットワーク管理者は、ポリシーベースルーティングでパケットにタグを付けることにより、

ネットワークトラフィックをネットワーク境界でさまざまなサービスクラスのために分類し、プ

ライオリティ、カスタム、または重み付け均等化のキューイングを使用してそれらのサービスク

ラスをネットワークのコアに実装できます（下の図を参照）。この設定では、バックボーンネッ

トワークのコアの各WANインターフェイスでトラフィックを明示的に分類する必要がなくなる
ため、ネットワークパフォーマンスが向上します。
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コスト節約

組織は、特定のアクティビティに関連付けられている一括トラフィックを転送して、帯域幅が高

い高コストリンクの使用を短時間にし、さらにここに示すようにトポロジを定義することで帯域

幅が低い低コストリンク上の基本的な接続を継続することができます。

ロードシェアリング

ECMPロードバランシングによって提供されるダイナミックなロードシェアリング機能に加え、
ネットワーク管理者は、トラフィックの特性に基づいて複数のパス間にトラフィックを分散する

ためのポリシーを実装できます。

たとえば、同等アクセスおよび送信元依存ルーティングのシナリオに示すトポロジでは、管理者

は、ISP1を経由するHRnettoからのトラフィックと ISP2を経由するエンジニアリングネットワー
クからのトラフィックをロードシェアするようにポリシーベースルーティングを設定できます。

PBR の実装
ASAは、ACLを使用してトラフィックを照合してから、トラフィックのルーティングアクショ
ンを実行します。具体的には、照合のために ACLを指定するルートマップを設定し、次にその
トラフィックに対して 1つ以上のアクションを指定します。最後に、すべての着信トラフィック
に PBRを適用するインターフェイスにルートマップを関連付けます。
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ポリシーベースルーティングのガイドライン

ファイアウォールモード

ルーテッドファイアウォールモードでだけサポートされています。トランスペアレントファイ

アウォールモードはサポートされません。

クラスタ

•クラスタリングがサポートされています。

•クラスタのシナリオでは、スタティックルートまたはダイナミックルートがない場合、
ip-verify-reverseパスをイネーブルにした非対称トラフィックはドロップされる可能性があり
ます。そのため、ip-verify-reverseパスをディセーブルにすることを推奨します。

その他のガイドライン

既存のルートマップ関連設定の制約事項と制限事項のすべてが引き継がれます。

ポリシーベースルーティングの設定

ルートマップは、1つ以上のルートマップ文で構成されます。文ごとに、シーケンス番号とpermit
句または deny句が付加されます。各ルートマップ文には、matchコマンドと setコマンドが含ま
れています。matchコマンドは、パケットに適用される一致基準を示します。setコマンドは、パ
ケットに対して実行されるアクションを示します。

•複数のネクストホップまたはインターフェイスを setアクションとして設定すると、使用で
きる有効なオプションが見つかるまですべてのオプションが順に評価されます。設定された

複数のオプション間のロードバランシングは実行されません。

• verify-availabilityオプションは、マルチコンテキストモードではサポートされません。

手順

ステップ 1 ASDMで、ポリシーベースルーティングを実行するトラフィックを特定する 1つ以上の標準また
は拡張 ACLを設定します。[Configuration] > [Firewall] > [Advanced] > [ACL Manager]を表示しま
す。

ステップ 2 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [RouteMaps]の順に選択し、[Add]をクリックします。
[Add Route Map]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 ルートマップ名とシーケンス番号を入力します。オプションでルートマップ文を追加する場合

は、このルートマップ名と同じ名前を使用します。シーケンス番号は、ASAがルートマップを評
価する順序です。

ステップ 4 [Deny]または [Permit]をクリックします。
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ACLには、固有の permitおよび deny文も含まれます。ルートマップとACLが permit/permitで一
致する場合、ポリシーベースルーティング処理が続行されます。permit/denyで一致する場合、こ
のルートマップでの処理が終了し、別のルートマップがチェックされます。それでも結果が

permit/denyであれば、通常のルーティングテーブルが使用されます。deny/denyで一致する場合、
ポリシーベースルーティング処理が続行されます。

ステップ 5 [Match Clause]タブをクリックし、作成した ACLを確認します。
[IPv4]セクションで、ドロップダウンメニューから [AccessList]を選択し、ダイアログボックスで
1つ以上の標準または拡張 ACLを選択します。

IPv6 ACLはサポートされません。

ステップ 6 [Policy Based Routing]タブをクリックし、トラフィックフローのポリシーを定義します。
一致するトラフィックフローに対して実行する setアクションを、次のうちから 1つ以上選択し
ます。

• [Set PBR next hop address]：IPv4では、複数のネクストホップ IPアドレスを設定できます。
その場合、ルーティングできる有効なネクストホップ IPアドレスが見つかるまで、それら
のアドレスが指定された順で評価されます。設定済みのネクストホップは、直接接続する必

要があります。そうでなければ、setアクションが適用されません。

• [Set default next-hop IP address]：IPv4では、一致するトラフィックに対する通常のルートルッ
クアップが失敗した場合、ASAはここで指定されたネクストホップ IPアドレスを使用して
トラフィックを転送します。

• [Recursively find and set next-hop IP address]：ネクストホップアドレスとデフォルトのネクス
トホップアドレスのいずれでも、直接接続されたサブネット上でネクストホップが検出され

ることが要件となります。このオプションを指定した場合、ネクストホップアドレスが直接

接続されている必要はありません。代わりにネクストホップアドレスで再帰ルックアップが

実行され、一致するトラフィックは、ルータで使用されているルーティングパスに従って、

そのルートエントリで使用されているネクストホップに転送されます。

• [Configure Next Hop Verifiability]：ルートマップの次の IPv4ホップが使用できるかどうかを
確認します。ネクストホップの到達可能性を確認するには、SLAモニタ追跡オブジェクトを
設定できます。[Add]をクリックして、ネクストホップ IPアドレスエントリを追加し、次の
情報を指定します。

◦ [Sequence Number]：エントリはシーケンス番号を使用して順に評価されます。

◦ [IP Address]：ネクストホップ IPアドレスを入力します。

◦ [Tracking Object ID]：有効な IDを入力します。

• [Set interfaces]:このオプションを使用して、一致するトラフィックを転送するために使用する
インターフェイスを設定します。複数のインターフェイスを設定できます。その場合、有効

なインターフェイスが見つかるまで、それらのインターフェイスが指定された順で評価され

ます。null0を指定すると、ルートマップと一致するすべてのトラフィックがドロップされ
ます。
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• [Set null0 interface as the default interface]：通常のルートルックアップが失敗すると、ASAは
トラフィックを null0に転送し、トラフィックがドロップされます。

• [Set do-not-fragment bit to either 1or 0]：適切なオプションボタンを選択します。

• [Set differential service code point (DSCP) value in QoS bits]：[IPv4]ドロップダウンリストから
値を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックし、さらに [Apply]をクリックします。

ポリシーベースルーティングの履歴

表 28：ルートマップの履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

ポリシーベースルーティング（PBR）は、トラフィック
が ACLによる QoSが指定された特定のパス経由でルー
ティングされるメカニズムです。ACLでは、パケットの
レイヤ 3およびレイヤ4ヘッダーの内容に基づいてトラ
フィックを分類できます。このソリューションにより、

管理者は区別されたトラフィックに QoSを提供し、低
帯域幅、低コストの永続パス、高帯域幅、高コストのス

イッチドパスの間でインタラクティブトラフィックと

バッチトラフィックを分散でき、インターネットサー

ビスプロバイダーとその他の組織は明確に定義された

インターネット接続を介して一連のさまざまなユーザか

ら送信されるトラフィックをルーティングできます。

次の画面が更新されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [RouteMaps] > [Policy Based Routing]、
[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Interface
Settings] > [Interfaces]

9.4(1)ポリシーベースルーティング
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第 26 章

ルートマップ

この章では、Cisco ASAにルートマップを設定およびカスタマイズする方法について説明しま
す。

• ルートマップについて, 621 ページ

• ルートマップのガイドライン, 623 ページ

• Define a Route Map, 623 ページ

• ルートマップのカスタマイズ, 626 ページ

• ルートマップの例, 629 ページ

• ルートマップの履歴, 630 ページ

ルートマップについて

ルートマップは、ルートを OSPF、RIP、EIGRP、または BGPルーティングプロセスに再配布す
るときに使用します。また、デフォルトルートをOSPFルーティングプロセスに生成するときに
も使用します。ルートマップは、指定されたルーティングプロトコルのどのルートを対象ルー

ティングプロセスに再配布できるのかを定義します。

ルートマップは、広く知られた ACLと共通の機能を数多く持っています。両方に共通する主な
特性は次のとおりです。

•いずれも、それぞれが許可または拒否の結果を持つ個々の文を一定の順序で並べたもので
す。ACLまたはルートマップの評価は、事前に定義された順序でのリストのスキャンと、
一致する各文の基準の評価で構成されています。リストのスキャンは、文の一致が初めて見

つかり、その文に関連付けられたアクションが実行されると中断します。

•これらは一般的なメカニズムです。基準一致と一致解釈は、適用方法とこれらを使用する機
能によって決定します。異なる機能に適用される同じルートマップの解釈が異なることがあ

ります。

次のように、ルートマップと ACLには違いがいくつかあります。
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•ルートマップは ACLよりも柔軟性が高く、ACLが確認できない基準に基づいてルートを確
認できます。たとえば、ルートマップはルートのタイプが内部であるかどうかを確認できま

す。

•設計規則により、各ACLは暗黙の deny文で終了します。一致試行の間にルートマップの終
わりに達した場合は、そのルートマップの特定のアプリケーションによって結果が異なりま

す。再配布に適用されるルートマップの動作は ACLと同じです。ルートがルートマップの
どの句とも一致しない場合は、ルートマップの最後にdeny文が含まれている場合と同様に、
ルートの再配布が拒否されます。

permit 句と deny 句
ルートマップでは permit句と deny句を使用できます。deny句は、ルートの照合の再配布を拒否
します。ルートマップでは、一致基準として ACLを使用できます。ACLには permit句と deny句
もあるので、パケットが ACLと一致した場合に次のルールが適用されます。

• ACL permit + route map permit：ルートは再配布されます。

• ACL permit + route map deny：ルートは再配布されません。

• ACL deny + route map permit or deny：ルートマップの句は一致せず、次のルートマップ句が
評価されます。

match 句と set 句の値
各ルートマップ句には、次の 2種類の値があります。

• atch値は、この句が適用されるルートを選択します。

• set値は、ターゲットプロトコルに再配布される情報を変更します。

再配布される各ルートについて、ルータは最初にルートマップの句の一致基準を評価します。一

致基準が満たされると、そのルートは、permit句または deny句に従って再配布または拒否され、
そのルートの一部の属性が、setコマンドによって設定された値で変更されます。一致基準が満た
されないと、この句はルートに適用されず、ソフトウェアはルートマップの次の句でルートを評

価します。ルートマップのスキャンは、ルートと一致する句が見つかるまで、もしくはルートマッ

プの最後に到達するまで続行します。

次のいずれかの条件が満たされる場合は、各句のmatch値または set値を省略したり、何回か繰り
返したりできます。

•複数の matchエントリが句に含まれる場合に、特定のルートが句に一致するためには、その
ルートですべての照合に成功しなければなりません（つまり、複数の matchコマンドでは論
理 ANDアルゴリズムが適用される）。

• matchエントリが 1つのエントリの複数のオブジェクトを指している場合は、そのいずれか
が一致していなければなりません（論理 ORアルゴリズムが適用される）。

• matchエントリがない場合は、すべてのルートが句に一致します。
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•ルートマップの permit句に setエントリが存在しない場合、ルートは、その現在の属性を変
更されずに再配布されます。

ルートマップの deny句では setエントリを設定しないでください。deny句を指定するとルー
トの再配布が禁止され、情報が何も変更されないからです。

（注）

matchエントリまたは setエントリがないルートマップ句はアクションを実行します。空の permit
句を使用すると、変更を加えずに残りのルートの再配布が可能になります。空のdeny句では、他
のルートの再配布はできません。これは、ルートマップがすべてスキャンされたときに、明示的

な一致が見つからなかったときのデフォルトアクションです。

ルートマップのガイドライン

ファイアウォールモード

ルーテッドファイアウォールモードでだけサポートされています。トランスペアレントファイ

アウォールモードはサポートされません。

その他のガイドライン

ルートマップは、ユーザ、ユーザグループ、または完全修飾ドメイン名のオブジェクトを含む

ACLをサポートしていません。

Define a Route Map
ルートマップを定義する必要があるのは、指定したルーティングプロトコルからのどのルートを

対象ルーティングプロセスに再配布できるのかを指定するときです。ASDMでルートマップを定
義するには、ルートマップ名、シーケンス番号、または再配布を追加、編集、または削除しま

す。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Route Maps]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add Route Map]または [Edit Route Map]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 ルートマップ名とシーケンス番号を入力します。ルートマップ名とは、特定のルートに割り当て

る名前です。シーケンス番号とは、ルートマップエントリを ASAに追加または削除するときの
順序です。

既存のルートマップ名を編集する場合、ルートマップ名とシーケンス番号のフィール

ドにはすでに値が入力されています。

（注）
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ステップ 4 一致するルートの再配布を拒否するには、[Deny]をクリックします。ルートマップの Deny句で
ACLを使用すると、その ACLで許可されるルートは再配布されなくなります。一致するルート
の再配布を許可するには、[Permit]をクリックします。ルートマップの Permit句で ACLを使用す
ると、その ACLで許可されるルートが再配布されます。
さらに、ルートマップの Permitまたは Deny句で ACLを使用する場合に、その ACLでルートが
拒否されたときは、そのルートマップ句に一致するものは見つからなかったことになり、次の

ルートマップ句が評価されます。

ステップ 5 [Match Clause]タブをクリックして、この句を適用する必要のあるルートを選択し、次のパラメー
タを設定します。

• [Match first hop interface of route]チェックボックスをオンにして、ルートのファーストホップ
インターフェイスの照合をイネーブルにするか、オフにしてディセーブルにし、指定された

ネクストホップインターフェイスを任意のルートと照合します。2つ以上のインターフェイ
スを指定する場合、ルートはいずれかのインターフェイスと一致します。

◦ [Interface]フィールドにインターフェイス名を入力するか、または省略記号をクリック
して [Browse Interface]ダイアログボックスを表示します。

◦ 1つ以上のインターフェイスを選択し、[Interface]をクリックして [OK]をクリックしま
す。

• [IPv4]および [IPv6]セクションで、次の 1つ以上を行います。

◦ [Match Address]チェックボックスをオンにして、ルートの一致アドレスをイネーブルに
するか、オフにしてディセーブルにし、パケットを照合します。

◦ [Match Next Hop]チェックボックスをオンにするとルートのネクストホップアドレスの
照合がイネーブルになり、オフにするとディセーブルになります。

◦ [MatchRouteSource]チェックボックスをオンにするとルートのアドバタイジングソース
アドレスの照合がイネーブルになり、オフにするとディセーブルになります。

◦ドロップダウンリストで [Access List]から [Prefix List]を選択して、IPアドレスを照合
します。

◦以前の選択内容に従って、省略記号をクリックして [Browse Access List]または [Browse
Prefix List]ダイアログボックスを表示します。

◦必要な ACLまたはプレフィックスリストを選択します。

• [Matchmetric of route]チェックボックスをオンにするとルートのメトリックの照合がイネーブ
ルになり、オフにするとディセーブルになります。

◦ [MetricValue]フィールドに、メトリック値を入力します。複数の値をカンマで区切って
入力することもできます。設定したメトリックを持つ任意のルートを照合できます。メ

トリック値は、0～ 4294967295の範囲で指定します。

• [MatchRoute Type]チェックボックスをオンにするとルートタイプの照合がイネーブルにな
り、オフにするとディセーブルになります。有効なルートタイプは、External1、External2、
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Internal、Local、NSSA-External1、NSSA-External2です。イネーブルの場合、複数のルートタ
イプをリストから選択することができます。

ステップ 6 [Set Clause]タブをクリックして、ターゲットプロトコルに再配布される次の情報を変更します。

• [SetMetric Clause]チェックボックスを使用して、宛先ルーティングプロトコルに対するメト
リック値をイネーブルにするかディセーブルにするかを指定し、値を [Value]フィールドに
入力します。

• [SetMetricType]チェックボックスをオンにすると宛先ルーティングプロトコルのメトリック
タイプがイネーブルになり、オフにするとディセーブルになります。ドロップダウンリスト

からメトリックタイプを選択します。

ステップ 7 [BGPMatchClause]タブをクリックして、この句を適用する必要のあるルートを選択し、次のパラ
メータを設定します。

• [Match AS path access lists]チェックボックスをオンにすると、BGP自律システムパスアクセ
スリストと指定されたパスアクセスリストの照合がイネーブルになります。複数のパスア

クセスリストを指定した場合、ルートはいずれかのパスアクセスリストと一致します。

• [MatchCommunity]チェックボックスをオンにすると、BGPコミュニティと指定されたコミュ
ニティの照合がイネーブルになります。複数のコミュニティを指定した場合、ルートはいず

れかのコミュニティと一致します。少なくとも 1つのMatchコミュニティと一致しないルー
トは、アウトバウンドルートマップにアドバタイズされません。

◦ [Match the specified community exactly]チェックボックスをオンにすると、BGPコミュニ
ティと指定されたコミュニティの厳密な照合がイネーブルになります。

• BGPポリシーを評価および処理するためのルートマップを設定するには、[Match Policy list]
チェックボックスをオンにします。複数のポリシーリストを指定した場合、ルートはいずれ

かのポリシーリストを処理できます。

ステップ 8 [BGP Set Clause]タブをクリックして、BGPプロトコルに再配布される次の情報を変更します。

• BGPルートの自律システムパスを変更するには、[Set AS Path]チェックボックスをオンにし
ます。

◦ BGPルートの前に任意の自律システムパス文字列を付加するには、[Prepend AS path]
チェックボックスをオンにします。通常、ローカルな AS番号が複数回追加され、自律
システムパス長が増します。複数のASパス番号を指定した場合、ルートはいずれかの
AS番号を付加できます。

◦最後のAS番号のASパスを先頭に追加するには、[Prepend Last AS to the AS Path]チェッ
クボックスをオンにします。AS番号の値を 1～ 10の範囲で入力します。

◦ルートのタグを自律システムパスに変換するには、[Convert route tag intoASPath]チェッ
クボックスをオンにします。

• BGPコミュニティ属性を設定するには、[Set Community]チェックボックスをオンにします。
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◦コミュニティ番号を入力するには、[Specify Community]をクリックします（必要な場
合）。有効な値は、1～ 4294967200、internet、no-advertise、no-exportです。

◦既存のコミュニティにコミュニティを追加するには、[Add to the existing communities]
チェックボックスをオンにします。

◦ルートマップをパスするプレフィックスからコミュニティ属性を除去するには、[None]
をクリックします。

•自律システムパスのプリファレンス値を指定するには、[Set local preference]チェックボック
スをオンにします。

•ルーティングテーブルに対して BGPウェイトを指定するには、[Set weight]チェックボック
スをオンにします。0～ 65535の範囲で値を入力します。

• BGP送信元コードを指定するには、[Set origin]チェックボックスをオンにします。有効な値
は [Local IGP]および [Incomplete]です。

•ルートマップの match句を満たすパケットの出力アドレスを指定するには、[Set next hop]
チェックボックスをオンにします。

◦パケットが出力されるネクストホップの IPアドレスを入力するには、[Specify IP address]
をクリックします。隣接ルータである必要はありません。複数の IPアドレスを指定し
た場合、いずれかの IPアドレスでパケットを出力できます。

◦ BGPピアアドレスにするネクストホップを設定するには、[Use peer address]をクリッ
クします。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ルートマップのカスタマイズ

ここでは、ルートマップをカスタマイズする方法について説明します。

特定の宛先アドレスに一致するルートの定義

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Route Maps]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[AddRouteMap]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、ルートマッ
プ名、シーケンス番号、その再配布アクセス（許可または拒否）の割り当てまたは選択を行うこ

とができます。ルートマップのエントリは順番に読み取られます。この順序は、シーケンス番号
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で指定できます。シーケンス番号が指定されていない場合は、ASAにエントリを追加した順序が
使用されます。

ステップ 3 [Match Clause]タブをクリックして、この句を適用する必要のあるルートを選択し、次のパラメー
タを設定します。

• [Match first hop interface of route]チェックボックスをオンにして、ルートのファーストホップ
インターフェイスの照合をイネーブルにするか、オフにしてディセーブルにし、指定された

ネクストホップインターフェイスを任意のルートと照合します。2つ以上のインターフェイ
スを指定する場合、ルートはいずれかのインターフェイスと一致します。

◦ [Interface]フィールドにインターフェイス名を入力するか、または省略記号をクリック
して [Browse Interface]ダイアログボックスを表示します。

◦インターフェイスタイプ（[inside]または [outside]）を選択し、[Selected Interface]をク
リックして、[OK]をクリックします。

◦ [Match IP Address]チェックボックスをオンにして、ルートの一致アドレスをイネーブル
にするか、オフにしてディセーブルにし、パケットを照合します。

◦ [Match Next Hop]チェックボックスをオンにするとルートのネクストホップアドレスの
照合がイネーブルになり、オフにするとディセーブルになります。

◦ [MatchRouteSource]チェックボックスをオンにするとルートのアドバタイジングソース
アドレスの照合がイネーブルになり、オフにするとディセーブルになります。

◦ドロップダウンリストで [Access List]から [Prefix List]を選択して、IPアドレスを照合
します。

◦以前の選択内容に従って、省略記号をクリックして [Browse Access List]または [Browse
Prefix List]ダイアログボックスを表示します。

◦必要な ACLまたはプレフィックスリストを選択します。

• [Matchmetric of route]チェックボックスをオンにするとルートのメトリックの照合がイネーブ
ルになり、オフにするとディセーブルになります。

◦ [MetricValue]フィールドに、メトリック値を入力します。複数の値をカンマで区切って
入力することもできます。設定したメトリックを持つ任意のルートを照合できます。メ

トリック値は、0～ 4294967295の範囲で指定します。

• [MatchRoute Type]チェックボックスをオンにするとルートタイプの照合がイネーブルにな
り、オフにするとディセーブルになります。有効なルートタイプは、External1、External2、
Internal、Local、NSSA-External1、NSSA-External2です。イネーブルの場合、複数のルートタ
イプをリストから選択することができます。
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プレフィックスルールの設定

プレフィックスルールを設定する前に、プレフィックスリストを設定する必要があります。（注）

プレフィックスルールを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Prefix Rules]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックし、[Add Prefix Rule]を選択します。
[Add Prefix Rule]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、シーケン
ス番号を追加し、IPのバージョンを選択し（IPv4または IPv6）、ネットワークのプレフィック
ス、再配布アドレス（許可または禁止）、プレフィックスの最小長と最大長を指定できます。

ステップ 3 シーケンス番号のデフォルト値を確認し、必要に応じて入力します。

ステップ 4 プレフィックス番号を IPアドレス/マスク長の形式で指定します。

ステップ 5 [Permit]または [Deny]オプションボタンをクリックして再配布アクセスを指定します。

ステップ 6 必要に応じて、最小/最大プレフィックス長を入力します。

ステップ 7 完了したら、[OK]をクリックします。
新規追加または修正したプレフィックスルールがリストに表示されます。

ステップ 8 自動生成したシーケンス番号を使用する場合は、[Enable Prefix list sequence numbering]チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 9 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

プレフィックスリストの設定

ABRのタイプ 3 LSAフィルタリングは、OSPFを実行している ABRの機能を拡張して、異なる
OSPFエリア間のタイプ 3 LSAをフィルタリングします。プレフィックスリストが設定されてい
るときは、指定されたプレフィックスのみが OSPFエリア間で送信されます。その他のすべての
プレフィックスは、それぞれの OSPFエリアに制限されます。このタイプのエリアフィルタリン
グは、OSPFエリアを出入りするトラフィックに対して、またはそのエリアの着信と発信の両方の
トラフィックに対して適用できます。

プレフィックスリストの複数のエントリが指定されたプレフィックスと一致する場合、シーケン

ス番号が最も小さいエントリが使用されます。効率性を高めるため、頻繁に一致するエントリま

たは一致しないエントリに、小さいシーケンス番号を手動で割り当てることで、それらをリスト

の上部に配置することもできます。デフォルトでは、シーケンス番号は自動的に生成され、開始

値は 5で 5ずつ増えていきます。

プレフィックスリストを追加するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Prefix Rules]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックし、[Add Prefix List]を選択します。
[Add Prefix List]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 プレフィックス名と説明を入力して [OK]をクリックします。

ルートアクションのメトリック値の設定

ルートアクションのメトリック値を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Route Maps]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[AddRouteMap]または [EditRouteMap]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボッ
クスでは、ルートマップ名、シーケンス番号、およびその再配布アクセス（許可または拒否）の

割り当てまたは選択を行うことができます。ルートマップのエントリは順番に読み取られます。

この順序は、シーケンス番号で指定できます。シーケンス番号が指定されていない場合は、ASA
にルートマップエントリを追加した順序が使用されます。

ステップ 3 [Set Clause]タブをクリックして、ターゲットプロトコルに再配布される次の情報を変更します。

• [SetMetric Clause]チェックボックスを使用して、宛先ルーティングプロトコルに対するメト
リック値をイネーブルにするかディセーブルにするかを指定し、値を [Value]フィールドに
入力します。

• [SetMetricType]チェックボックスをオンにすると宛先ルーティングプロトコルのメトリック
タイプがイネーブルになり、オフにするとディセーブルになります。ドロップダウンリスト

からメトリックタイプを選択します。

ルートマップの例

次の例は、ホップカウント 1でルートを OSPFに再配布する方法を示しています。

1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Route Maps]の順に選択します。

2 [Add]をクリックします。

3 [Route Map Name]フィールドに 1-to-2と入力します。
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4 ルーティングシーケンス番号を [Sequence Number]フィールドに入力します。

5 [Permit]オプションボタンをクリックします。

デフォルトでは、このタブは一番上にあります。

6 [Match Clause]タブをクリックします。

7 [Match Metric of Route]チェックボックスをオンにして、メトリック値 1を入力します。

8 [Set Clause]タブをクリックします。

9 [Set Metric Value]チェックボックスをオンにして、メトリック値 5を入力します。

10 [Set Metric-Type]チェックボックスをオンにして、[Type-1]を選択します。

ルートマップの履歴

表 29：ルートマップの機能履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

この機能が導入されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [Route Maps]。

7.0(1)ルートマップ

ダイナミックおよびスタティックルートマップのサポー

トが強化されました。

8.0(2)スタティックおよびダイナミックルートマッ

プのサポートの強化

ルートマップは、マルチコンテキストモードでサポー

トされます。

9.0(1)マルチコンテキストモードのダイナミック

ルーティング

この機能が導入されました。

[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Route Maps]
画面が更新され、2つのタブ [BGP match clause]および
[BGP set clause]が追加されました。

9.2(1)BGPのサポート

この機能が導入されました。

次の画面が更新されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing]> [Prefix Rules] > [Add prefix Rule]

9.3.2プレフィックスルールの IPv6サポート
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第 27 章

BGP

この章では、Border Gateway Protocol（BGP）を使用してデータのルーティング、認証の実行、
ルーティング情報の再配布を行うように Cisco ASAを設定する方法について説明します。

• About BGP, 631 ページ

• BGPのガイドライン, 634 ページ

• BGPの設定, 634 ページ

• BGPのモニタリング, 656 ページ

• BGPの履歴, 656 ページ

About BGP
BGPは相互および内部の自律システムのルーティングプロトコルです。自律システムとは、共通
の管理下にあり、共通のルーティングポリシーを使用するネットワークまたはネットワークのグ

ループです。BGPは、インターネットのルーティング情報を交換するために、インターネット
サービスプロバイダー（ISP）間で使用されるプロトコルです。

BGP を使用する状況
通常、大学や企業などの顧客ネットワークではネットワーク内でルーティング情報を交換するた

めにOSPFなどの InteriorGatewayProtocol（IGP）を採用しています。カスタマーは ISPに接続し、
ISPはBGPを使用してカスタマーおよび ISPルートを交換します。自律システム（AS）間でBGP
を使用する場合、このプロトコルは外部 BGP（EBGP）と呼ばれます。サービスプロバイダーが
BGPを使用してAS内のルートを交換する場合、このプロトコルは内部BGP（IBGP）と呼ばれま
す。

BGPは、IPv6ネットワーク上で IPv6プレフィックスのルーティング情報を伝送するために使用
することができます。
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BGPv6デバイスがクラスタに参加すると、ロギングレベル 7が有効の場合、ソフトトレース
バックを生成します。

（注）

Routing Table Changes
BGPネイバーは、ネイバー間で最初にTCP接続を確立する際に、完全なルーティング情報を交換
します。ルーティングテーブルで変更が検出された場合、BGPルータはネイバーに対し、変更さ
れたルートのみを送信します。BGPルータは、定期的にルーティングアップデートを送信しませ
ん。またBGPルーティングアップデートは、宛先ネットワークに対する最適パスのアドバタイズ
のみを行います。

BGPにより学習されたルートには、特定の宛先に対して複数のパスが存在する場合、宛先に対す
る最適なルートを決定するために使用されるプロパティが設定されています。これらのプロパティ

は BGP属性と呼ばれ、ルート選択プロセスで使用されます。

• Weight：これは、シスコ定義の属性で、ルータに対してローカルです。Weight属性は、隣接
ルータにアドバタイズされません。ルータが同じ宛先への複数のルートがあることを学習す

ると、Weightが最も大きいルートが優先されます。

• Local preference：Local preference属性は、ローカル ASからの出力点を選択するために使用
されます。Weight属性とは異なり、Local preference属性は、ローカル AS全体に伝搬されま
す。ASからの出力点が複数ある場合は、Local preference属性が最も高い出力点が特定のルー
トの出力点として使用されます。

• Multi-exit discriminator：メトリック属性であるMulti-exit discriminator（MED）は、メトリッ
クをアドバタイズしている ASへの優先ルートに関して、外部 ASへの提案として使用され
ます。これが提案と呼ばれるのは、MEDを受信している外部 ASがルート選択の際に他の
BGP属性も使用している可能性があるためです。MEDメトリックが小さい方のルートが優
先されます。

• Origin：Origin属性は、BGPが特定のルートについてどのように学習したかを示します。Origin
属性は、次の 3つの値のいずれかに設定することができ、ルート選択に使用されます。

◦ IGP：ルートは発信側 ASの内部にあります。この値は、ネットワークルータコンフィ
ギュレーションコマンドを使用して BGPにルートを挿入する場合に設定されます。

◦ EGP：ルートは Exterior Border Gateway Protocol（EBGP）を使用して学習されます。

◦ Incomplete：ルートの送信元が不明であるか、他の方法で学習されています。Incomplete
の Originは、ルートが BGPに再配布されるときに発生します。

• AS_path：ルートアドバタイズメントが自律システムを通過すると、ルートアドバタイズメ
ントが通過したAS番号がAS番号の順序付きリストに追加されます。AS_pathリストが最も
短いルートのみ、IPルーティングテーブルにインストールされます。

• Next hop：EBGPの Next-hop属性は、アドバタイズしているルータに到達するために使用さ
れる IPアドレスです。EBGPピアの場合、ネクストホップアドレスは、ピア間の接続の IP
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アドレスです。IBGPの場合、EBGPのネクストホップアドレスがローカル ASに伝送され
ます。

• Community：Community属性は、ルーティングの決定（承認、優先度、再配布など）を適用
できる宛先をグループ化する方法、つまりコミュニティを提供します。ルートマップは、

Community属性を設定するために使用されます。事前定義済みのCommunity属性は次のとお
りです。

◦ no-export：EBGPピアにこのルートをアドバタイズしません。

◦ no-advertise：このルートをどのピアにもアドバタイズしない。

◦ internet：インターネットコミュニティにこのルートをアドバタイズします。ネットワー
ク内のすべてのルートがこのコミュニティに属します。

BGP パスの選択
BGPは、異なる送信元から同じルートの複数のアドバタイズメントを受信する場合があります。
BGPは最適なパスとして 1つのパスだけを選択します。このパスを選択すると、BGPは IPルー
ティングテーブルに選択したパスを格納し、そのネイバーにパスを伝搬します。BGPは次の基準
を使用して（示されている順序で）、宛先へのパスを選択します。

•パスで指定されているネクストホップが到達不能な場合、このアップデートは削除されま
す。

• Weightが最大のパスが優先されます。

• Weightが同じである場合、Local preferenceが最大のパスが優先されます。

• Local preferenceが同じである場合、このルータで動作しているBGPにより発信されたパスが
優先されます。

•ルートが発信されていない場合、AS_pathが最短のルートが優先されます。

•すべてのパスのAS_pathの長さが同じである場合、Originタイプが最下位のパス（IGPはEGP
よりも低く、EGPは Incompleteよりも低い）が優先されます。

• Originコードが同じである場合、最も小さいMED属性を持つパスが優先されます。

•パスのMEDが同じである場合、内部パスより外部パスが優先されます。

•それでもパスが同じである場合、最も近い IGPネイバーを経由するパスが優先されます。

•両方のパスが外部の場合、最初に受信したパス（最も古いパス）が優先されます。

• BGPルータ IDで指定された、IPアドレスが最も小さいパスが優先されます。

•送信元またはルータ IDが複数のパスで同じである場合、クラスタリストの長さが最小のパ
スが優先されます。

•最も小さいネイバーアドレスから発信されたパスが優先されます。
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BGP のガイドライン

コンテキストモードのガイドライン

シングルコンテキストモードとマルチコンテキストモードでサポートされています。

ファイアウォールモードのガイドライン

トランスペアレントファイアウォールモードはサポートされません。BGPは、ルータモードで
のみサポートされています。

IPv6 のガイドライン

IPv6をサポートします。グレースフルリスタートは、IPv6アドレスファミリではサポートされ
ません。

BGP の設定
ここでは、システムで BGPプロセスをイネーブルにして設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 BGPの有効化, （634ページ）。

ステップ 2 BGPルーティングプロセスの最適なパスの定義, （636ページ）。

ステップ 3 ポリシーリストの設定, （637ページ）。

ステップ 4 ASパスフィルタの設定, （638ページ）。

ステップ 5 コミュニティルールの設定, （639ページ）。

ステップ 6 IPv4アドレスファミリの設定, （640ページ）。

ステップ 7 IPv6アドレスファミリの設定, （648ページ）。

BGP の有効化
ここでは、BGPの有効化、BGPルーティングプロセスの確立、一般的な BGPパラメータの設定
に必要な手順について説明します。

手順

ステップ 1 シングルモードの場合、ASDMで [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [General]
の順に選択します。
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マルチモードの場合、ASDMで [Configuration] > [Context Management] > [BGP]の順に選
択します。BGPをイネーブルにした後に、セキュリティコンテキストに切り替え、
[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [General]の順に選択して BGPをイ
ネーブルにします。

（注）

ステップ 2 [Enable BGP Routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [AS Number]フィールドに、BGPプロセスの自律システム（AS）番号を入力します。AS番号内
部には、複数の自律番号が含まれます。AS番号には、1～ 4294967295または 1.0～ XX.YYを指
定できます。

ステップ 4 （オプション）[Limit the number of AS numbers in the AS_PATH attribute of received routes]チェック
ボックスをオンにして、AS_path属性のAS番号の数を特定数に制限します。有効値は 1～ 254で
す。

ステップ 5 （オプション）[Logneighbor changes]チェックボックスをオンにして、BGPネイバーの変更（アッ
プ状態またはダウン状態）およびリセットのロギングをイネーブルにします。これは、ネットワー

ク接続の問題をトラブルシューティングしたり、ネットワークの安定性を評価する際に役に立ち

ます。

ステップ 6 （オプション）[Use TCP path MTU discovery]チェックボックスをオンにし、パスMTUディスカ
バリ手法を使用して 2つの IPホスト間のネットワークパスにおける最大伝送単位（MTU）のサ
イズを決定します。これにより、IPフラグメンテーションが回避されます。

ステップ 7 （オプション）[Enable fast external failover]チェックボックスをオンにして、リンク障害の発生時
に外部 BGPセッションをただちにリセットします。

ステップ 8 （オプション）[Enforce that first AS is peer’s AS for EBGP routes]チェックボックスをオンにする
と、AS_PATH属性の最初のセグメントとしてその AS番号をリストしていない外部 BGPピアか
ら受信される着信アップデートを破棄します。これにより、誤って設定されたピアや許可されて

いないピアが、別の自律システムから送信されたかのようにルートをアドバイタイズしてトラ

フィックを誤った宛先に送信することがなくなります。

ステップ 9 （オプション）[Use dot notation for AS numbers]チェックボックスをオンにして、完全なバイナリ
4バイトの AS番号を、ドットで区切られた 16ビットの 2文字ずつに分割します。0～ 65553の
AS番号は 10進数で表され、65535を超える AS番号はドット付き表記を使用して表されます。

ステップ 10 [Neighbor timers]領域でタイマー情報を指定します。
a) [Keepalive interval]フィールドに、BGPネイバーがキープアライブメッセージを送信しなくなっ
た後アクティブな状態を継続する時間を入力します。このキープアライブインターバルが終わ

ると、メッセージが送信されない場合、BGPピアはデッドとして宣言されます。デフォルト値
は 60秒です。

b) [Hold Time]フィールドに、BGP接続が開始されて設定されている間 BGPネイバーがアクティ
ブな状態を維持する時間を入力します。デフォルト値は 180秒です。

c) （オプション）[Min. Hold Time]フィールドに、BGP接続の開始中/設定中に BGPネイバーが
アクティブな状態を維持する最小時間を入力します。0～ 65535の値を指定します。

ステップ 11 （オプション）[Non Stop Forwarding]セクションで、次の手順を実行します。
a) [EnableGracefulRestart]チェックボックスをオンにして、ASAピアがスイッチオーバー後のルー
トフラップを回避できるようにします。
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b) [Restart Time]フィールドに、BGPオープンメッセージを受信するまでASAが古いルートを削
除するのを待機する時間を入力します。デフォルト値は 120秒です。有効な値は 1～ 3600秒
です。

c) [Stale Path Time]フィールドに、リスタートするASAから End Of Record（EOR）メッセージを
受信した後、古いルートを削除するまで ASAが待機する時間を入力します。デフォルト値は
360秒です。有効な値は 1～ 3600秒です。

ステップ 12 [OK]をクリックします。

ステップ 13 [Apply]をクリックします。

BGP ルーティングプロセスの最適なパスの定義
ここでは、BGPの最適なパスを設定するために必要な手順について説明します。最適なパスの詳
細については、BGPパスの選択, （633ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [Best Path]の順に選択します。
[Best Path configuration]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Default Local Preference]フィールドに、0～ 4294967295の値を指定します。デフォルト値は 100
です。値が大きいほど、優先度が高いことを示します。この優先度は、ローカル自律システム内

のすべてのルータおよびアクセスサーバに送信されます。

ステップ 3 [Allow comparingMED from different neighbors]チェックボックスをオンにして、さまざまな自律シ
ステムのネイバーからのパスにおいてMulti-exit discriminator（MED）の比較ができるようにしま
す。

ステップ 4 [Compare router-id for identical EBGP paths]チェックボックスをオンにして、最適なパスの選択プロ
セス中に、外部 BGPピアから受信した類似のパスを比較し、最適なパスをルータ IDが最も小さ
いルートに切り替えます。

ステップ 5 [Pick the best MED path among paths advertised from the neighboring AS]チェックボックスをオンにし
て、連合ピアから学習したパス間におけるMED比較をイネーブルにし、新しいネットワークエ
ントリを追加します。MED間の比較は、外部の自律システムがパスに存在しない場合にのみ行わ
れます。

ステップ 6 [Treat missing MED as the least preferred one]チェックボックスをオンにして、欠落しているMED
属性は無限大の値を持つものとみなし、このパスを最も推奨度の低いパスにします。したがって、

MEDが欠落しているパスが最も優先度が低くなります。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。
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ポリシーリストの設定

ルートマップ内でポリシーリストが参照されると、ポリシーリスト内のmatch文すべてが評価さ
れ、処理されます。1つのルートマップに 2つ以上のポリシーリストを設定できる。ポリシーリ
ストは、同じルートマップ内にあるがポリシーリストの外で設定されている他の既存のmatchお
よび set文とも共存できます。ここでは、ポリシーリストを設定するために必要な手順について
説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [Policy Lists]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add Policy List]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、ポリシーリ
スト名、その再配布アクセス（許可または拒否）、一致インターフェイス、一致 IPアドレス、一
致 ASパス、一致コミュニティ名リスト、一致メトリック、一致タグ番号を追加することができ
ます。

ステップ 3 [Policy List Name]フィールドに、ポリシーリストの名前を入力します。

ステップ 4 [Permit]または [Deny]オプションボタンをクリックして再配布アクセスを指定します。

ステップ 5 [Match Interfaces]チェックボックスをオンにして、指定のインターフェイスの1つのネクストホッ
プを持つルートを配布し、次のいずれかを実行します。

• [Interface]フィールドに、インターフェイス名を入力します。

• [Interface]フィールドで、省略記号をクリックすると、手動でインターフェイスを参照し、指
定できます。1つ以上のインターフェイスを選択し、[Interface]をクリックして [OK]をクリッ
クします。

ステップ 6 [Specify IP]領域で、次のように設定します。
a) [Match Address]チェックボックスをオンにして、標準アクセスリストまたはプレフィックス
リストで許可された宛先ネットワーク番号アドレスを持つルートを再配布し、パケットにポリ

シールーティングを実行します。

アクセスリストまたはプレフィックスリストを指定するか、省略記号をクリックして手動で

アクセスリストを参照し、指定します。1つ以上のアクセスリストを選択し、[Access List]を
クリックして [OK]をクリックします。

b) [Match Next Hop]チェックボックスをオンにして、指定したアクセスリストまたはプレフィッ
クスリストの 1つから渡されたネクストホップルータアドレスを持つルートを再配布しま
す。

アクセスリストまたはプレフィックスリストを指定するか、省略記号をクリックして手動で

アクセスリストを参照し、指定します。1つ以上のアクセスリストを選択し、[Access List]を
クリックして [OK]をクリックします。
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c) [Match Route Source]チェックボックスをオンにして、アクセスリストまたはプレフィックス
リストで指定されたアドレスのルータおよびアクセスサーバによってアドバタイズされたルー

トを再配布します。

アクセスリストまたはプレフィックスリストを指定するか、省略記号をクリックして手動で

アクセスリストを参照し、指定します。1つ以上のアクセスリストを選択し、[Access List]を
クリックして [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Match AS Path]チェックボックスをオンにして、BGP自律システムパスを一致させます。
ASパスフィルタを指定するか、省略記号をクリックして手動で ASパスフィルタを参照し、指
定します。1つ以上の ASパスフィルタを選択し、[AS Path Filter]をクリックして [OK]をクリッ
クします。

ステップ 8 [Match Community Names List]チェックボックスをオンにして、BGPコミュニティを一致させま
す。

a) コミュニティルールを指定するか、省略記号をクリックしてコミュニティルールを手動で参
照し、指定します。1つ以上のコミュニティルールを選択し、[CommunityRules]をクリックし
て [OK]をクリックします。

b) [Match the specified community exactly]チェックボックスをオンにして、特定の BGPコミュニ
ティを一致させます。

ステップ 9 [Match Metrices]チェックボックスをオンにして、指定したメトリックを持つルートを再配布しま
す。複数のメトリックを指定する場合、ルートはいずれかのメトリックと一致します。

ステップ 10 [Match Tag Numbers]チェックボックスをオンにして、指定したタグと一致するルーティングテー
ブル内のルートを再配布します。複数のタグ番号を指定した場合、ルートはいずれかのメトリッ

クと一致します。

ステップ 11 [OK]をクリックします。

ステップ 12 [Apply]をクリックします。

AS パスフィルタの設定
ASパスフィルタで、アクセスリストを使用してルーティングアップデートメッセージをフィル
タリングし、アップデートメッセージ内の個々のプレフィックスを確認できます。アップデート

メッセージ内のプレフィックスがフィルタ基準に一致すると、フィルタエントリで実行するよう

に設定されているアクションに応じて、個々のプレフィックスは除外されるか受け入れられます。

ここでは、ASパスフィルタを設定するために必要な手順について説明します。

ASパスアクセスリストは、通常のファイアウォール ACLとは異なります。（注）
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手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [AS Path Filters]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add Filter]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで、フィルタの名前、
その再配布アクセス（許可または拒否）、および正規表現を追加できます。

ステップ 3 [Name]フィールドに、ASパスフィルタの名前を入力します。

ステップ 4 [Permit]または [Deny]オプションボタンをクリックして再配布アクセスを指定します。

ステップ 5 正規表現を指定します。正規表現を作成するには、[Build]をクリックします。

ステップ 6 [Test]をクリックして、正規表現が選択した文字列と一致するかどうかテストします。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

コミュニティルールの設定

コミュニティは、共通するいくつかの属性を共有する宛先のグループです。コミュニティリスト

を使用すると、ルートマップのmatch句で使用されるコミュニティグループを作成できます。ア
クセスリストと同様に、一連のコミュニティリストを作成できます。ステートメントは一致が見

つかるまでチェックされ、1つのステートメントが満たされると、テストは終了します。ここで
は、コミュニティルールを設定するために必要な手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [Community Rules] > の順に選択
します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add Community Rule]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで、ルール
名、ルールタイプ、その再配布アクセス（許可または拒否）、および特定のコミュニティを追加

できます。

ステップ 3 [Rule Name]フィールドに、コミュニティルールの名前を入力します。

ステップ 4 [Standard]または [Expanded]オプションボタンをクリックして、コミュニティルールタイプを指
定します。

ステップ 5 [Permit]または [Deny]オプションボタンをクリックして再配布アクセスを指定します。

ステップ 6 標準コミュニティルールを追加するには、次の手順を実行します。

a) [Communities]フィールドで、コミュニティ番号を指定します。有効値は 1～ 4294967200で
す。
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b) （オプション）[Internet]（既知のコミュニティ）チェックボックスをオンにして、インターネッ
トコミュニティを指定します。このコミュニティのルートは、すべてのピア（内部および外

部）にアドバタイズされます。

c) （オプション）[Do not advertise to any peers]（既知のコミュニティ）チェックボックスをオン
にして、no-advertiseコミュニティを指定します。このコミュニティのあるルートはピア（内部
または外部）にはアドバタイズされません。

d) （オプション）[Do not export to next AS]（既知のコミュニティ）チェックボックスをオンにし
て、no-exportコミュニティを指定します。このコミュニティのあるルートは、同じ自律システ
ム内のピアへのみ、または連合内の他のサブ自律システムへのみアドバタイズされます。これ

らのルートは外部ピアにはアドバタイズされません。

ステップ 7 拡張コミュニティルールを追加するには、次の手順を実行します。

a) [Regular Expression]フィールドに、正規表現を入力します。または、[Build]をクリックして正
規表現を作成します。

b) [Test]をクリックして、作成した正規表現が選択した文字列と一致するかどうか調べます。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 [Apply]をクリックします。

IPv4 アドレスファミリの設定
BGPの IPv4設定は、BGP設定セットアップ内の IPv4ファミリオプションから指定できます。
IPv4ファミリセクションには、一般設定、集約アドレスの設定、フィルタリング設定、ネイバー
設定のサブセクションが含まれます。これらの各サブセクションを使用して、IPv4ファミリに固
有のパラメータをカスタマイズすることができます。

IPv4 ファミリの一般設定

ここでは、一般的な IPv4の設定に必要な手順を説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [General]をクリックします。
[General IPv4 family BGP parameters]設定ペインが表示されます。
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ステップ 3 [Administrative Distances]領域で、[External]、[Internal]および [Local]のディスタンスを指定しま
す。

ステップ 4 [LearnedRoutesMap]ドロップダウンリストからルートマップ名を選択します。[Manage]をクリッ
クして、ルートマップを追加および設定します。

ステップ 5 （オプション）[Generate Default Route]チェックボックスをオンにして、デフォルトルート（ネッ
トワーク 0.0.0.0）を配布するように BGPルーティングプロセスを設定します。

ステップ 6 （オプション）[Summarize subnet routes into network-level routes]チェックボックスをオンにして、
ネットワークレベルのルートへのサブネットルートの自動集約を設定します。

ステップ 7 （オプション）[Advertise inactive routes]チェックボックスをオンにして、ルーティング情報ベース
（RIB）にインストールされていないルートをアドバタイズします。

ステップ 8 （オプション）[Redistribute iBGP into an IGP]チェックボックスをオンにして、IS-ISや OSPFなど
の Interior Gateway Protocol（IGP）への iBGPの再配布を設定します。

ステップ 9 （オプション）[Scanning Interval]フィールドに、ネクストホップの検証用にBGPルータのスキャ
ン間隔（秒）を入力します。有効な値は 5～ 60秒です。

ステップ 10 （オプション）[Enable address tracking]チェックボックスをオンにして、BGPネクストホップア
ドレストラッキングを有効化します。[Delay Interval]フィールドで、ルーティングテーブルにイ
ンストールされている更新済みのネクストホップルートのチェック間の遅延間隔を指定します。

ステップ 11 （オプション）ルーティングテーブルにインストールできる並列の内部ボーダーゲートウェイ

プロトコル（iBGP）ルートの最大数を [Number of paths]フィールドで指定し、[iBGP multipaths]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 12 [Apply]をクリックします。

IPv4 ファミリ集約アドレスの設定

ここでは、特定のルートの 1つのルートへの集約を定義するために必要な手順について説明しま
す。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Aggregate Address]をクリックします。
[Aggregate Address parameters]設定ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Aggregate Address]ペインが表示されます。
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ステップ 4 [Network]フィールドでネットワークオブジェクトを指定します。

ステップ 5 [Generate autonomous system set path information]チェックボックスをオンにして、自律システムの
設定パス情報を生成します。

ステップ 6 [Filters all more- specific routes from the updates]チェックボックスをオンにして、アップデートから
固有性の強いルートをすべてフィルタリングします。

ステップ 7 [AttributeMap]ドロップダウンリストからルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、
ルートマップを追加または設定します。

ステップ 8 [Advertise Map]ドロップダウンリストからルートマップを選択します。[Manage]をクリックし
て、ルートを追加または設定します。

ステップ 9 [SuppressMap]ドロップダウンリストからルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、
ルートを追加または設定します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

ステップ 11 [Aggregate Timer]フィールドで、集約タイマーの値（秒）を指定します。有効な値は、0または 6
～ 60の値です。

ステップ 12 [Apply]をクリックします。

IPv4 ファミリのフィルタリング設定

ここでは、着信BGPアップデートで受信したルートまたはネットワークをフィルタリングするた
めに必要な手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Filtering]をクリックします。
[Define filters for BGP updates]ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Filter]ペインが表示されます。

ステップ 4 [Direction]ドロップダウンリストから方向を選択します。方向は、フィルタを着信アップデート
に適用するか、または発信アップデートに適用するかを指定します。

ステップ 5 [AccessList]ドロップダウンリストからアクセスリストを選択します。[Manage]をクリックして、
新しい ACLを追加します。

ステップ 6 [Protocol]ドロップダウンリストからプロトコルを選択します。これは、発信方向を選択した場合
にのみ適用できます。

ステップ 7 [Process ID]ドロップダウンリストから、指定したプロトコルのプロセス IDを選択します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 [Apply]をクリックします。
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IPv4 ファミリの BGP ネイバーの設定

ここでは、BGPネイバーおよびネイバー設定を定義するために必要な手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] [BGP] > [IPv4 Family].の順に選択します。

ステップ 2 [Neighbor]クリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。

ステップ 4 左側のペインで、[General]をクリックします。

ステップ 5 [IP Address]フィールドに BGPネイバーの IPアドレスを入力します。この IPアドレスは、BGPネ
イバーテーブルに追加されます。

ステップ 6 [Remote AS]フィールドに、BGPネイバーが属する自律システムを入力します。

ステップ 7 （オプション）[Description]フィールドに BGPネイバーの説明を入力します。

ステップ 8 （オプション）[Shutdown neighbor administratively]チェックボックスをオンにして、ネイバーまた
はピアグループを無効にします。

ステップ 9 （オプション）[Enable address family]チェックボックスをオンにして、BGPネイバーとの通信を
有効にします。

ステップ 10 （オプション）[Global Restart Functionality for this peer]チェックボックスをオンにして、ASAネイ
バーまたはピアグループのBorderGatewayProtocol（BGP）グレースフルリスタート機能をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

ステップ 11 左側のペインで、[Filtering]をクリックします。

ステップ 12 （オプション）[Filter routes using an access list]領域で、適切な着信または発信アクセスコントロー
ルリストを選択してBGPネイバー情報を配布します。必要に応じて、[Manage]をクリックして、
ACLと ACEを追加します。

ステップ 13 （オプション）[Filter routes using a route map]領域で、適切な着信または発信ルートマップを選択
して、着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適用します。[Manage]をクリックして、ルー
トマップを設定します。

ステップ 14 （オプション）[Filter routes using a prefix list]領域で、適切な着信または発信プレフィックスリス
トを選択してBGPネイバー情報を配布します。[Manage]をクリックして、プレフィックスリスト
を設定します。

ステップ 15 （オプション）[Filter routes using AS path filter]領域で、適切な着信または発信 ASパスフィルタ
を選択して BGPネイバー情報を配布します。[Manage]をクリックして、ASパスフィルタを設定
します。

ステップ 16 （オプション）[Limit the number of prefixes allowed from the neighbor]チェックボックスをオンにし
て、ネイバーから受信できるプレフィックスの数を制御します。

• [Maximumprefixes]フィールドに、特定のネイバーからの許可される最大プレフィックス数を
入力します。
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• [Threshold level]フィールドに、ルータが警告メッセージの生成を開始するパーセンテージ（最
大数に対する割合）を入力します。有効な値は 1～ 100の整数です。デフォルト値は 75で
す。

•（オプション）[Control prefixes received from a peer]チェックボックスをオンにし、ピアから
受信したプレフィックスに対する追加の制御を指定します。次のいずれかを実行します。

◦プレフィックス数の制限値に到達したときに BGPネイバーを停止するには、[Terminate
peering when prefix limit is exceeded]をクリックします。[Restart interval]フィールドで、
BGPネイバーが再起動するまでの時間を指定します。

◦最大プレフィックス数の制限値を超えたときにログメッセージを生成するには、[Give
only warning message when prefix limit is exceeded]をクリックします。この場合、BGPネ
イバーは終了しません。

ステップ 17 左側のペインで、[Routes]をクリックします。

ステップ 18 [Advertisement Interval]フィールドに、BGPルーティングアップデートが送信される最小間隔（秒）
を入力します。

ステップ 19 （オプション）[GenerateDefault route]チェックボックスをオンにして、ローカルルータにネイバー
へのデフォルトルート 0.0.0.0の送信を許可して、このルートがデフォルトルートとして使用さ
れるようにします。

• [Route map]ドロップダウンリストから、ルート 0.0.0.0が条件に応じて注入されるように許
可するルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、ルートマップを追加および設
定します。

ステップ 20 （オプション）条件に応じてアドバタイズされるルートを追加するには、次の手順を実行します。

a) [Conditionally Advertised Routes]セクションで [Add]をクリックします。
b) exist-mapまたは non-exist-mapの条件に一致した場合にアドバタイズされるルートマップを

[Advertise Map]ドロップダウンリストから選択します。
c) 次のいずれかを実行します。

• [ExistMap]をクリックしてルートマップを選択します。このルートマップは、advertise-map
のルートがアドバタイズされるかどうかを判断するために BGPテーブル内のルートと比
較されます。

• [Non-exist Map]をクリックしてルートマップを選択します。このルートマップは、
advertise-mapのルートがアドバタイズされるかどうかを判断するために BGPテーブル内
のルートと比較されます。
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d) [OK]をクリックします。

ステップ 21 （オプション）[Remove private autonomous system (AS) numbers from outbound routing updates]チェッ
クボックスをオンにし、プライベート AS番号を発信ルートにおけるアドバイタイズ対象から除
外します。

ステップ 22 左側のペインで、[Timers]をクリックします。

ステップ 23 （オプション）[Set timers for the BGP peer]チェックボックスをオンにし、キープアライブ頻度、
保持時間、最小保持時間を設定します。

• [Keepalive frequency]フィールドに、ASA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（秒）を入力します。有効な値は、0～ 65535です。デフォルト値は 60秒です。

• [Hold time]フィールドに、キープアライブメッセージを受信できない状態が継続して、ピア
がデッドであると ASAが宣言するまでの時間（秒）を入力します。デフォルト値は 180秒
です。

•（オプション）[Min Hold time]フィールドに、キープアライブメッセージを受信できない状
態が継続して、ピアがデッドであるとASAが宣言するまでの最小時間（秒）を入力します。

ステップ 24 左側のペインで、[Advanced]をクリックします。

ステップ 25 （オプション）[Enable Authentication]チェックボックスをオンにして、2つの BGPピア間の TCP
接続でMD5認証を有効にします。

• [Encryption Type]ドロップダウンリストから暗号化タイプを選択します。

•パスワードを [Password]フィールドに入力します。[パスワードの確認（Confirm Password）]
フィールドにパスワードを再入力します。

パスワードは大文字と小文字を区別し、service password-encryptionコマンドが有効
な場合は最大 25文字、service password-encryptionコマンドが有効でない場合は最
大 81文字を指定できます。最初の文字を数値にはできません。この文字列には、
スペースも含め、あらゆる英数字を使用できます。数字-スペース-任意の文字の形
式でパスワードを指定することはできません。数字の後にスペースを使用すると、

認証に失敗する原因となることがあります。

（注）

ステップ 26 （オプション）[Send Community Attribute to this neighbor]チェックボックスをオンにします。

ステップ 27 （オプション）[Use ASA as next hop for neighbor]チェックボックスをオンにし、ルータを BGPス
ピーキングネイバーまたはピアグループのネクストホップとして設定します。

ステップ 28 次のいずれかを実行します。

• [Allow connections with neighbor that is not directly connected]をクリックして、直接接続されて
いないネットワーク上で外部ピアからの BGP接続を受け入れ、またそのピアへの BGP接続
を試みます。

◦（オプション）[TTL hops]フィールドに存続可能時間を入力します。有効な値は、1～
255です。
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◦（オプション）[Disable connection verification]チェックボックスをオンにし、ループバッ
クインターフェイスを使用するシングルホップピアと eBGPピアリングセッションを
確立するための接続確認を無効にします。

• [Limit number of TTL hops to neighbor]をクリックして、BGPピアリングセッションを保護で
きるようにします。

◦ [TTL hops]フィールドに、eBGPピアを区切るホップの最大数を入力します。有効な値
は、1～ 254です。

ステップ 29 （オプション）[Weight]フィールドに BGPネイバー接続の重みを入力します。

ステップ 30 [BGP version]ドロップダウンリストから、ASAが受け入れる BGPバージョンを選択します。
バージョンを 2に設定すると、指定されたネイバーとの間でバージョン 2だけが使用さ
れます。デフォルトでは、バージョン 4が使用され、要求された場合は動的にネゴシ
エートしてバージョン 2に下がります。

（注）

ステップ 31 （オプション）[TCPPathMTUDiscovery]チェックボックスをオンにして、BGPセッションのTCP
トランスポートセッションをイネーブルにします。

ステップ 32 [TCP transport mode]ドロップダウンリストから TCP接続モードを選択します。

ステップ 33 左側のペインで、[Migration]をクリックします。

ステップ 34 （オプション）[Customize the AS number for routes received from the neighbor]チェックボックスをオ
ンにして、eBGPネイバーから受信したルートの AS_path属性をカスタマイズします。

• [Local AS Number]フィールドにローカル自律システム番号を入力します。有効な値は、1～
65535です。

•（オプション）[Do not prepend local AS number for routes received from neighbor]チェックボッ
クスをオンにします。ローカルAS番号は、eBGPピアから受信したルートの前に追加されま
せん。

•（オプション）[Replace real AS number with local AS number in routes received from neighbor]
チェックボックスをオンにします。ローカルルーティングプロセスのAS番号は前に追加さ
れません。

•（オプション）[Accept either real AS number or local AS number in routes received from neighbor]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 35 [OK]をクリックします。

ステップ 36 [Apply]をクリックします。

IPv4 ネットワークの設定

ここでは、BGPルーティングプロセスによってアドバタイズされるネットワークを定義するため
に必要な手順について説明します。
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手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Networks]をクリックします。
[Define networks to be advertised by the BGP routing process]設定ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Network]ペインが表示されます。

ステップ 4 [Address]フィールドで BGPがアドバタイズするネットワークを指定します。

ステップ 5 （オプション）[Netmask]ドロップダウンリストからネットワークマスクまたはサブネットワー
クマスクを選択します。

ステップ 6 [RouteMap]ドロップダウンリストから、アドバタイズされるネットワークをフィルタリングする
ために調べる必要のあるルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、ルートマップを
設定または追加します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

IPv4 再配布の設定

ここでは、別のルーティングドメインからBGPにルートを再配布する条件を定義するために必要
な手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family] > の順に選択しま
す。

ステップ 2 [Redistribution]をクリックします。
[Redistribution]ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Redistribution]ペインが表示されます。

ステップ 4 [SourceProtocol]ドロップダウンリストから、どのプロトコルからルートをBGPドメインに再配布
するかを選択します。

ステップ 5 [Process ID]ドロップダウンリストからソースプロトコルのプロセス IDを選択します。

ステップ 6 （オプション）[Metric]フィールドに、再配布されるルートのメトリックを入力します。

ステップ 7 [RouteMap]ドロップダウンリストから、再配布されるネットワークをフィルタリングするために
調べる必要のあるルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、ルートマップを設定ま
たは追加します。

ステップ 8 [Internal]、[External]、および [NSSA External Match]チェックボックスのうち 1つ以上をオンにし
て、OSPFネットワークからルートを再配布します。
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この手順は、OSPFネットワークからの再配布にのみ適用できます。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [Apply]をクリックします。

IPv4 ルート注入の設定

ここでは、条件に応じてBGPルーティングテーブルに注入されるルートを定義するために必要な
手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family] > の順に選択しま
す。

ステップ 2 [Route Injection]をクリックします。
[Route Injection]ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Conditionally injected route]ペインが表示されます。

ステップ 4 [Inject Map]ドロップダウンリストから、ローカル BGPルーティングテーブルに注入するプレ
フィックスを指定するルートマップを選択します。

ステップ 5 [Exist Map]ドロップダウンリストから、BGPスピーカーが追跡するプレフィックスを含むルート
マップを選択します。

ステップ 6 [Injected routes will inherit the attributes of the aggregate route]チェックボックスをオンにし、集約ルー
トの属性を継承するよう注入されたルートを設定します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

IPv6 アドレスファミリの設定
BGPの IPv6設定は、BGP設定セットアップ内の IPv6ファミリオプションから指定できます。
IPv6ファミリセクションには、一般設定、集約アドレスの設定、ネイバー設定のサブセクション
が含まれます。これらの各サブセクションを使用して、IPv6ファミリに固有のパラメータをカス
タマイズすることができます。

ここでは、BGP IPv6ファミリの設定をカスタマイズする方法について説明します。

IPv6 ファミリの一般設定

ここでは、一般的な IPv6の設定に必要な手順を説明します。
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手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv6 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [General]をクリックします。
[General IPv6 family BGP parameters]設定ペインが表示されます。

ステップ 3 [Administrative Route Distances]領域で、外部、内部およびローカルディスタンスを指定します。

ステップ 4 （オプション）[Generate Default Route]チェックボックスをオンにして、デフォルトルート（ネッ
トワーク 0.0.0.0）を配布するように BGPルーティングプロセスを設定します。

ステップ 5 （オプション）[Advertise inactive routes]チェックボックスをオンにして、ルーティング情報ベース
（RIB）にインストールされていないルートをアドバタイズします。

ステップ 6 （オプション）[Redistribute iBGP into an IGP]チェックボックスをオンにして、IS-ISや OSPFなど
の Interior Gateway Protocol（IGP）への iBGPの再配布を設定します。

ステップ 7 （オプション）[Scanning Interval]フィールドに、ネクストホップの検証用にBGPルータのスキャ
ン間隔（秒）を入力します。有効な値は 5～ 60秒です。

ステップ 8 （オプション）[Number of paths]フィールドに、Border Gateway Protocolルートの最大数を指定し
ます。

ステップ 9 （オプション）[IBGP multipaths]チェックボックスをオンにし、[Number of paths]フィールドに、
ルーティングテーブルにインストールできる並列の内部ボーダーゲートウェイプロトコル（iBGP）
ルートの最大数を指定します。

ステップ 10 [Apply]をクリックします。

IPv6 ファミリ集約アドレスの設定

ここでは、特定のルートの 1つのルートへの集約を定義するために必要な手順について説明しま
す。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv6 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Aggregate Address]をクリックします。
[Aggregate Address parameters]設定ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Aggregate Address]ペインが表示されます。

ステップ 4 [IPv6/Address Mask]フィールドで IPv6アドレスを指定します。または、ネットワークオブジェク
トを参照して追加します。

ステップ 5 [Generate autonomous system set path information]チェックボックスをオンにして、自律システムの
設定パス情報を生成します。このルートにアドバタイズされるパスは、集約中のすべてのパス内

に含まれるすべての要素で構成される AS_SETになります。
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このルートは集約されたルート変更に関する自律システムパス到着可能性情報として

継続的に削除してアップデートする必要があるため、多くのパスを集約する際に

aggregate-addressコマンドのこの形式を使用しないでください。

（注）

ステップ 6 [Filters all more- specific routes from the updates]チェックボックスをオンにして、アップデートから
固有性の強いルートをすべてフィルタリングします。これにより、集約ルートが作成されるだけ

でなく、すべてのネイバーへの固有性の強いルートのアドバタイズメントが抑制されます。

ステップ 7 [AttributeMap]ドロップダウンリストからルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、
ルートマップを追加または設定します。これにより、集約ルートの属性を変更できます。

ステップ 8 [AdvertiseMap]ドロップダウンリストからルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、
ルートを追加または設定します。これにより、集約ルートのさまざまなコンポーネントの作成に

使用される特定のルートが選択されます。

ステップ 9 [SuppressMap]ドロップダウンリストからルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、
ルートを追加または設定します。これにより、集約ルートが作成されますが、指定したルートの

アドバタイズメントは抑制されます。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

ステップ 11 [Aggregate Timer]フィールドで、集約タイマーの値（秒）を指定します。有効な値は、0または 6
～ 60の値です。この値で、ルートが集約される間隔を指定します。デフォルト値は 30秒です。

ステップ 12 [Apply]をクリックします。

IPv6 ファミリの BGP ネイバーの設定

ここでは、BGPネイバーおよびネイバー設定を定義するために必要な手順について説明します。
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手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv6 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Neighbor]をクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。

ステップ 4 左側のペインで、[General]をクリックします。

ステップ 5 [IPv6 Address]フィールドに BGPネイバーの IPv6アドレスを入力します。この IPv6アドレスは、
BGPネイバーテーブルに追加されます。

ステップ 6 [Remote AS]フィールドに、BGPネイバーが属する自律システムを入力します。

ステップ 7 （オプション）[Description]フィールドに BGPネイバーの説明を入力します。

ステップ 8 （オプション）[Shutdown neighbor administratively]チェックボックスをオンにして、ネイバーまた
はピアグループを無効化します。

ステップ 9 （オプション）[Enable address family]チェックボックスをオンにして、BGPネイバーとの通信を
有効にします。

ステップ 10 左側のペインで、[Filtering]をクリックします。

ステップ 11 （オプション）[Filter routes using a route map]領域で、適切な着信または発信ルートマップを選択
して、着信ルートまたは発信ルートにルートマップを適用します。[Manage]をクリックして、ルー
トマップを設定します。

ステップ 12 （オプション）[Filter routes using a prefix list]領域で、適切な着信または発信プレフィックスリス
トを選択してBGPネイバー情報を配布します。[Manage]をクリックして、プレフィックスリスト
を設定します。

ステップ 13 （オプション）[Filter routes using AS path filter]領域で、適切な着信または発信ASパスフィルタを
選択して BGPネイバー情報を配布します。[Manage]をクリックして、ASパスフィルタを設定し
ます。

ステップ 14 （オプション）[Limit the number of prefixes allowed from the neighbor]チェックボックスをオンにし
て、ネイバーから受信できるプレフィックスの数を制御します。

ステップ 15 [Maximumprefixes]フィールドに、特定のネイバーからの許可される最大プレフィックス数を入力
します。

ステップ 16 [Threshold level]フィールドに、ルータが警告メッセージの生成を開始するパーセンテージ（最大
数に対する割合）を入力します。有効な値は 1～ 100の整数です。デフォルト値は 75です。

ステップ 17 （オプション）[Control prefixes received froma peer]チェックボックスをオンにし、ピアから受信し
たプレフィックスに対する追加の制御を指定します。次のいずれかを実行します。

•プレフィックス数の制限値に到達したときにBGPネイバーを停止するには、[Terminatepeering
when prefix limit is exceeded]をクリックします。[Restart interval]フィールドで、BGPネイバー
が再起動するまでの時間を指定します。

•最大プレフィックス数の制限値を超えたときにログメッセージを生成するには、[Give only
warning message when prefix limit is exceeded]をクリックします。この場合、BGPネイバーは
終了しません。
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ステップ 18 左側のペインで、[Routes]をクリックします。

ステップ 19 [Advertisement Interval]フィールドに、BGPルーティングアップデートが送信される最小間隔（秒）
を入力します。

ステップ 20 （オプション）[GenerateDefault route]チェックボックスをオンにして、ローカルルータにネイバー
へのデフォルトルート 0.0.0.0の送信を許可して、このルートがデフォルトルートとして使用さ
れるようにします。

ステップ 21 [Routemap]ドロップダウンリストから、ルート 0.0.0.0が条件に応じて注入されるように許可する
ルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、ルートマップを追加および設定します。

ステップ 22 （オプション）条件に応じてアドバタイズされるルートを追加するには、次の手順を実行します。

a) [Conditionally Advertised Routes]セクションで [Add]をクリックします。
b) exist-mapまたは non-exist-mapの条件に一致した場合にアドバタイズされるルートマップを

[Advertise Map]ドロップダウンリストから選択します。
c) 次のいずれかを実行します。

• [ExistMap]をクリックしてルートマップを選択します。このルートマップは、advertise-map
のルートがアドバタイズされるかどうかを判断するために BGPテーブル内のルートと比
較されます。

• [Non-exist Map]をクリックしてルートマップを選択します。このルートマップは、
advertise-mapのルートがアドバタイズされるかどうかを判断するために BGPテーブル内
のルートと比較されます。

d) [OK]をクリックします。

ステップ 23 （オプション）[Remove private autonomous system (AS) numbers from outbound routing updates]チェッ
クボックスをオンにし、プライベート AS番号を発信ルートにおけるアドバイタイズ対象から除
外します。

ステップ 24 左側のペインで、[Timers]をクリックします。

ステップ 25 （オプション）[Set timers for the BGP peer]チェックボックスをオンにし、キープアライブ頻度、
保持時間、最小保持時間を設定します。

ステップ 26 [Keepalive frequency]フィールドに ASA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
（秒）を入力します。有効な値は、0～ 65535です。デフォルト値は 60秒です。

ステップ 27 [Hold time]フィールドに、キープアライブメッセージを受信できない状態が継続して、ピアがデッ
ドであると ASAが宣言するまでの時間（秒）を入力します。デフォルト値は 180秒です。

ステップ 28 （オプション）[Min Hold time]フィールドに、キープアライブメッセージを受信できない状態が
継続して、ピアがデッドであると ASAが宣言するまでの最小時間（秒）を入力します。

ステップ 29 左側のペインで、[Advanced]をクリックします。

ステップ 30 （オプション）[Enable Authentication]チェックボックスをオンにして、2つの BGPピア間の TCP
接続でMD5認証を有効にします。

ステップ 31 [Encryption Type]ドロップダウンリストから暗号化タイプを選択します。

ステップ 32 パスワードを [Password]フィールドに入力します。[Confirm Password]フィールドにパスワードを
再入力します。
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パスワードは大文字と小文字を区別し、service password-encryptionコマンドが有効な場
合は最大 25文字、service password-encryptionコマンドが有効でない場合は最大 81文字
を指定できます。最初の文字を数値にはできません。この文字列には、スペースも含

め、あらゆる英数字を使用できます。数字-スペース-任意の文字の形式でパスワードを
指定することはできません。数字の後にスペースを使用すると、認証に失敗する原因と

なることがあります。

（注）

ステップ 33 （オプション）[Send Community Attribute to this neighbor]チェックボックスをオンにします。

ステップ 34 （オプション）[Use ASA as next hop for neighbor]チェックボックスをオンにし、ルータを BGPス
ピーキングネイバーまたはピアグループのネクストホップとして設定します。

ステップ 35 次のいずれかを実行します。

• [Allow connections with neighbor that is not directly connected]をクリックして、直接接続されて
いないネットワーク上で外部ピアからの BGP接続を受け入れ、またそのピアへの BGP接続
を試みます。

◦（オプション）[TTL hops]フィールドに存続可能時間を入力します。有効な値は、1～
255です。

◦（オプション）[Disable connection verification]チェックボックスをオンにし、ループバッ
クインターフェイスを使用するシングルホップピアと eBGPピアリングセッションを
確立するための接続確認を無効にします。

• [Limit number of TTL hops to neighbor]をクリックして、BGPピアリングセッションを保護で
きるようにします。[TTL hops]フィールドに、eBGPピアを区切るホップの最大数を入力し
ます。有効な値は、1～ 254です。

ステップ 36 （オプション）[Weight]フィールドに BGPネイバー接続の重みを入力します。

ステップ 37 [BGP version]ドロップダウンリストから、ASAが受け入れる BGPバージョンを選択します。
バージョンを 2に設定すると、指定されたネイバーとの間でバージョン 2だけが使用さ
れます。デフォルトでは、バージョン 4が使用され、要求された場合は動的にネゴシ
エートしてバージョン 2に下がります。

（注）

ステップ 38 （オプション）[TCPPathMTUDiscovery]チェックボックスをオンにして、BGPセッションのTCP
トランスポートセッションをイネーブルにします。

ステップ 39 [TCP transport mode]ドロップダウンリストから TCP接続モードを選択します。

ステップ 40 左側のペインで、[Migration]をクリックします。

ステップ 41 （オプション）[Customize the AS number for routes received from the neighbor]チェックボックスをオ
ンにして、eBGPネイバーから受信したルートの AS_path属性をカスタマイズします。

• [Local AS Number]フィールドにローカル自律システム番号を入力します。有効な値は、1～
65535です。

•（オプション）[Do not prepend local AS number for routes received from neighbor]チェックボッ
クスをオンにします。ローカルAS番号は、eBGPピアから受信したルートの前に追加されま
せん。
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•（オプション）[Replace real AS number with local AS number in routes received from neighbor]
チェックボックスをオンにします。ローカルルーティングプロセスのAS番号は前に追加さ
れません。

•（オプション）[Accept either real AS number or local AS number in routes received from neighbor]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 42 [OK]をクリックします。

ステップ 43 [Apply]をクリックします。

IPv6 ネットワークの設定

ここでは、BGPルーティングプロセスによってアドバタイズされるネットワークを定義するため
に必要な手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv6 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Networks]をクリックします。
[Define the networks to be advertised by the BGP routing process]設定ペインが表示されます。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Network]ペインが表示されます。

ステップ 4 [IPv6 Address/mask]フィールドで、BGPがアドバタイズするネットワークを指定します。

ステップ 5 [RouteMap]ドロップダウンリストから、アドバタイズされるネットワークをフィルタリングする
ために調べる必要のあるルートマップを選択します。任意で、[Manage]をクリックして、ルート
マップを設定または追加します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。

IPv6 再配布の設定

ここでは、別のルーティングドメインからBGPにルートを再配布する条件を定義するために必要
な手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv6 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Redistribution]をクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
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[Add Redistribution]ペインが表示されます。

ステップ 4 [Source Protocol]ドロップダウンリストで、BGPドメインにルートを再配布する元となるプロト
コルを選択します。

ステップ 5 [Process ID]ドロップダウンリストで、ソースプロトコルのプロセス IDを選択します。これは
OSPFソースプロトコルに対してのみ使用できます。

ステップ 6 （オプション）[Metric]フィールドに、再配布されるルートのメトリックを入力します。

ステップ 7 [RouteMap]ドロップダウンリストで、再配布されるネットワークをフィルタリングをするために
調べる必要のあるルートマップを選択します。[Manage]をクリックして、ルートマップを設定ま
たは追加します。

ステップ 8 [Match]チェックボックス（[Internal]、[External 1]、[External 2]、[NSSAExternal 1]、[NSSAExternal
2]チェックボックス）を 1つ以上オンにして、OSPFネットワークからルートを再配布します。
この手順は、OSPFネットワークからの再配布にのみ適用できます。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [Apply]をクリックします。

IPv6 ルート注入の設定

ここでは、条件に応じてBGPルーティングテーブルに注入されるルートを定義するために必要な
手順について説明します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family]の順に選択します。

ステップ 2 [Route Injection]をクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add Conditionally injected route]ペインが表示されます。

ステップ 4 [InjectMap]ドロップダウンリストで、ローカルBGPルーティングテーブルに注入するプレフィッ
クスを指定するルートマップを選択します。

ステップ 5 [Exist Map]ドロップダウンリストで、BGPスピーカーが追跡するプレフィックスを含むルート
マップを選択します。

ステップ 6 [Injected routes will inherit the attributes of the aggregate route]チェックボックスをオンにし、集約ルー
トの属性を継承するよう注入されたルートを設定します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。
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BGP のモニタリング
次のコマンドを使用して、BGPルーティングプロセスをモニタできます。コマンド出力の例と説
明については、コマンドリファレンスを参照してください。また、ネイバー変更メッセージとネ

イバー警告メッセージのロギングをディセーブルにできます。

さまざまな BGPルーティング統計情報をモニタするには、次のコマンドの 1つを入力します。

BGPログメッセージを無効にするには、ルータコンフィギュレーションモードで no bgp
log-neighbor-changesコマンドを入力します。これにより、ネイバー変更メッセージのロギン
グが無効になります。BGPルーティングプロセスのルータコンフィギュレーションモードで
このコマンドを入力します。デフォルトでは、ネイバーの変更はロギングされます。

（注）

• [Monitoring] > [Routing] > [BGP Neighbors]

各行は 1つの BGPネイバーを表します。リストには、ネイバーごとに、IPアドレス、AS番
号、ルータ ID、状態（アクティブ、アイドルなど）、稼働時間、グレースフルリスタート
機能、再起動時間、stalepath時間が含まれます。

• [Monitoring] > [Routing] > [BGP Routes]

各行は 1つの BGPルートを表します。リストには、ルートごとに、ステータスコード、IP
アドレス、ネクストホップアドレス、ルートメトリック、Local preference値、重み、パス
が含まれます。

BGP の履歴

表 30：BGP の各機能の履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

Border Gateway Protocolを使用した、データのルーティ
ング、認証の実行、およびルーティング情報の再配布と

モニタについて、サポートが追加されました。

次の画面が導入されました。 [Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [BGP Monitoring] > [Routing] > [BGP
Neighbors, Monitoring] > [Routing] > [BGP Routes]

次の画面が変更されました。 [Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [Static Routes> Add] > [Add Static Route
Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Route Maps>
Add] > [Add Route Map]

9.2(1)BGPのサポート
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

L2およびL3クラスタリングのサポートが追加されまし
た。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family] > [General]

9.3(1)ASAクラスタリングに対する BGPのサポー
ト

ノンストップフォワーディングのサポートが追加され

ました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [BGP] > [General]、[Configuration] >
[Device Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family] >
[Neighbor]、[Monitoring] > [Routing] > [BGP Neighbors]

9.3(1)ノンストップフォワーディングに対するBGP
のサポート

アドバタイズされたマップに対する BGPv4のサポート
が追加されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv4 Family] > [Neighbor] >
[Add BGP Neighbor] > [Routes]

9.3(1)アドバタイズされたマップに対する BGPの
サポート

IPv6のサポートが追加されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [BGP] > [IPv6 Family]

9.3(2)IPv6に対する BGPのサポート
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第 28 章

OSPF

この章では、Open Shortest Path First（OSPF）ルーティングプロトコルを使用してデータをルー
ティングし、認証を実行し、ルーティング情報を再配布するようにCiscoASAを設定する方法に
ついて説明します。

• OSPFの概要, 659 ページ

• OSPFのガイドライン, 663 ページ

• OSPFv2の設定, 664 ページ

• OSPFv2のカスタマイズ, 665 ページ

• OSPFv3の設定, 684 ページ

• グレースフルリスタートの設定, 697 ページ

• OSPFv2の例, 700 ページ

• OSPFv3の例, 702 ページ

• OSPFのモニタリング, 704 ページ

• OSPFの履歴, 705 ページ

OSPF の概要
OSPFは、パスの選択に距離ベクトル型ではなくリンクステートを使用する InteriorGatewayRouting
Protocol（IGRP）です。OSPFは、ルーティングテーブルアップデートではなく、リンクステー
トアドバタイズメントを伝搬します。ルーティングテーブル全体ではなく LSAだけが交換され
るため、OSPFネットワークは RIPネットワークよりも迅速に収束します。

OSPFは、リンクステートアルゴリズムを使用して、すべての既知の宛先までの最短パスを構築
および計算します。OSPFエリア内の各ルータには、ルータが使用可能なインターフェイスと到達
可能なネイバーそれぞれのリストである同一のリンクステートデータベースが置かれています。

RIPに比べると OSPFは次の点で有利です。
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• OSPFのリンクステートデータベースのアップデート送信は RIPほど頻繁ではありません。
また、古くなった情報がタイムアウトしたときに、リンクステートデータベースは徐々に

アップデートされるのではなく、瞬時にアップデートされます。

•ルーティング決定はコストに基づいて行われます。これは、特定のインターフェイスを介し
てパケットを送信するためにオーバーヘッドが必要であることを示しています。ASAは、イ
ンターフェイスのコストをリンク帯域幅に基づいて計算し、宛先までのホップ数は使用しま

せん。コストは優先パスを指定するために設定できます。

最短パス優先アルゴリズムの欠点は、CPUサイクルとメモリが大量に必要になることです。

ASAは、OSPFプロトコルの2つのプロセスを異なるセットのインターフェイス上で同時に実行で
きます。同じ IPアドレスを使用する複数のインターフェイス（NATではこのようなインターフェ
イスは共存可能ですが、OSPFではアドレスの重複は許しません）があるときに、2つのプロセス
を実行する場合があります。あるいは、一方のプロセスを内部で実行しながら別のプロセスを外

部で実行し、ルートのサブセットをこの2つのプロセス間で再配布する場合もあります。同様に、
プライベートアドレスをパブリックアドレスから分離する必要がある場合もあります。

OSPFルーティングプロセスには、別の OSPFルーティングプロセスや RIPルーティングプロセ
スから、または OSPF対応インターフェイスに設定されているスタティックルートおよび接続さ
れているルートから、ルートを再配布できます。

ASAでは、次の OSPFの各機能がサポートされています。

•エリア内ルート、エリア間ルート、および外部ルート（タイプ Iとタイプ II）。

•仮想リンク。

• LSAフラッディング。

• OSPFパケットの認証（パスワード認証とMD5認証の両方）

• ASAの指定ルータまたは指定バックアップルータとしての設定。ASAは、ABRとして設定
することもできます。

•スタブエリアと not so stubbyエリア。

•エリア境界ルータのタイプ 3 LSAフィルタリング

OSPFは、MD5とクリアテキストネイバー認証をサポートしています。OSPFと他のプロトコル
（RIPなど）の間のルート再配布は、攻撃者によるルーティング情報の悪用に使用される可能性
があるため、できる限りすべてのルーティングプロトコルで認証を使用する必要があります。

NATが使用されている場合、OSPFがパブリックエリアおよびプライベートエリアで動作してい
る場合、またアドレスフィルタリングが必要な場合は、2つのOSPFプロセス（1つはパブリック
エリア用、1つはプライベートエリア用）を実行する必要があります。

複数のエリアにインターフェイスを持つルータは、エリア境界ルータ（ABR）と呼ばれます。ゲー
トウェイとして動作し、OSPFを使用しているルータと他のルーティングプロトコルを使用して
いるルータの間でトラフィックを再配布するルータは、自律システム境界ルータ（ASBR）と呼ば
れます。
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ABRはLSAを使用して、使用可能なルータに関する情報を他のOSPFルータに送信します。ABR
タイプ 3 LSAフィルタリングを使用して、ABRとして機能する ASAで、プライベートエリアと
パブリックエリアを分けることができます。タイプ 3 LSA（エリア間ルート）は、プライベート
ネットワークをアドバタイズしなくても NATと OSPFを一緒に使用できるように、1つのエリア
から他のエリアにフィルタリングできます。

フィルタリングできるのはタイプ 3 LSAだけです。プライベートネットワーク内の ASBRと
して設定されている ASAは、プライベートネットワークを記述するタイプ 5 LSAを送信しま
すが、これは AS全体（パブリックエリアも含む）にフラッディングされます。

（注）

NATが採用されているが、OSPFがパブリックエリアだけで実行されている場合は、パブリック
ネットワークに対するルートを、デフォルトまたはタイプ5AS外部LSAとしてプライベートネッ
トワーク内で再配布できます。ただし、ASAにより保護されているプライベートネットワークに
はスタティックルートを設定する必要があります。また、同一のASAインターフェイス上で、パ
ブリックネットワークとプライベートネットワークを混在させることはできません。

ASAでは、2つのOSPFルーティングプロセス（1つのRIPルーティングプロセスと 1つのEIGRP
ルーティングプロセス）を同時に実行できます。

fast hello パケットに対する OSPF のサポート
fast helloパケットに対する OSPFのサポートには、1秒未満のインターバルで helloパケットの送
信を設定する方法が用意されています。このような設定により、Open Shortest Path First（OSPF）
ネットワークでの統合がより迅速になります。

fast hello パケットに対する OSPF のサポートの前提条件

OSPFがネットワークですでに設定されているか、fast helloパケットに対するOSPFのサポートと
同時に設定される必要があります。

fast hello パケットに対する OSPF のサポートについて

次に、fast helloパケットに関する OSPFのサポートと、OSPF fast helloパケットの利点について説
明します。

OSPF Hello インターバルおよび dead 間隔
OSPF helloパケットとは、OSPFプロセスがネイバーとの接続を維持するためにOSPFネイバーに
送信するパケットです。helloパケットは、設定可能なインターバル（秒単位）で送信されます。
デフォルトのインターバルは、イーサネットリンクの場合 10秒、ブロードキャスト以外のリン
クの場合 30秒です。helloパケットには、デッドインターバル中に受信したすべてのネイバーの
リストが含まれます。デッドインターバルも設定可能なインターバル（秒単位）で送信されま

す。デフォルトは helloインターバルの値の 4倍です。helloインターバルの値は、ネットワーク
内ですべて同一にする必要があります。デッドインターバルの値も、ネットワーク内ですべて同

一にする必要があります。
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この 2つのインターバルは、リンクが動作していることを示すことにより、接続を維持するため
に連携して機能します。ルータがデッドインターバル内にネイバーから helloパケットを受信し
ない場合、ルータはこのネイバーがダウンしていると判定します。

OSPF fast hello パケット
OSPF fast helloパケットとは、1秒よりも短いインターバルで送信される helloパケットのことで
す。fast helloパケットを理解するには、OSPF helloパケットインターバルとデッドインターバル
との関係についてあらかじめ理解しておく必要があります。OSPF Helloインターバルおよび dead
間隔, （661ページ）を参照してください。

OSPF fast helloパケットは、ospf dead-intervalコマンドで設定されます。デッドインターバルは 1
秒に設定され、hello-multiplierの値は、その1秒間に送信するhelloパケット数に設定されるため、
1秒未満の「fast」helloパケットになります。

インターフェイスで fast helloパケットが設定されている場合、このインターフェイスから送出さ
れる helloパケットでアドバタイズされる hello間隔は 0に設定されます。このインターフェイス
経由で受信した helloパケットの hello間隔は無視されます。

デッドインターバルは、1つのセグメント上で一貫している必要があり、1秒に設定するか（fast
helloパケットの場合）、他の任意の値を設定します。デッドインターバル内に少なくとも 1つの
helloパケットが送信される限り、hello multiplierがセグメント全体で同じである必要はありませ
ん。

OSPF fast hello パケットの利点
OSPFfasthelloパケット機能を利用すると、ネットワークがこの機能を使用しない場合よりも、短
い時間で統合されます。この機能によって、失われたネイバーを 1秒以内に検出できるようにな
ります。この機能は、ネイバーの損失が Open System Interconnection（OSI）物理層またはデータ
リンク層で検出されないことがあっても、特に LANセグメントで有効です。

OSPFv2 および OSPFv3 間の実装の差異
OSPFv3には、OSPFv2との下位互換性はありません。OSPFを使用して、IPv4および IPv6トラ
フィックの両方をルーティングするには、OSPFv2およびOSPFv3の両方を同時に実行する必要が
あります。これらは互いに共存しますが、相互に連携していません。

OSPFv3では、次の追加機能が提供されます。

•リンクごとのプロトコル処理。

•アドレッシングセマンティックの削除。

•フラッディングスコープの追加。

•リンクごとの複数インスタンスのサポート。

•ネイバー探索およびその他の機能に対する IPv6リンクローカルアドレスの使用。

•プレフィックスおよびプレフィックス長として表される LSA。

• 2つの LSAタイプの追加。

•未知の LSAタイプの処理。
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• RFC-4552で指定されている OSPFv3ルーティングプロトコルトラフィックの IPsec ESP標
準を使用する認証サポート。

OSPF のガイドライン

コンテキストモードのガイドライン

OSPFv2は、シングルコンテキストモードとマルチコンテキストモードをサポートしています。

OSPFv3は、シングルモードのみをサポートしています。

ファイアウォールモードのガイドライン

OSPFは、ルーテッドファイアウォールモードのみをサポートしています。OSPFは、トランス
ペアレントファイアウォールモードをサポートしません。

フェールオーバーのガイドライン

OSPFv2および OSPFv3は、ステートフルフェールオーバーをサポートしています。

IPv6 のガイドライン

• OSPFv2は IPv6をサポートしません。

• OSPFv3は IPv6をサポートしています。

• OSPFv3は、IPv6を使用して認証を行います。

• ASAは、OSPFv3ルートが最適なルートの場合、IPv6 RIBにこのルートをインストールしま
す。

• OSPFv3パケットは、captureコマンドの IPv6 ACLを使用してフィルタリングで除外できま
す。

クラスタリングのガイドライン

• OSPFv3暗号化はサポートされていません。クラスタリング環境で OSPFv3暗号化を設定し
ようとすると、エラーメッセージが表示されます。

•スパンドインターフェイスモードでは、ダイナミックルーティングは管理専用インターフェ
イスではサポートされません。

•個別インターフェイスモードで、OSPFv2または OSPFv3ネイバーとしてマスターユニット
およびスレーブユニットが確立されていることを確認します。

•個別インターフェイスモードでは、OSPFv2との隣接関係は、マスターユニットの共有イン
ターフェイスの 2つのコンテキスト間でのみ確立できます。スタティックネイバーの設定
は、ポイントツーポインリンクでのみサポートされます。したがって、インターフェイスで

許可されるのは 1つのネイバーステートメントだけです。
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•クラスタでマスターロールの変更が発生した場合、次の挙動が発生します。

◦スパンドインターフェイスモードでは、ルータプロセスはマスターユニットでのみア
クティブになり、スレーブユニットでは停止状態になります。コンフィギュレーション

がマスターユニットと同期されているため、各クラスタユニットには同じルータ IDが
あります。その結果、隣接ルータはロール変更時のクラスタのルータ IDの変更を認識
しません。

◦個別インターフェイスモードでは、ルータプロセスはすべての個別のクラスタユニッ
トでアクティブになります。各クラスタユニットは設定されたクラスタプールから独

自の個別のルータ IDを選択します。クラスタでマスターシップロールが変更されて
も、ルーティングトポロジは変更されません。

その他のガイドライン

• OSPFv2および OSPFv3は 1つのインターフェイス上での複数インスタンスをサポートして
います。

• OSPFv3は、非クラスタ環境での ESPヘッダーを介した暗号化をサポートしています。

• OSPFv3は非ペイロード暗号化をサポートします。

• OSPFv2は RFC 4811、4812および 3623でそれぞれ定義されている、Cisco NSFグレースフル
リスタートおよび IETF NSFグレースフルリスタートメカニズムをサポートします。

• OSPFv3は RFC 5187で定義されているグレースフルリスタートメカニズムをサポートしま
す。

OSPFv2 の設定
ここでは、ASAで OSPFv2プロセスを有効化する方法について説明します。

OSPFv2をイネーブルにした後、ルートマップを定義する必要があります。詳細については、
Define a Route Map, （623ページ）を参照してください。その後、デフォルトルートを生成しま
す。詳細については、スタティックルートの設定, （610ページ）を参照してください。

OSPFv2プロセスのルートマップを定義した後で、ニーズに合わせてカスタマイズできます。ASA
上で OSPFv2プロセスをカスタマイズする方法については、OSPFv2のカスタマイズ, （665ペー
ジ）を参照してください。

OSPFv2をイネーブルにするには、OSPFv2ルーティングプロセスを作成し、このルーティング
プロセスに関連付ける IPアドレスの範囲を指定し、さらにその IPアドレスの範囲にエリア IDを
割り当てる必要があります。

最大 2つの OSPFv2プロセスインスタンスをイネーブルにできます。各 OSPFv2プロセスには、
独自のエリアとネットワークが関連付けられます。

OSPFv2をイネーブルにするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順
に選択します。

[OSPF Setup]ペインでは、OSPFプロセスの有効化、OSPFエリアおよびネットワークの設定、お
よび OSPFルート集約の定義を行うことができます。

ステップ 2 ASDMで OSPFをイネーブルにするには、次の 3つのタブを使用します。

• [Process Instances]タブでは、各コンテキストに対して最大 2つの OSPFプロセスインスタン
スを有効化できます。シングルコンテキストモードおよびマルチコンテキストモードの両

方がサポートされます。[Enable Each OSPF Process]チェックボックスをオンにすると、その
OSPFプロセスの固有識別子である数値識別子を入力できるようになります。このプロセス
IDは内部的に使用されるものであり、他の OSPFデバイスでの OSPFプロセス IDと一致し
ている必要はありません。有効な値の範囲は 1～ 65535です。各 OSPFプロセスには、独自
のエリアとネットワークが関連付けられます。

[Advanced]をクリックすると、[Edit OSPF Process Advanced Properties]ダイアログボックスが
表示されます。ここで、各 OSPFプロセスに対して、[Router ID]、スパンド EtherChannelま
たは個別インターフェイスクラスタリングのクラスタ IPアドレスプール、[Adjacency
Changes]、[Administrative Route Distances]、[Timers]および [Default Information Originate]を設
定することができます。

• [Area/Networks]タブでは、ASA上で各OSPFプロセスに対して指定されているエリアとネッ
トワークが表示されます。このタブからは、エリア ID、エリアタイプ、およびそのエリア
に対して設定された認証のタイプを表示できます。OSPFのエリアまたはネットワークを追
加または編集する方法については、OSPFv2エリアパラメータの設定, （674ページ）を参照
してください。

• [Route Summarization]タブでは、ABRを設定できます。OSPFでは、ABRが 1つのエリアの
ネットワークを別のエリアにアドバタイズします。1つのエリア内のネットワーク番号が連
続するように割り当てられている場合は、サマリールートをアドバタイズするように ABR
を設定できます。このサマリールートには、そのエリア内の個々のネットワークのうち、指

定の範囲に当てはまるものがすべて含まれます。詳細については、「OSPFv2エリア間のルー
ト集約の設定, （670ページ）」を参照してください。

OSPFv2 のカスタマイズ
ここでは、OSPFv2プロセスをカスタマイズする方法について説明します。

OSPFv2 へのルートの再配布
ASAは、OSPFv2ルーティングプロセス間のルート再配布を制御できます。
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指定されたルーティングプロトコルから、ターゲットルーティングプロセスに再配布できる

ルートを定義することでルートを再配布する場合は、デフォルトルートを最初に生成する必

要があります。スタティックルートの設定, （610ページ）を参照し、その後にDefine a Route
Map, （623ページ）に従ってルートマップを定義します。

（注）

スタティックルート、接続されているルート、RIPルート、または OSPFv2ルートを OSPFv2プ
ロセスに再配布するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Redistribution]
の順に選択します。

[Redistribution]ペインには、1つのルーティングプロセスから OSPFルーティングプロセスへの
ルートを再配布する場合のルールが表示されます。RIPおよびOSPFで検出されたルートを、EIGRP
ルーティングプロセスに再配布することができます。スタティックルートおよび接続されている

ルートも、EIGRPルーティングプロセスに再配布できます。スタティックまたは接続されている
ルートが、[Setup] > [Networks]タブで設定されたネットワークの範囲内にある場合は、そのルー
トを再配布する必要はありません。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
または、[Redistribution]ペインでテーブルエントリ（ある場合）をダブルクリックすると、その
エントリの [Add/Edit OSPF Redistribution Entry]ダイアログボックスが開きます。

以降のステップはすべて、省略可能で

す。

（注）

[Add/Edit OSPF Redistribution Entry]ダイアログボックスでは、[Redistribution]テーブルに新しい再
配布ルールを追加することや、既存の再配布ルールを編集することができます。既存の再配布ルー

ルを編集するとき、一部の再配布ルール情報は変更できません。

ステップ 3 ルート再配布エントリに関連付ける OSPFプロセスを選択します。既存の再配布ルールを編集し
ている場合、この設定は変更できません。

ステップ 4 どのソースプロトコルからルートを再配布するかを選択します。次のいずれかのオプションを選

択できます。

• [Static]：スタティックルートを OSPFルーティングプロセスに再配布します。

• [Connected]：接続されたルート（インターフェイス上で IPアドレスをイネーブルにすること
によって自動的に確立されるルート）をOSPFルーティングプロセスに再配布します。接続
済みルートは、ASの外部として再配布されます。

• [OSPF]：別の OSPFルーティングプロセスからのルートを再配布します。リストから OSPF
プロセス IDを選択してください。このプロトコルを選択すると、このダイアログボックス
の [Match]のオプションが表示されます。これらのオプションは、スタティック、接続済み、
RIP、または EIGRPルートを再配布するときに選択できます。ステップ 5に進みます。

• [RIP]：RIPルーティングプロセスからルートを再配布します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
666

OSPFv2 のカスタマイズ



• [BGP]：BGPルーティングプロセスからルートを再配布します。

• [EIGRP]：EIGRPルーティングプロセスからルートを再配布します。リストからEIGRPルー
ティングプロセスの自律システム番号を選択してください。

ステップ 5 OSPFをソースプロトコルとして選択した場合は、選択した OSPFルーティングプロセスに別の
OSPFルーティングプロセスからのルートを再配布するのに使用される条件を選択します。これ
らのオプションは、スタティック、接続済み、RIP、または EIGRPルートを再配布するときに選
択できます。ルートが再配布されるには、選択した条件と一致している必要があります。次の一

致条件から 1つ以上を選択できます。

• [Internal]：ルートは特定の ASの内部です。

• [External 1]：自律システムの外部だが、OSPFにタイプ1外部ルートとしてインポートされる
ルート。

• [External 2]：自律システムの外部だが、OSPFにタイプ2外部ルートとしてインポートされる
ルート。

• [NSSA External 1]：自律システムの外部だが、OSPFにタイプ 2 NSSAルートとしてインポー
トされるルート。

• [NSSA External 2]：自律システムの外部だが、OSPFにタイプ 2 NSSAルートとしてインポー
トされるルート。

ステップ 6 [Metric Value]フィールドに、再配布されるルーティングのメトリック値を入力します。有効値の
範囲は 1～ 16777214です。
同じデバイス上で 1つの OSPFプロセスから別の OSPFプロセスに再配布する場合、メトリック
値を指定しないと、メトリックは 1つのプロセスから他のプロセスへ存続します。他のプロセス
を OSPFプロセスに再配布するときに、メトリック値を指定しない場合、デフォルトのメトリッ
クは 20です。

ステップ 7 [Metric Type]で、次のオプションのいずれかを選択します。

•メトリックがタイプ 1外部ルートの場合は、[1]を選択します。

•メトリックがタイプ 2外部ルートの場合は、[2]を選択します。

ステップ 8 タグ値を [Tag Value]フィールドに入力します。
タグ値は 32ビット 10進数値です。この値は、OSPF自身では使用されないが ASBR間の情報伝
達に使用できる外部ルートのそれぞれに関連付けられます。有効値の範囲は、0～ 4294967295で
す。

ステップ 9 [UseSubnets]チェックボックスをオンにすると、サブネット化ルートの再配布がイネーブルになり
ます。サブネットされていないルートだけを再配布するには、このチェックボックスをオフにし

ます。

ステップ 10 再配布エントリに適用するルートマップの名前を [Route Map]ドロップダウンリストで選択しま
す。

ステップ 11 ルートマップを追加または設定するには、[Manage]をクリックします。
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[Configure Route Map]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 12 [Add]または [Edit]をクリックしてから、指定したルーティングプロトコルからのルートのうち、
どれをターゲットのルーティングプロセスに再配布するかを定義します。詳細については、Define
a Route Map, （623ページ）を参照してください。

ステップ 13 [OK]をクリックします。

OSPFv2 にルートを再配布する場合のルート集約の設定
他のプロトコルからのルートを OSPFに再配布する場合、各ルートは外部 LSAで個別にアドバタ
イズされます。その一方で、指定したネットワークアドレスとマスクに含まれる再配布ルートす

べてに対して 1つのルートをアドバタイズするようにASAを設定することができます。この設定
によって OSPFリンクステートデータベースのサイズが小さくなります。

指定した IPアドレスマスクペアと一致するルートは廃止できます。ルートマップで再配布を制
御するために、タグ値を一致値として使用できます。

ルートサマリーアドレスの追加

[Summary Address]ペインには、各 OSPFルーティングプロセスに設定されたサマリーアドレス
に関する情報が表示されます。

他のルーティングプロトコルから学習したルートをサマライズできます。サマリーのアドバタイ

ズに使用されるメトリックは、具体的なルートすべての中で最小のメトリックです。サマリー

ルートは、ルーティングテーブルのサイズを削減するのに役立ちます。

OSPFのサマリールートを使用すると、OSPF ASBRは、そのアドレスでカバーされるすべての再
配布ルートの集約として、1つの外部ルートをアドバタイズします。OSPFに再配布されている、
他のルーティングプロトコルからのルートだけをサマライズできます。

OSPFは summary-address 0.0.0.0 0.0.0.0をサポートしません。（注）

ネットワークアドレスとマスクに含まれる再配布ルートすべてに対して 1つのサマリールートを
アドバタイズするようにソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メインのASDMホームページで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Summary
Address]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add OSPF Summary Address Entry]ダイアログボックスが表示されます。[Summary Address]テー
ブルの既存のエントリに新しいエントリを追加できます。既存のエントリを編集するとき、一部

のサマリーアドレス情報は変更できません。
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ステップ 3 [OSPF Process]ドロップダウンリストから、サマリーアドレスに関連付けられた指定 OSPFプロ
セス IDを選択します。既存のエントリを編集する場合、この情報は変更できません。

ステップ 4 [IP Address]フィールドにサマリーアドレスの IPアドレスを入力します。既存のエントリを編集
する場合、この情報は変更できません。

ステップ 5 サマリーアドレスのネットワークマスクを [Netmask]ドロップダウンリストから選択します。既
存のエントリを編集する場合、この情報は変更できません。

ステップ 6 [Advertise]チェックボックスをオンにして、サマリールートをアドバタイズします。サマリーア
ドレスになるルートを抑止するには、このチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、

このチェックボックスはオンになっています。

[Tag value]に表示される値は、各外部ルートに付加される 32ビットの 10進数値です。この値は
OSPF自身には使用されませんが、ASBR間の情報伝達に使用できます。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

OSPF サマリーアドレスの追加または編集

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順
に選択します。

ステップ 2 [Route Summarization]タブをクリックします。
[Add/Edit Route Summarization Entry]ダイアログボックスが表示されます。

[Add/Edit Route Summarization Entry]ダイアログボックスでは、[Summary Address]テーブルに新し
いエントリを追加したり、[Summary Address]テーブルの既存のエントリを変更したりできます。
既存のエントリを編集するとき、一部のサマリーアドレス情報は変更できません。

ステップ 3 [OSPF Process]ドロップダウンリストから、サマリーアドレスに関連付けられた指定 OSPFプロ
セス IDを選択します。既存のエントリを編集する場合、この情報は変更できません。

ステップ 4 [IP Address]フィールドにサマリーアドレスの IPアドレスを入力します。既存のエントリを編集
する場合、この情報は変更できません。

ステップ 5 サマリーアドレスのネットワークマスクを [Netmask]ドロップダウンリストから入力します。既
存のエントリを編集する場合、この情報は変更できません。

ステップ 6 [Advertise]チェックボックスをオンにして、サマリールートをアドバタイズします。サマリーア
ドレスになるルートを抑止するには、このチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、

このチェックボックスはオンになっています。
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OSPFv2 エリア間のルート集約の設定
ルート集約は、アドバタイズされるアドレスを統合することです。この機能を実行すると、1つ
のサマリールートがエリア境界ルータを通して他のエリアにアドバタイズされます。OSPFのエ
リア境界ルータは、ネットワークをある 1つのエリアから別のエリアへとアドバタイズしていき
ます。あるエリアにおいて連続する複数のネットワーク番号が割り当てられている場合、指定さ

れた範囲に含まれるエリア内の個別のネットワークをすべて含むサマリールートをアドバタイズ

するようにエリア境界ルータを設定することができます。

ルート集約のアドレス範囲を定義するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順に
選択します。

ステップ 2 [Route Summarization]タブをクリックします。
[Add/Edit Route Summarization Entry]ダイアログボックスが表示されます。

[Add/Edit Route Summarization Entry]ダイアログボックスでは、[Summary Address]テーブルに新し
いエントリを追加したり、[Summary Address]テーブルの既存のエントリを変更したりできます。
既存のエントリを編集するとき、一部のサマリーアドレス情報は変更できません。

ステップ 3 [Area ID]フィールドに OSPFエリア IDを入力します。既存のエントリを編集する場合、この情報
は変更できません。

ステップ 4 [IP Address]フィールドにサマリーアドレスの IPアドレスを入力します。既存のエントリを編集
する場合、この情報は変更できません。

OSPFv2 インターフェイスパラメータの設定
必要に応じて一部のインターフェイス固有の OSPFv2パラメータを変更できます。これらのパラ
メータを必ずしも変更する必要はありませんが、helloインターバル、デッドインターバル、認証
キーの各インターフェイスパラメータは、接続されているネットワーク内のすべてのルータで一

致している必要があります。これらのパラメータを設定する場合は、ネットワーク上のすべての

ルータで、コンフィギュレーションの値が矛盾していないことを確認してください。

ASDMでは、[Interface]ペインでインターフェイス固有の OSPFルーティングプロパティ（たと
えばOSPFメッセージ認証やプロパティ）を設定できます。OSPFのインターフェイスを設定する
ためのタブは次の 2つです。

• [Authentication]タブには、ASAインターフェイスの OSPF認証情報が表示されます。

• [Properties]タブには、各インターフェイスに定義された OSPFプロパティがテーブル形式で
表示されます。

OSPFv2インターフェイスパラメータを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Authentication]タブをクリックすると、ASAのインターフェイスの認証情報が表示されます。こ
のテーブルの行をダブルクリックすると、選択したインターフェイスの [Edit OSPF Authentication
Interface]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Edit]をクリックします。
[Edit OSPF Authentication Interface]ダイアログボックスが表示されます。[Edit OSPF Interface
Authentication]ダイアログボックスでは、選択したインターフェイスのOSPF認証タイプおよびパ
ラメータを設定できます。

ステップ 3 認証タイプを [Authentication]ドロップダウンリストから選択します。次の選択肢があります。

• [None]を選択すると、OSPF認証がディセーブルになります。

• [Authentication Password]を選択すると、クリアテキストによるパスワード認証が使用されま
す（セキュリティの懸念がある場合は推奨しません）。

• [MD5]を選択すると、MD5認証が使用されます（推奨）。

• [Area]を選択すると、エリアに対して指定された認証タイプを使用します（デフォルト）。
エリア認証の設定については、OSPFv2エリアパラメータの設定, （674ページ）を参照して
ください。エリア認証はデフォルトでディセーブルになっています。したがって、それ以前

にエリア認証タイプを指定していない限り、エリア認証を設定するインターフェイスでは、

設定するまで認証がディセーブルになっています。

ステップ 4 [Authentication Password]領域のオプションボタンをクリックします。この領域には、パスワード
認証がイネーブルのときのパスワード入力に関する設定があります。

a) [Enter Password]フィールドに、最大 8文字のテキスト文字列を入力します。
b) [Re-enter Password]フィールドに、パスワードを再入力します。

ステップ 5 MD5の IDとキーの設定を [ID]領域で選択します。この領域には、MD5認証がイネーブルのとき
のMD5キーとパラメータの入力に関する設定があります。OSPF認証を使用するインターフェイ
ス上のすべてのデバイスで、同じMD5キーおよび IDを使用する必要があります。
a) [Key ID]フィールドに、数値のキー IDを入力します。有効値の範囲は、1～ 255です。選択し
たインターフェイスのキー IDが表示されます。

b) [Key]フィールドに、最大 16バイトの英数字文字列を入力します。選択したインターフェイス
のキーが表示されます。

c) [Add]または [Delete]をクリックして、指定されたMD5キーを [MD5 ID and Key]テーブルに追
加またはテーブルから削除します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Properties]タブをクリックします。

ステップ 8 編集するインターフェイスを選択します。テーブルの行をダブルクリックすると、選択したイン

ターフェイスの [Properties]タブダイアログボックスが開きます。

ステップ 9 [Edit]をクリックします。
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[EditOSPF Interface Properties]ダイアログボックスが表示されます。[Interface]フィールドに、OSPF
プロパティ設定の対象であるインターフェイスの名前が表示されます。このフィールドは編集で

きません。

ステップ 10 このインターフェイスがブロードキャストインターフェイスかどうかに応じて、[Broadcast]チェッ
クボックスをオンまたはオフにします。

デフォルトでは、イーサネットインターフェイスの場合はこのチェックボックスがオンになって

います。このチェックボックスをオフにすると、インターフェイスをポイントツーポイントの非

ブロードキャストインターフェイスとして指定したことになります。インターフェイスをポイン

トツーポイントの非ブロードキャストとして指定すると、OSPFルートを VPNトンネル経由で送
信できます。

インターフェイスをポイントツーポイント、非ブロードキャストとして設定すると、次の制限が

適用されます。

•インターフェイスにはネイバーを 1つだけ定義できます。

•ネイバーは手動で設定する必要があります詳細については、「スタティックOSPFv2ネイバー
の定義, （679ページ）」を参照してください。

•クリプトポイントを指すスタティックルートを定義する必要があります。詳細については、
「スタティックルートの設定, （610ページ）」を参照してください。

•トンネル経由のOSPFがインターフェイスで実行中である場合は、アップストリームルータ
を使用する通常の OSPFを同じインターフェイス上で実行することはできません。

• OSPFネイバーを指定する前に、クリプトマップをインターフェイスにバインドする必要が
あります。これは、OSPFアップデートがVPNトンネルを通過できるようにするためです。
OSPFネイバーを指定した後でクリプトマップをインターフェイスにバインドした場合は、
clear local-host allコマンドを使用して OSPF接続をクリアします。これで、OSPF隣接関係
を VPNトンネル経由で確立できるようになります。

ステップ 11 次のオプションを設定します。

• [Cost]フィールドに、このインターフェイスを通してパケット 1個を送信するコストを決定
する値を入力します。デフォルト値は 10です。

• [Priority]フィールドに、OSPFルータ優先順位の値を入力します。

2つのルータがネットワークに接続している場合、両方が指定ルータになろうとします。ルー
タ優先順位の高いデバイスが指定ルータになります。ルータ優先順位が同じ場合は、ルータ

IDが高い方が指定ルータになります。

この設定の有効値の範囲は 0～ 255です。デフォルト値は 1です。この設定に 0を入力する
と、適切でないルータが指定ルータになったり、指定ルータのバックアップが行われたりし

ます。この設定は、ポイントツーポイントの非ブロードキャストインターフェイスとして設

定されているインターフェイスには適用されません。

• [MTU Ignore]チェックボックスをオンまたはオフにします。

OSPFは、ネイバーが共通インターフェイスで同じMTUを使用しているかどうかをチェック
します。このチェックは、ネイバーによるDBDパケットの交換時に行われます。DBDパケッ
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トに受信したMTUが着信インターフェイスに設定されている IP MTUより高い場合、OSPF
の隣接性は確立されません。

• [Database filter]チェックボックスをオンまたはオフにします。

この設定は、同期とフラッディングのときに発信LSAインターフェイスをフィルタリングす
るのに使用します。デフォルトでは、OSPFは、LSAが到着したインターフェイスを除き、
同じエリア内のすべてのインターフェイスで新しいLSAをフラッドします。完全メッシュ化
トポロジでは、このフラッディングによって帯域幅が浪費されて、リンクおよびCPUの過剰
使用につながることがあります。このチェックボックスをオンにすると、選択されているイ

ンターフェイスでは OSPFの LSAフラッディングが行われなくなります。

ステップ 12 （任意）[Advanced]をクリックして [Edit OSPFAdvanced Interface Properties]ダイアログボックスを
開きます。ここでは、OSPF hello間隔、再送信間隔、送信遅延、およびデッド間隔の値を変更で
きます。

通常は、ネットワーク上で OSPFの問題が発生した場合にだけ、これらの値をデフォルトから変
更する必要があります。

ステップ 13 [Intervals]セクションには、次の値を入力します。

• [Hello Interval]には、インターフェイス上で送信される helloパケットの間隔を秒単位で指定
します。hello間隔を小さくすると、トポロジ変更が検出されるまでの時間が短くなります
が、インターフェイス上で送信されるトラフィックは多くなります。この値は、特定のイン

ターフェイス上のすべてのルータおよびアクセスサーバで同じである必要があります。有効

な値の範囲は、1～ 8192秒です。デフォルト値は 10秒です。

• [Retransmit Interval]には、このインターフェイスに属する隣接関係の LSA再送信の間隔を秒
単位で指定します。ルータはそのネイバーにLSAを送信すると、確認応答メッセージを受信
するまでその LSAを保持します。確認応答を受信しなかった場合、ルータは LSAを再送信
します。この値は控えめに設定する必要があります。そうしないと、不要な再送信が発生す

る可能性があります。シリアル回線および仮想リンクの場合は、値を大きくする必要があり

ます。有効な値の範囲は、1～ 8192秒です。デフォルト値は 5秒です。

• [Transmit Delay]には、このインターフェイス上で LSAパケット 1個を送信するのに必要な
時間の推定値を秒単位で指定します。更新パケット内のLSAには、送信前に、このフィール
ドで指定した値によって増分された経過時間が格納されます。リンクでの送信前に遅延が加

算されていない場合、LSAがリンクを介して伝播する時間は考慮されません。値は、イン
ターフェイスの送信および伝播遅延を考慮して割り当てる必要があります。この設定は、非

常に低速のリンクでより重要な意味を持ちます。有効な値の範囲は、1～ 8192秒です。デ
フォルト値は 1秒です。

ステップ 14 [Detecting Lost Neighbors]セクションで、次のいずれかを実行します。

• [Configure interval within which hello packets are not received before the router declares the neighbor
to be down]をクリックします。[Dead Interval]フィールドで、ルータがダウンしていると見な
す基準となる時間を秒数で指定します。この時間が経過しても helloパケットが 1つも受信
されない場合は、ネイバーがルータのダウンを宣言します。有効な値の範囲は、1～ 8192秒
です。この設定のデフォルト値は、[Hello Interval]フィールドで設定された時間の長さの 4
倍です。
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• [Send fast hello packets within 1 seconds dead interval]をクリックします。[Hellomultiplier]フィー
ルドで、1秒ごとに送信される helloパケットの数を指定します。有効な値は、3～ 20です。

OSPFv2 エリアパラメータの設定
複数のOSPFエリアパラメータを設定できます。これらのエリアパラメータ（後述のタスクリス
トに表示）には、認証の設定、スタブエリアの定義、デフォルトサマリールートへの特定のコ

ストの割り当てがあります。認証では、エリアへの不正アクセスに対してパスワードベースで保

護します。

スタブエリアは、外部ルートの情報が送信されないエリアです。その代わりに、ABRで生成され
るデフォルトの外部ルートがあり、このルートは自律システムの外部の宛先としてスタブエリア

に送信されます。OSPFスタブエリアのサポートを活用するには、デフォルトのルーティングを
スタブエリアで使用する必要があります。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順
に選択します。

ステップ 2 [Area/Networks]タブをクリックします。
[Add OSPF Area]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 次に示す [Area Type]のオプションのいずれかを選択します。

• [Normal]を選択すると、このエリアは標準の OSPFエリアとなります。エリアを最初に作成
するときは、このオプションがデフォルトで選択されています。

• [Stub]を選択すると、このエリアはスタブエリアとなります。スタブエリアには、その向こ
う側にルータまたはエリアはありません。スタブエリアは、ASExternalLSA（タイプ5LSA）
がスタブエリアにフラッドされないようにします。スタブエリアを作成するときに、サマ

リーLSA（タイプ3および4）がそのエリアにフラッディングされないように設定するには、
[Summary]チェックボックスをオフにします。

• [Summary]チェックボックスは、エリアをスタブエリアとして定義するときに、LSAがこの
エリアに送信されないよう設定する場合にオフにします。デフォルトでは、スタブエリアの

場合にこのチェックボックスはオンになります。

• [NSSA]を選択すると、このエリアはNot-So-StubbyAreaとなります。NSSAは、タイプ 7LSA
を受け入れます。NSSAを作成するときに、[Summary]チェックボックスをオフにすること
でサマリーLSAがそのエリアにフラッディングされないようにするオプションがあります。
また、[Redistribute]チェックボックスをオフにし、[Default InformationOriginate]チェックボッ
クスをオンにすることで、ルートの再配布をディセーブルにすることもできます。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
674

OSPFv2 のカスタマイズ



ステップ 4 [IP Address]フィールドに、エリアに追加するネットワークまたはホストの IPアドレスを入力し
ます。デフォルトエリアを作成するには、0.0.0.0およびネットマスク0.0.0.0を使用します。0.0.0.0
を入力できるエリアは 1つだけです。

ステップ 5 [NetworkMask]フィールドに、エリアに追加する IPアドレスまたはホストのネットワークマスク
を入力します。ホストを追加する場合、255.255.255.255マスクを選択します。

ステップ 6 [OSPF Authentication type]で、次のオプションから選択します。

• [None]を選択すると、OSPFエリア認証が無効になります。これがデフォルト設定です。

• [Password]を選択すると、クリアテキストパスワードがエリア認証に使用されますが、セ
キュリティが懸念となっている場合は推奨しません。

• [MD5]を選択すると、MD5認証ができるようになります。

ステップ 7 [Default Cost]フィールドに値を入力して、[OSPF]エリアのデフォルトコストを指定します。
有効値の範囲は、0～ 65535です。デフォルト値は 1です。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

OSPFv2 NSSA の設定
NSSAの OSPFv2への実装は、OSPFv2のスタブエリアに似ています。NSSAは、タイプ 5の外部
LSAをコアからエリアにフラッディングすることはありませんが、自律システムの外部ルートを
ある限られた方法でエリア内にインポートできます。

NSSAは、再配布によって、タイプ7の自律システムの外部ルートをNSSAエリア内部にインポー
トします。これらのタイプ 7のLSAは、NSSAのABRによってタイプ 5のLSAに変換され、ルー
ティングドメイン全体にフラッディングされます。変換中は集約とフィルタリングがサポートさ

れます。

OSPFv2を使用する中央サイトから異なるルーティングプロトコルを使用するリモートサイトに
接続しなければならない ISPまたはネットワーク管理者は、NSSAを使用することによって管理
を簡略化できます。

NSSAが実装される前は、企業サイトの境界ルータとリモートルータ間の接続では、OSPFv2スタ
ブエリアとしては実行されませんでした。これは、リモートサイト向けのルートは、スタブエ

リアに再配布することができず、2種類のルーティングプロトコルを維持する必要があったため
です。RIPのようなシンプルなプロトコルを実行して再配布を処理する方法が一般的でした。NSSA
が実装されたことで、企業ルータとリモートルータ間のエリアをNSSAとして定義することによ
り、NSSAで OSPFv2を拡張してリモート接続をカバーできます。

この機能を使用する前に、次のガイドラインを参考にしてください。

•外部の宛先に到達するために使用可能なタイプ 7のデフォルトルートを設定できます。設定
すると、NSSAまたは NSSAエリア境界ルータまでのタイプ 7のデフォルトがルータによっ
て生成されます。
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•同じエリア内のすべてのルータは、エリアがNSSAであることを認識する必要があります。
そうでない場合、ルータは互いに通信できません。

手順

ステップ 1 メインの ASDMホームページで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Area/Networks]タブをクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。
[Add OSPF Area]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Area Type]領域の [NSSA]オプションボタンをクリックします。
エリアをNot-So-Stubby Areaにするには、このオプションを選択します。NSSAは、タイプ 7 LSA
を受け入れます。NSSAを作成するときに、[Summary]チェックボックスをオフにすることでサマ
リー LSAがそのエリアにフラッディングされないようにするオプションがあります。また、
[Redistribute]チェックボックスをオフにし、[Default Information Originate]チェックボックスをオ
ンにすることで、ルートの再配布をディセーブルにすることもできます。

ステップ 5 [IP Address]フィールドに、エリアに追加するネットワークまたはホストの IPアドレスを入力し
ます。デフォルトエリアを作成するには、0.0.0.0およびネットマスク0.0.0.0を使用します。0.0.0.0
を入力できるエリアは 1つだけです。

ステップ 6 [NetworkMask]フィールドに、エリアに追加する IPアドレスまたはホストのネットワークマスク
を入力します。ホストを追加する場合、255.255.255.255マスクを選択します。

ステップ 7 [Authentication]領域の [None]オプションボタンをクリックすると、OSPFエリア認証がディセー
ブルになります。

ステップ 8 [Default Cost]フィールドに値を入力して、[OSPF]エリアのデフォルトコストを指定します。
有効値の範囲は、0～ 65535です。デフォルト値は 1です。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

クラスタリングの IP アドレスプールの設定（OSPFv2 および OSPFv3）
個別インターフェイスクラスタリングを使用する場合は、ルータ IDのクラスタプールの IPv4ア
ドレスの範囲を割り当てることができます。

OSPFv2の個別インターフェイスのルータ IDのクラスタプールの IPv4アドレスの範囲を割り当
てるには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 メインの ASDMホームページで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFプロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPF Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Cluster Pool]オプションボタンをクリックします。クラスタリングを使用している場合は、ルー
タ IDの IPアドレスプールを指定する必要はありません（つまりフィールドは空）。IPアドレス
プールを入力しない場合、ASAは自動的に生成されたルータ IDを使用します。

ステップ 5 IPアドレスプールの名前を入力するか、省略記号をクリックして [Select IP Address Pool]ダイア
ログボックスを表示します。

ステップ 6 既存の IPアドレスプール名をダブルクリックして、[Assign]フィールドに追加します。[Add]を
クリックして、新しい IPアドレスプールを作成することもできます。
[Add IPv4 Pool]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 [Name]フィールドに新しい IPアドレスプール名を入力します。

ステップ 8 開始 IPアドレスを入力するか、または省略記号をクリックして、[Browse Starting IP Address]ダイ
アログボックスを表示します。

ステップ 9 エントリをダブルクリックして、[Starting IP Address]フィールドに追加し、続いて [OK]をクリッ
クします。

ステップ 10 最後の IPアドレスを入力するか、または省略記号をクリックして、[Browse Ending IP Address]ダ
イアログボックスを表示します。

ステップ 11 エントリをダブルクリックして、[Ending IP Address]フィールドに追加し、続いて [OK]をクリッ
クします。

ステップ 12 ドロップダウンリストからサブネットマスクを選択し、続いて [OK]をクリックします。
[Select IP Address Pool]リストに、新しい IPアドレスプールが表示されます。

ステップ 13 新しい IPアドレスプール名をダブルクリックして、[Assign]フィールドに追加し、続いて [OK]を
クリックします。

[Edit OSPF Process Advanced Properties]ダイアログボックスの [Cluster Pool]フィールドに、新しい
IPアドレスプール名が表示されます。

ステップ 14 [OK]をクリックします。

ステップ 15 新しく追加された IPアドレスプール設定を変更する場合は、[Edit]をクリックします。
[Edit IPv4 Pool]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 16 ステップ 4～ 14を繰り返します。
すでに割り当てられ、1つ以上の接続プロファイルによってすでに使用されている既存
の IPアドレスプールを編集または削除することはできません。

（注）
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ステップ 17 [OK]をクリックします。

ステップ 18 OSPFv3の個別インターフェイスクラスタリングのルータ IDのクラスタプールに IPv4アドレス
範囲を割り当てるには、次の手順を実行します。

a) メインのASDMホームページで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]
の順に選択します。

b) [Process Instances]タブをクリックします。
c) 編集する OSPFプロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。

[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

d) [Router ID]ドロップダウンリストから [Cluster Pool]オプションを選択します。ルータ IDの IP
アドレスプールを指定する必要がない場合は、[Automatic]オプションを選択します。IPアド
レスプールを設定しない場合、ASAは自動的に生成されたルータ IDを使用します。

e) IPアドレスプール名を入力します。省略記号をクリックして、[IP Address Pool]ダイアログ
ボックスを表示することもできます。

f) 既存の IPアドレスプール名をダブルクリックして、[Assign]フィールドに追加します。[Add]
をクリックして、新しい IPアドレスプールを作成することもできます。
[Add IPv4 Pool]ダイアログボックスが表示されます。

g) [Name]フィールドに新しい IPアドレスプール名を入力します。
h) 開始 IPアドレスを入力するか、または省略記号をクリックして、[Browse Starting IP Address]
ダイアログボックスを表示します。

i) エントリをダブルクリックして、[Starting IP Address]フィールドに追加し、続いて [OK]をク
リックします。

j) 最後の IPアドレスを入力するか、または省略記号をクリックして、[Browse Ending IP Address]
ダイアログボックスを表示します。

k) エントリをダブルクリックして、[Ending IP Address]フィールドに追加し、続いて [OK]をク
リックします。

l) ドロップダウンリストからサブネットマスクを選択し、続いて [OK]をクリックします。
[Select IP Address Pool]リストに、新しい IPアドレスプールが表示されます。

m) 新しい IPアドレスプール名をダブルクリックして、[Assign]フィールドに追加し、続いて [OK]
をクリックします。

[Edit OSPF Process Advanced Properties]ダイアログボックスの [Cluster Pool]フィールドに、新し
い IPアドレスプール名が表示されます。

n) [OK]をクリックします。
o) 新しく追加されたクラスタプールの設定を変更する場合は、[Edit]をクリックします。

[Edit IPv4 Pool]ダイアログボックスが表示されます。

p) ステップ 4～ 14を繰り返します。
すでに割り当てられ、別の OSPFv3プロセスによってすでに使用されている既存の
IPアドレスプールを編集または削除することはできません。

（注）

q) [OK]をクリックします。
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スタティック OSPFv2 ネイバーの定義
ポイントツーポイントの非ブロードキャストネットワークを介して OSPFv2ルートをアドバタイ
ズするには、スタティックOSPFv2ネイバーを定義する必要があります。この機能により、OSPFv2
アドバタイズメントを GREトンネルにカプセル化しなくても、既存の VPN接続でブロードキャ
ストすることができます。

開始する前に、OSPFv2ネイバーに対するスタティックルートを作成する必要があります。スタ
ティックルートの作成方法の詳細については、スタティックルートの設定, （610ページ）を参
照してください。

手順

ステップ 1 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Static Neighbor]
の順に選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add/Edit OSPF Neighbor Entry]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで
は、新しいスタティックネイバーを定義することや、既存のスタティックネイバーの情報を変更

することができます。ポイントツーポイントの非ブロードキャストインターフェイスごとに、ス

タティックネイバーを 1つ定義する必要があります。次の制約事項に注意してください。

•異なる 2つの OSPFプロセスに対して同じスタティックネイバーを定義できません。

•各スタティックネイバーにスタティックルートを定義する必要があります

ステップ 3 [OSPF Process]ドロップダウンリストで、スタティックネイバーに関連付ける OSPFプロセスを
選択します。既存のスタティックネイバーを編集している場合、この値は変更できません。

ステップ 4 [Neighbor]フィールドに、スタティックネイバーの IPアドレスを入力します。

ステップ 5 [Interface]フィールドで、スタティックネイバーに関連付けるインターフェイスを選択します。既
存のスタティックネイバーを編集している場合、この値は変更できません。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ルート計算タイマーの設定

OSPFv2によるトポロジ変更受信と最短パス優先（SPF）計算開始との間の遅延時間が設定できま
す。最初に SPFを計算してから次に計算するまでの保持時間も設定できます。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順に
選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFプロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPF Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Timers]領域では、LSAペーシングおよび SPF計算のタイマーの設定に使用される値を変更でき
ます。[Timers]領域で、次の値を入力します。

• [Initial SPF Delay]は、OSPFがトポロジ変更を受信してから SPF計算が開始されるまでの時
間（ミリ秒）を指定します。有効な値の範囲は、0～ 600000ミリ秒です。

• [Minimum SPF Hold Time]は、連続する SPF計算間の保持時間をミリ秒で指定します。有効
な値の範囲は、0～ 600000ミリ秒です。

• [Maximum SPFWait Time]は、2回の連続する SPF計算間の最大待機時間を指定します。有効
な値の範囲は、0～ 600000ミリ秒です。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ネイバーの起動と停止のロギング

デフォルトでは、OSPFv2ネイバーがアップ状態またはダウン状態になったときに、syslogメッ
セージが生成されます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順
に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPF Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [AdjacencyChanges]領域には、syslogメッセージ送信を引き起こす隣接関係変更を定義するための
設定があります。[Adjacency Changes]領域で、次の値を入力します。

• [Log Adjacency Changes]チェックボックスをオンにすると、OSPFv2ネイバーがアップ状態ま
たはダウン状態になるたびにASAによって syslogメッセージが送信されるようになります。
この設定は、デフォルトでオンになっています。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
680

OSPFv2 のカスタマイズ



• [LogAdjacencyChangesDetail]チェックボックスをオンにすると、ネイバーがアップ状態また
はダウン状態になったときだけでなく、状態の変更が発生したときにもASAによって syslog
メッセージが送信されるようになります。デフォルトでは、この設定はオフになっていま

す。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
ネイバーのアップまたはダウンのメッセージが送信されるには、ロギングがイネーブル

になっている必要があります。

（注）

OSPF でのフィルタリングの設定
[Filtering]ペインには、各 OSPFプロセスに対して設定済みの ABRタイプ 3 LSAフィルタが表示
されます。

ABRタイプ 3 LSAフィルタを設定すると、指定したプレフィックスだけが 1つのエリアから別の
エリアに送信され、その他のプレフィックスはすべて制限されます。このタイプのエリアフィル

タリングは、特定のOSPFエリアから、特定のOSPFエリアへ、または同じOSPFエリアへ同時に
適用できます。

OSPF ABRタイプ 3 LSAフィルタリングによって、OSPFエリア間のルート再配布の制御が向上
します。

フィルタリングされるのは、ABRから送信されるタイプ 3 LSAだけです。（注）

OSPFでのフィルタリングを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Filtering]の
順に選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add or OSPF Filtering Entry]ダイアログボックスでは、新しいフィルタを [Filter]テーブルに追加
することや、既存のフィルタを修正することができます。既存のフィルタを編集するとき、一部

のフィルタリング情報は変更できません。

ステップ 3 フィルタエントリに関連付ける OSPFプロセスを [OSPF Process]ドロップダウンリストで選択し
ます。

ステップ 4 フィルタエントリに関連付けるエリア IDを [Area ID]ドロップダウンリストで選択します。既存
のフィルタエントリを編集している場合、この設定は変更できません。

ステップ 5 プレフィックスリストを [Prefix List]ドロップダウンリストで選択します。

ステップ 6 フィルタリングするトラフィックの方向を [Traffic Direction]ドロップダウンリストで選択しま
す。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

681

OSPFv2 のカスタマイズ



OSPFエリアへの LSAをフィルタリングするには [Inbound]を選択し、OSPFエリアからの LSAを
フィルタリングするには [Outbound]を選択します。既存のフィルタエントリを編集している場
合、この設定は変更できません。

ステップ 7 [Manage]をクリックすると [Configure Prefix Lists]ダイアログボックスが表示され、ここでプレ
フィックスリストとプレフィックスルールを追加、編集、または削除できます。詳細について

は、プレフィックスリストの設定, （628ページ）およびルートアクションのメトリック値の設
定, （629ページ）を参照してください。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

OSPF の仮想リンクの設定
OSPFネットワークにエリアを追加し、そのエリアをバックボーンエリアに直接接続できない場
合、仮想リンクを作成する必要があります。仮想リンクは、通過エリアと呼ばれる共通エリアを

持つ 2つの OSPFデバイスを接続します。OSPFデバイスのいずれかは、バックボーンエリアに
接続されている必要があります。

新しい仮想リンクを定義する、または既存の仮想リンクのプロパティを変更するには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Virtual Link]
の順に選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add OSPF Virtual Link]または [Edit OSPF Virtual Link]ダイアログボックスが表示され、ここで新
しい仮想リンクを定義することや、既存の仮想リンクのプロパティを変更することができます。

ステップ 3 仮想リンクに関連付ける OSPFプロセス IDを [OSPF Process]ドロップダウンリストで選択しま
す。既存の仮想リンクエントリを編集している場合、この設定は変更できません。

ステップ 4 仮想リンクに関連付けるエリア IDを [Area ID]ドロップダウンリストで選択します。
ネイバー OSPFデバイスによって共有されるエリアを選択します。[NSSA]エリアまたは [Stub]エ
リアは選択できません。既存の仮想リンクエントリを編集している場合、この設定は変更できま

せん。

ステップ 5 [Peer Router ID]フィールドに、仮想リンクネイバーのルータ IDを入力します。
既存の仮想リンクエントリを編集している場合、この設定は変更できません。

ステップ 6 仮想リンクの詳細プロパティを編集するには、[Advanced]をクリックします。
[Advanced OSPF Virtual Link Properties]ダイアログボックスが表示されます。このエリアにある仮
想リンクに対して、OSPFプロパティを設定できます。プロパティには、認証およびパケット間隔
設定が含まれます。
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ステップ 7 [Authentication]領域で、[Authentication type]を選択します。次のオプションボタンのいずれかを
クリックします。

• [None]を選択すると、OSPF認証がディセーブルになります。

•クリアテキストパスワード認証を使用する場合は[Authentication Password]。セキュリティ面
が懸念される場合は推奨しません。

• [MD5]を選択すると、MD5認証が使用されます（推奨）。

• [Area]を選択すると、エリアに対して指定された認証タイプを使用します（デフォルト）。
エリア認証の設定については、OSPFv2エリアパラメータの設定, （674ページ）を参照して
ください。エリア認証はデフォルトでディセーブルになっています。したがって、それ以前

にエリア認証タイプを指定していない限り、エリア認証を設定するインターフェイスでは、

設定するまで認証がディセーブルになっています。

ステップ 8 [Authentication Password]領域で、パスワードを入力し、もう一度入力します（パスワード認証が
イネーブルのとき）。パスワードは、最大 8文字のテキスト文字列であることが必要です。

ステップ 9 [MD5 IDs and Key]領域で、MD5のキーとパラメータを入力します（MD5認証がイネーブルのと
き）。OSPF認証を使用するインターフェイス上のすべてのデバイスで、同じMD5キーおよび ID
を使用する必要があります。次の設定を指定します。

a) [Key ID]フィールドに、数値のキー IDを入力します。有効値の範囲は、1～ 255です。選択し
たインターフェイスのキー IDが表示されます。

b) [Key]フィールドに、最大 16バイトの英数字文字列を入力します。選択したインターフェイス
のキー IDが表示されます。

c) [Add]または [Delete]をクリックして、指定されたMD5キーを [MD5 ID and Key]テーブルに追
加またはテーブルから削除します。

ステップ 10 [Interval]領域で、パケットの間隔を指定します。次のオプションから選択します。

• [Hello Interval]には、インターフェイス上で送信される helloパケットの間隔を秒単位で指定
します。hello間隔を小さくすると、トポロジ変更が検出されるまでの時間が短くなります
が、インターフェイス上で送信されるトラフィックは多くなります。この値は、特定のイン

ターフェイス上のすべてのルータおよびアクセスサーバで同じである必要があります。有効

値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルト値は 10秒です。

• [Retransmit Interval]には、このインターフェイスに属する隣接関係の LSA再送信の間隔を秒
単位で指定します。ルータはそのネイバーにLSAを送信すると、確認応答メッセージを受信
するまでその LSAを保持します。確認応答を受信しなかった場合、ルータは LSAを再送信
します。この値は控えめに設定する必要があります。そうしないと、不要な再送信が発生す

る可能性があります。シリアル回線および仮想リンクの場合は、値を大きくする必要があり

ます。有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルト値は 5秒です。

• [Transmit Delay]には、このインターフェイス上で LSAパケット 1個を送信するのに必要な時
間の推定値を秒単位で指定します。更新パケット内のLSAには、送信前に、このフィールド
で指定した値によって増分された経過時間が格納されます。リンクでの送信前に遅延が加算

されていない場合、LSAがリンクを介して伝播する時間は考慮されません。値は、インター
フェイスの送信および伝播遅延を考慮して割り当てる必要があります。この設定は、非常に
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低速のリンクでより重要な意味を持ちます。有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォル
ト値は 1秒です。

• [Dead Interval]には、ルータがダウンしていると見なす基準となる時間を秒数で指定します。
この時間が経過しても helloパケットが 1つも受信されない場合は、ネイバーがルータのダ
ウンを宣言します。有効値の範囲は 1～ 65535です。このフィールドのデフォルト値は、
[Hello Interval]フィールドに設定されている時間間隔の 4倍です。

ステップ 11 [OK]をクリックします。

OSPFv3 の設定
ここでは、OSPFv3ルーティングプロセスの設定に関連するタスクについて説明します。

OSPFv3 の有効化
OSPFv3をイネーブルにするには、OSPFv3ルーティングプロセスを作成し、OSPFv3用のエリア
を作成して、OSPFv3のインターフェイスをイネーブルにする必要があります。その後、ターゲッ
トの OSPFv3ルーティングプロセスにルートを再配布する必要があります。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブで、[Enable OSPFv3 Process]チェックボックスをオンにします。最大 2つの
OSPFプロセスインスタンスをイネーブルにできます。シングルコンテキストモードだけがサ
ポートされます。

ステップ 3 [Process ID]フィールドにプロセス IDを入力します。IDは、任意の正の整数が可能です。

ステップ 4 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

ステップ 5 以降の手順については、OSPFv3エリアパラメータの設定, （687ページ）を参照してください。

OSPFv3 インターフェイスパラメータの設定
必要に応じて特定のインターフェイス固有の OSPFv3パラメータを変更できます。これらのパラ
メータを必ずしも変更する必要はありませんが、hello intervalと dead intervalというインターフェ
イスパラメータは、接続されているネットワーク内のすべてのルータで一致している必要があり

ます。これらのパラメータを設定する場合は、ネットワーク上のすべてのルータで、コンフィギュ

レーションの値が矛盾していないことを確認してください。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Interfaces]
の順に選択します。

ステップ 2 [Authentication]タブをクリックします。

ステップ 3 インターフェイスの認証パラメータを指定するには、インターフェイスを選択し、[Edit]をクリッ
クします。

[Edit OSPFv3 Interface Authentication]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Authentication Type]ドロップダウンリストから認証タイプを選択します。使用可能なオプション
は、[Area]、[Interface]、[None]です。[None]オプションを選択すると、認証が行われません。

ステップ 5 [AuthenticationAlgorithm]ドロップダウンリストから認証アルゴリズムを選択します。サポートさ
れる値は、[SHA-1]および [MD5]です。

ステップ 6 [Authentication Key]フィールドに認証キーを入力します。MD5認証を使用する場合、キーの長さ
は 32桁の 16進数（16バイト）である必要があります。SHA-1認証を使用する場合、キーの長さ
は 40桁の 16進数（20バイト）である必要があります。

ステップ 7 [Encryption Algorithm]ドロップダウンリストから暗号化アルゴリズムを選択します。サポートさ
れる値は、[AES-CDC]、[3DES]、[DES]です。ヌルのエントリは暗号化されません。

ステップ 8 [Encryption Key]フィールドに暗号キーを入力します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [Properties]タブをクリックします。

ステップ 11 プロパティを変更するインターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。
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[Edit OSPFv3 Interface Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 12 [Enable OSPFv3 on this interface]チェックボックスをオンにします。

ステップ 13 ドロップダウンリストからプロセス IDを選択します。

ステップ 14 ドロップダウンリストから領域 IDを選択します。

ステップ 15 （オプション）インターフェイスに割り当てる領域インスタンス IDを指定します。インターフェ
イスは、OSPFv3エリアを1つだけ保有できます。複数のインターフェイスで同じエリアを使用で
き、各インターフェイスは異なるエリアインスタンス IDを使用できます。

ステップ 16 ドロップダウンリストからネットワークタイプを選択します。サポートされるオプションは、

[Default]、[Broadcast]、[Point-to-Point]です。

ステップ 17 [Cost]フィールドにインターフェイスでのパケット送信コストを入力します。

ステップ 18 [Priority]フィールドにルータプライオリティを入力します。これは、ネットワークにおける指定
ルータの特定に役立ちます。有効値の範囲は 0～ 255です。

ステップ 19 [DisableMTUmismatch detection]チェックボックスをオンにして、DBDパケットが受信された場合
の OSPF MTU不一致検出をディセーブルにします。OSPF MTU不一致検出は、デフォルトでイ
ネーブルになっています。

ステップ 20 [Filter outgoing link state advertisements]チェックボックスをオンにして、OSPFv3インターフェイス
に対する出力 LSAをフィルタします。デフォルトでは、すべての発信 LSAがインターフェイス
にフラッディングされます。

ステップ 21 [Timers]領域の [Dead Interval]フィールドに helloパケットが表示されない場合に、ルータがダウ
ンしたとネイバーが判断するまでの待ち時間を秒単位で入力します。この値はネットワーク上の

すべてのノードで同じにする必要があります。値の範囲は、1～ 65535です。

ステップ 22 [Hello Interval]フィールドに、helloパケットがインターフェイスに送信される間隔を秒単位で入
力します。この値は特定のネットワーク上のすべてのノードで同じにする必要があります。値の

範囲は、1～ 65535です。デフォルトの間隔は、イーサネットインターフェイスで 10秒、非ブ
ロードキャストインターフェイスで 30秒です。

ステップ 23 [Retransmit Interval]フィールドに、インターフェイスに属する隣接ルータの LSA再送信間隔を秒
単位で入力します。接続ネットワーク上の任意の 2台のルータ間で想定される往復遅延より大き
な値にする必要があります。有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルトは 5秒です。

ステップ 24 [Transmit Delay]フィールドに、インターフェイスでリンクステートアップデートパケットを送
信する予想時間を秒単位で入力します。有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルト値は 1
秒です。

ステップ 25 [OK]をクリックします。

ステップ 26 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。
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OSPFv3 エリアパラメータの設定

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Areas]タブをクリックします。

ステップ 3 新しいエリアを追加するには、[Add]をクリックします。既存のエリアを変更するには、[Edit]を
クリックします。選択したエリアを削除するには、[Delete]をクリックします。
[Add OSPFv3 Area]ダイアログボックスまたは [Edit OSPFv3 Area]ダイアログボックスが表示され
ます。

ステップ 4 [OSPFv3 Process ID]ドロップダウンリストから、プロセス IDを選択します。

ステップ 5 ルートが集約されるエリアを指定するエリア IDを [Area ID]フィールドに入力します。

ステップ 6 [Area Type]ドロップダウンリストからエリアタイプを選択します。使用可能なオプションは、
[Normal]、[NSSA]、[Stub]です。

ステップ 7 エリアにサマリーLSAの送信を許可する場合は、[Allow sending of summaryLSAs into the area]チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 8 標準および not so stubbyエリアへのインポートルートの再配布を許可するには、[Redistribution
imports routes to normal and NSSA areas]チェックボックスをオンにします。

ステップ 9 OSPFv3ルーティングドメインにデフォルト外部ルートを生成するには、[Default information
originate]チェックボックスをチェックします。

ステップ 10 デフォルトルートの生成に使用するメトリックを [Metric]フィールドに入力します。デフォルト
値は 10です。有効なメトリック値の範囲は、0～ 16777214です。

ステップ 11 [Metric Type]ドロップダウンリストからメトリックタイプを選択します。メトリックタイプは、
OSPFv3ルーティングドメインにアドバタイズされるデフォルトルートに関連付けられた外部リ
ンクタイプです。使用可能なオプションは、タイプ 1外部ルートの場合は 1、タイプ 2外部ルー
トの場合は 2です。

ステップ 12 [Default Cost]フィールドにコストを入力します。

ステップ 13 [OK]をクリックします。

ステップ 14 [Route Summarization]タブをクリックします。

ステップ 15 ルートを統合および集約するための新しい範囲を指定するには、[Add]をクリックします。ルート
を統合および集約する既存の範囲を変更するには、[Edit]をクリックします。
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[Add Route Summarization]ダイアログボックスまたは [Edit Route Summarization]ダイアログボック
スが表示されます。

ステップ 16 [Process ID]ドロップダウンリストからプロセス IDを選択します。

ステップ 17 [Area ID]ドロップダウンリストからエリア IDを選択します。

ステップ 18 [IPv6 Prefix/Prefix Length]フィールドに IPv6プレフィックスとプレフィックス長を入力します。

ステップ 19 （オプション）このサマリールートのメトリックまたはコストを入力します。宛先への最短パス

を決定するための OSPF SPF計算で使用します。有効値の範囲は 0～ 16777215です。

ステップ 20 [Advertised]チェックボックスをオンにして、アドレス範囲の状態をアドバタイズされた設定し、
タイプ 3サマリー LSAを生成します。

ステップ 21 [OK]をクリックします。

ステップ 22 以降の手順については、仮想リンクネイバーの設定, （688ページ）を参照してください。

仮想リンクネイバーの設定

仮想リンクネイバーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Virtual Link]
の順に選択します。

ステップ 2 新しい仮想リンクネイバーを追加するには、[Add]をクリックします。既存の仮想リンクネイバー
を変更するには、[Edit]をクリックします。指定された仮想リンクネイバーを削除するには、
[Delete]をクリックします。
[Add Virtual Link]ダイアログボックスまたは [Edit Virtual Link]ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 3 [Process ID]ドロップダウンリストからプロセス IDを選択します。

ステップ 4 [Area ID]ドロップダウンリストからエリア IDを選択します。

ステップ 5 [Peer Router ID]フィールドにピアルータ ID（IPアドレス）を入力します。

ステップ 6 （オプション）[TTL Security]フィールドに仮想リンクの存続可能時間 (TTL)のセキュリティの
ホップ数を入力します。ホップ数の値は 1～ 254の範囲で指定します。

ステップ 7 [Timers]領域の [Dead Interval]フィールドに、helloパケットが表示されない場合に、ルータがダウ
ンしたとネイバーが判断するまでの待ち時間を秒単位で入力します。デッド間隔は符号なし整数

です。デフォルトは hello間隔の 4倍または 40秒です。この値は、共通のネットワークに接続さ
れているすべてのルータおよびアクセスサーバで同じであることが必要です。有効値の範囲は 1
～ 8192です。

ステップ 8 [Hello Interval]フィールドに、インターフェイスで送信される helloパケットの間隔を秒単位で入
力します。hello間隔は、helloパケットでアドバタイズされる符号なし整数です。この値は、共通
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のネットワークに接続されているすべてのルータおよびアクセスサーバで同じであることが必要

です。有効値の範囲は 1～ 8192です。デフォルトは 10です。

ステップ 9 [Retransmit Interval]フィールドに、インターフェイスに属している隣接ルータの LSA再送信間隔
を秒単位で入力します。再送信間隔は、接続されているネットワーク上の任意の 2台のルータ間
の予想されるラウンドトリップ遅延です。この値は、予想されるラウンドトリップ遅延より大き

くなり、1～ 8192の範囲で指定できます。デフォルトは 5分です。

ステップ 10 [Transmit Delay]フィールドに、インターフェイスのリンクステートアップデートパケットの送
信に必要な予想時間を秒単位で入力します。ゼロよりも大きい整数値を指定します。アップデー

トパケット内のLSA自体の経過時間は、転送前にこの値の分だけ増分されます。値の範囲は 1～
8192です。デフォルトは 1です。

ステップ 11 [Authentication]領域の [Enable Authentication]チェックボックスをオンにして、認証をイネーブル
にします。

ステップ 12 [Security Policy Index]フィールドに、セキュリティポリシーインデックスを入力します。値の範
囲は、256～4294967295の数字です。

ステップ 13 [AuthenticationAlgorithm]ドロップダウンリストから認証アルゴリズムを選択します。サポートさ
れる値は、[SHA-1]および [MD5]です。MD5認証を使用する場合、キーの長さは 32桁の 16進数
（16バイト）である必要があります。SHA-1認証を使用する場合、キーの長さは 40桁の 16進数
（20バイト）である必要があります。

ステップ 14 [Authentication Key]フィールドに認証キーを入力します。キーは 32文字の 16進数文字で構成さ
れる必要があります。

ステップ 15 [Encryption Algorithm]ドロップダウンリストから暗号化アルゴリズムを選択します。サポートさ
れる値は、[AES-CDC]、[3DES]、[DES]です。ヌルのエントリは暗号化されません。

ステップ 16 [Encryption Key]フィールドに暗号キーを入力します。

ステップ 17 [OK]をクリックします。

ステップ 18 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPFv3 受動インターフェイスの設定

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFv3プロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Passive Interfaces]領域では、インターフェイスのパッシブ OSPFv3ルーティングをイネーブルに
することができます。パッシブルーティングは、OSPFv3ルーティング情報のアドバタイズメン
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トの制御に有効であり、インターフェイスでの OSPFv3ルーティング更新の送受信をディセーブ
ルにします。[Passive Interfaces]領域で、次の設定を選択します。

• [Globalpassive]チェックボックスをオンにして、テーブルに表示されているインターフェイ
スすべてをパッシブにします。個々のインターフェイスをオフにすると、そのインターフェ

イスは非パッシブになります。

• [Global passive]チェックボックスをオフにすると、すべてのインターフェイスが非パッシブ
になります。個々のインターフェイスをオンにすると、そのインターフェイスはパッシブに

なります。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPFv3 アドミニストレーティブディスタンスの設定

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFプロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

[AdministrativeRouteDistances]領域では、管理ルート間隔の設定に使用された設定を変更すること
ができます。管理ルート間隔は 10～254の整数です。[AdministrativeRouteDistances]領域で、次の
値を入力します。

• [Inter Area]には、IPv6ルートの OSPVのエリア間ルートを指定します。

• [Intra Area]には、IPv6ルートの OSPFのエリア内ルートを指定します。

• [External]には、IPv6ルートのOSPFの外部タイプ 5および外部タイプ 7のルートを指定しま
す。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

ステップ 5 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPFv3 タイマーの設定
OSPFv3のLSA到着タイマー、LSAペーシングタイマー、およびスロットリングタイマーを設定
できます。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFv3プロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Timers]領域では、LSA到着、LSAペーシング、LSA再送信、LSAスロットル、SPFスロットル
時間の設定に使用された設定を変更することができます。[Timers]領域で、次の値を入力します。

• [LSAArrival]には、ネイバーから到着する同一LSAの最短受信間隔をミリ秒単位で指定しま
す。有効な範囲は 0～ 6000,000ミリ秒です。デフォルトは 1000ミリ秒です。

• [LSA Flood Pacing]には、フラッディングキュー内の LSAのアップデートのペースをミリ秒
単位で指定します。設定できる範囲は 5～ 100ミリ秒です。デフォルト値は 33ミリ秒です。

• [LSAGroupPacing]には、LSAをグループにまとめてリフレッシュ、チェックサム計算、エー
ジングする間隔を秒単位で指定します。有効値の範囲は 10～ 1800です。デフォルト値は
240です。

• [LSA Retransmission Pacing]には、再送信キュー内の LSAがペースされる時間をミリ秒単位
で指定します。設定できる範囲は 5～ 200ミリ秒です。デフォルト値は 66ミリ秒です。

• [LSA Throttle Initial]には、LSAの最初のオカレンスを生成する遅延をミリ秒単位で指定しま
す。デフォルト値は 0ミリ秒です。

• [LSAThrottleMinHold]には、同じLSAを発信する最短遅延時間をミリ秒単位で指定します。
デフォルト値は 5000ミリ秒です。

• [LSAThrottleMaxWait]には、同じLSAを発信する最長遅延時間をミリ秒単位で指定します。
デフォルト値は 5000ミリ秒です。

LSAスロットリングでは、最小時間または最大時間が最初のオカレンスの値より
も小さい場合、OSPFv3が自動的に最初のオカレンス値に修正します。同様に、指
定された最遅延が最小遅延よりも小さい場合、OSPFv3が自動的に最小遅延値に修
正します。

（注）

• [SPFThrottle Initial]には、SPF計算の変更を受信する遅延をミリ秒単位で指定します。デフォ
ルト値は 5000ミリ秒です。

• [SPF Throttle Min Hold]には、1番目と 2番目の SPF計算の間の遅延をミリ秒単位で指定しま
す。デフォルト値は 10000ミリ秒です。

• [SPF Throttle MaxWait]には、SPF計算の最長待機時間をミリ秒単位で指定する。デフォルト
値は 10000ミリ秒です。

SPFスロットリングでは、最短時間または最長時間が最初のオカレンスの値よりも
小さい場合、OSPFv3が自動的に最初のオカレンス値に修正します。同様に、指定
された最遅延が最小遅延よりも小さい場合、OSPFv3が自動的に最小遅延値に修正
します。

（注）
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ステップ 5 [OK]をクリックします。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

スタティック OSPFv3 ネイバーの定義
ポイントツーポイントの非ブロードキャストネットワークを介して OSPFv3ルートをアドバタイ
ズするには、スタティックOSPFネイバーを定義する必要があります。この機能により、OSPFv3
アドバタイズメントを GREトンネルにカプセル化しなくても、既存の VPN接続でブロードキャ
ストすることができます。

開始する前に、OSPFv3ネイバーに対するスタティックルートを作成する必要があります。スタ
ティックルートの作成方法の詳細については、スタティックルートの設定, （610ページ）を参
照してください。

手順

ステップ 1 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Static Neighbor]
の順に選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add Static Neighbor]または [Edit Static Neighbor]ダイアログボックスが表示されます。このダイア
ログボックスでは、新しいスタティックネイバーを定義することや、既存のスタティックネイ

バーの情報を変更することができます。ポイントツーポイントの非ブロードキャストインター

フェイスごとに、スタティックネイバーを 1つ定義する必要があります。次の制約事項に注意し
てください。

•異なる 2つの OSPFv3プロセスに対して同じスタティックネイバーを定義できません。

•各スタティックネイバーにスタティックルートを定義する必要があります

ステップ 3 [Interface]ドロップダウンリストから、スタティックネイバーに関連付けられたインターフェイ
スを選択します。既存のスタティックネイバーを編集している場合、この値は変更できません。

ステップ 4 [Link-local address]フィールドに、スタティックネイバーの IPv6アドレスを入力します。

ステップ 5 （オプション）[Priority]フィールドに、プライオリティレベルを入力します。

ステップ 6 （オプション）[Poll Interval]フィールドに、ポーリング間隔を秒単位で入力します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

Syslog メッセージの送信
OSPFv3ネイバーが起動または停止したときに、ルータが syslogメッセージを送信するように設定
します。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFプロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

[AdjacencyChanges]領域では、OSPFv3ネイバーが起動または停止したときに syslogメッセージを
送信するための設定を変更することができます。[Adjacency Changes]領域で、次の手順を実行し
ます。

• OSPFv3ネイバーが起動または停止したときに syslogメッセージを送信するには、[Log
Adjacency Changes]チェックボックスをオンにします。

• OSPFv3ネイバーが起動または停止したときだけではなく、各状態の syslogメッセージを送
信するには、[Include Details]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

ステップ 5 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

Syslog メッセージの抑止
ルータがサポートされていない LSAタイプ 6 Multicast OSPF（MOSPF）パケットを受信した場合
の syslogメッセージの送信を抑止するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFv3プロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Ignore LSA MOSPF]チェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。
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集約ルートコストの計算

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFプロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [RFC1583 Compatible]チェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。

OSPFv3 ルーティングドメインへのデフォルトの外部ルートの生成

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Process Instances]タブをクリックします。

ステップ 3 編集する OSPFv3プロセスを選択してから [Advanced]をクリックします。
[Edit OSPFv3 Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Default Information Originate Area]で、次の手順を実行します。
a) [Enable]チェックボックスをオンにして、OSPFv3ルーティングプロセスをイネーブルにしま
す。

b) [Always advertise]チェックボックスをオンにして、出口が 1つであるかどうかにかかわらず、
常時デフォルトルートをアドバタイズします。

c) デフォルトルートの生成に使用するメトリックを [Metric]フィールドに入力します。有効なメ
トリック値の範囲は、0～ 16777214です。デフォルト値は 10です。

d) [Metric Type]ドロップダウンリストは、OSPFv3ルーティングドメインにアドバタイズされる
デフォルトルートに関連付けられた外部リンクタイプです。有効な値は次のとおりです。

• 1：タイプ 1外部ルート

• 2：タイプ 2外部ルート

デフォルトはタイプ 2外部ルートです。
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e) [Route Map]ドロップダウンリストから、ルートマップが満たされている場合に、デフォルト
ルートを生成するルーティングプロセスを選択します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

IPv6 サマリープレフィックスの設定

手順

ステップ 1 ASDMのメインウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Summary
Prefix]の順に選択します。

ステップ 2 新しいサマリープレフィックスを追加するには、[Add]をクリックします。既存のサマリープレ
フィックスを適用するには、[Edit]をクリックします。サマリープレフィックスを削除するには、
[Delete]をクリックします。
[Add Summary Prefix]ダイアログボックスまたは [Edit Summary Prefix]ダイアログボックスが表示
されます。

ステップ 3 [Process ID]ドロップダウンリストからプロセス IDを選択します。

ステップ 4 [IPv6 Prefix/Prefix Length]フィールドに IPv6プレフィックスとプレフィックス長を入力します。

ステップ 5 [Advertise]チェックボックスをオンにして、指定したプレフィックスとマスクのペアに一致する
ルートをアドバタイズします。このチェックボックスをオフにすると、指定されたプレフィック

スとマスクペアと一致するルートが抑制されます。

ステップ 6 ルートマップを使用して再配布を制御するように照合値として使用できるタグ値を [Tag]フィー
ルドに入力します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

IPv6 ルートの再配布

手順

ステップ 1 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Redistribution]
の順に選択します。

ステップ 2 OSPFv3プロセスに接続済みルートを再配布するための新しいパラメータを追加するには、[Add]
をクリックします。OSPFv3プロセスに接続済みルートを再配布するための既存のパラメータを変
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更するには、[Edit]をクリックします。パラメータの選択したセットを削除するには [Delete]をク
リックします。

[Add Redistribution]ダイアログボックスまたは [Edit Redistribution]ダイアログボックスが表示され
ます。

ステップ 3 [Process ID]ドロップダウンリストからプロセス IDを選択します。

ステップ 4 [Source Protocol]ドロップダウンリストから、ルートが再配布されるソースプロトコルを選択し
ます。サポートされるプロトコルは、接続済み、スタティック、OSPFです。

ステップ 5 [Metric]フィールドにメトリック値を入力します。同じルータ上の一方のOSPFプロセスから他方
の OSPFプロセスにルートを再配布する場合、メトリック値を指定しないと、メトリックは一方
のプロセスから他方のプロセスへ存続します。他のプロセスを OSPFプロセスに再配布するとき
に、メトリック値を指定しない場合、デフォルトのメトリックは 20です。

ステップ 6 [Metric Type]ドロップダウンリストからメトリックタイプを選択します。使用可能なオプション
は、[None]、[1]、[2]です。

ステップ 7 （オプション）[Tag]フィールドにタグ値を入力します。このパラメータは、ASBR間で情報の転
送に使用される可能性のある各外部ルートに付加される 32ビットの 10進数値を指定します。何
も指定しない場合、BGPおよびEGPからのルートにはリモート自律システムの番号が使用されま
す。その他のプロトコルについては、ゼロが使用されます。有効な値は、0～ 4294967295です。

ステップ 8 [Route Map]ドロップダウンリストからルートマップを選択して、ソースルーティングプロトコ
ルから現在のルーティングプロトコルへのルートのインポートのフィルタリングをオンにしま

す。このパラメータを指定しない場合、すべてのルートが再配布されます。このパラメータを指

定し、ルートマップタグが表示されていない場合、ルートはインポートされません。

ステップ 9 再配布に接続済みルートを含めるには、[Include Connected]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [Match]チェックボックスをオンにして他のルーティングドメインへのルートを再配布し、次の
チェックボックスの 1つをオンにします。

• [Internal]は、特定の自律システムの内部にあるルートです。

• [External1]は、自律システムの外部であるが、OSPFv3にタイプ1外部ルートとしてインポー
トされるルートです。

• [External2]は、自律システムの外部であるが、OSPFv3にタイプ2外部ルートとしてインポー
トされるルートです。

• [NSSAExternal 1]は、自律システムの外部であるが、IPv6用の NSSAの OSPFv3にタイプ 1
の外部ルートとしてインポートされるルートです。

• [NSSAExternal 2]は、自律システムの外部であるが、IPv6用の NSSAの OSPFv3にタイプ 2
の外部ルートとしてインポートされるルートです。

ステップ 11 [OK]をクリックします。

ステップ 12 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。
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グレースフルリスタートの設定

ASAでは、既知の障害状況が発生することがあります。これにより、スイッチングプラットフォー
ム全体でパケット転送に影響を与えることがあってはなりません。Non-StopForwarding（NSF）機
能では、ルーティングプロトコル情報を復元している間に、既知のルートへのデータ転送が続行

されます。この機能は、コンポーネントに障害がある場合（フェールオーバー（HA）モードで処
理を引き継ぐスタンバイユニットが存在するアクティブユニットがクラッシュした場合や、クラ

スタモードで新しいマスターとして選択されたスレーブユニットが存在するマスターユニット

がクラッシュした場合など）、またはスケジュールされたヒットレスソフトウェアアップグレー

ドがある場合に役立ちます。

グレースフルリスタートは、OSPFv2とOSPFv3の両方でサポートされています。NSFCisco（RFC
4811およびRFC4812）またはNSF IETF（RFC3623）のいずれかを使用して、OSPFv2上でグレー
スフルリスタートを設定できます。graceful-restart（RFC 5187）を使用して、OSPFv3上でグレー
スフルリスタートを設定できます。

NSFグレースフルリスタート機能の設定には、機能の設定と NSF対応または NSF認識としての
デバイスの設定という 2つのステップが伴います。NSF対応デバイスは、ネイバーに対して独自
のリスタートアクティビティを示すことができ、NSF認識デバイスはネイバーのリスタートをサ
ポートすることができます。

デバイスは、いくつかの条件に応じて、NSF対応または NSF認識として設定できます。

•デバイスは、現在のデバイスのモードに関係なく、NSF認識デバイスとして設定できます。

•デバイスを NSF対応として設定するには、デバイスはフェールオーバーまたはスパンド
EtherChannel（L2）クラスタモードのいずれかである必要があります。

•デバイスを NSF認識または NSF対応にするには、必要に応じて opaqueリンクステートア
ドバタイズメント（LSA）/リンクローカルシグナリング（LLS）ブロックの機能を使って設
定する必要があります。

OSPFv2用に fast helloが設定されている場合、アクティブユニットのリロードが発生し、スタ
ンバイユニットがアクティブになっても、グレースフルリスタートは発生しません。これは、

ロール変更にかかる時間は、設定されているデッドインターバルよりも大きいためです。

（注）

OSPFv2 のグレースフルリスタートの設定
OSPFv2、Cisco NSFおよび IETF NSFには、2つのグレースフルリスタートメカニズムがありま
す。OSPFインスタンスに対しては、これらのグレースフルリスタートメカニズムのうち一度に
設定できるのは 1つだけです。NSF認識デバイスは、Cisco NSFヘルパーと IETF NSFヘルパーの
両方として設定できますが、NSF対応デバイスはOSPFインスタンスに対して、CiscoNSFまたは
IETF NSFモードのいずれかとして設定できます。
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OSPFv2 の Cisco NSF グレースフルリスタートの設定

NSF対応または NSF認識デバイスに対して、OSPFv2の Cisco NSFグレースフルリスタートを設
定します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup] >
[Advanced] > [Add NSF Properties]の順に選択します。

ステップ 2 [Configuring Cisco NSF]の下で、[Enable Cisco nonstop forwarding (NSF)]チェックボックスをオンに
します。

ステップ 3 （オプション）必要に応じて、[CancelsNSF restart when non-NSF-aware neighboring networking devices
are detected]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 （オプション）[Configuring Cisco NSF helper]の下で、[Enable Cisco nonstop forwarding (NSF) for
helper mode]チェックボックスをオフにします。

このチェックボックスは、デフォルトではオンになっています。NSF認識デバイスで
Cisco NSFヘルパーモードをディセーブルにするには、このチェックボックスをオフに
します。

（注）

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPFv2 の IETF NSF グレースフルリスタートの設定

NSF対応または NSF認識デバイスに対して、OSPFv2の IETF NSFグレースフルリスタートを設
定します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup] >
[Advanced] > [Add NSF Properties]の順に選択します。

ステップ 2 [Configuring IETF NSF]で、[Enable IETF nonstop forwarding (NSF)]チェックボックスをオンにしま
す。

ステップ 3 （オプション）[Length of graceful restart interval]フィールドに、リスタート間隔を秒単位で入力し
ます。

デフォルト値は120秒です。30秒以下のリスタート間隔の場合、グレースフルリスター
トは終了します。

（注）

ステップ 4 （オプション）[Configuring IETF NSF helper]で、[Enable IETF nonstop forwarding (NSF) for helper
mode]チェックボックスをオフにします。
このチェックボックスは、デフォルトではオンになっています。NSF認識デバイスで IETF NSF
ヘルパーモードをディセーブルにするには、このチェックボックスをオフにします。
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ステップ 5 [OK]をクリックします。

ステップ 6 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPFv3 のグレースフルリスタートの設定
OSPFv3の NSFグレースフルリスタート機能を設定するには、2つのステップを伴います。NSF
対応としてのデバイスの設定と、NSF認識としてのデバイスの設定です。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup] >
[Advanced] > [Add NSF Properties]の順に選択します。

ステップ 2 [Configuring Graceful Restart]の下で、[Enable Graceful Restart]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 （オプション）[Restart Interval]フィールドにリスタート間隔の値を入力します。
デフォルト値は120秒です。30秒以下のリスタート間隔の場合、グレースフルリスター
トは終了します。

（注）

ステップ 4 [Configuring Graceful Restart Helper]の下で、[Enable Graceful Restart Helper]チェックボックスをオ
ンにします。

このチェックボックスは、デフォルトではオンになっています。NSF認識デバイスでグレースフ
ルリスタートヘルパーモードをディセーブルにするには、このチェックボックスをオフにしま

す。

ステップ 5 （オプション）[Enable LSA checking]チェックボックスをオンにして、厳密なリンクステートア
ドバタイズメントチェックをイネーブルにします。

イネーブルにすると、再起動ルータにフラッディングされる可能性があるLSAへの変更があるこ
とが検出された場合、またはグレースフルリスタートプロセスが開始されたときに再起動ルータ

の再送リスト内に変更されたLSAがあると検出された場合、ヘルパールータはルータの再起動プ
ロセスを終了させることを示します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPFv2 設定の削除
OSPFv2設定を削除します。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順
に選択します。

ステップ 2 [Enable this OSPF Process]チェックボックスをオフにします。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

OSPFv3 設定の削除
OSPFv3設定を削除します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]の
順に選択します。

ステップ 2 [Enable OSPFv3 Process]チェックボックスをオフにします。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

OSPFv2 の例
次の例に、さまざまなオプションのプロセスを使用して OSPFv2をイネーブルにし、設定する方
法を示します。

1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の
順に選択します。

2 [Process Instances]タブをクリックし、[OSPF Process 1]フィールドに 2と入力します。

3 [Area/Networks]タブをクリックし、[Add]をクリックします。

4 [Area ID]フィールドに 0と入力します。

5 [Area Networks]領域の [IP Address]フィールドに 10.0.0.0と入力します。

6 [Netmask]ドロップダウンリストで [255.0.0.0]を選択します。

7 [OK]をクリックします。

8 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] >
[Redistribution]の順に選択します。

9 [Add]をクリックします。
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[Add/Edit OSPF Redistribution Entry]ダイアログボックスが表示されます。

10 [Protocol]領域の [OSPF]オプションボタンをクリックして、ルートが再配布されるソースプロ
トコルを指定します。[OSPF]を選択すると、別の OSPFルーティングプロセスからのルート
が再配布されるようになります。

11 OSPFプロセス IDを [OSPF Process]ドロップダウンリストで選択します。

12 [Match]領域の [Internal]チェックボックスをオンにします。

13 [Metric Value]フィールドに、再配布されるルーティングのメトリック値として 5を入力しま
す。

14 [Metric Type]ドロップダウンリストで、メトリックタイプの値として 1を選択します。

15 [Route Map]ドロップダウンリストで、1を選択します。

16 [OK]をクリックします。

17 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Interface]
の順に選択します。

18 [Properties]タブで、[inside]インターフェイスを選択して [Edit]をクリックします。

[Edit OSPF Properties]ダイアログボックスが表示されます。

19 [Cost]フィールドに 20と入力します。

20 [Advanced]をクリックします。

21 [Retransmit Interval]フィールドに 15と入力します。

22 [Transmit Delay]フィールドに 20と入力します。

23 [Hello Interval]フィールドに 10と入力します。

24 [Dead Interval]フィールドに 40と入力します。

25 [OK]をクリックします。

26 [Edit OSPF Properties]ダイアログボックスで、[Priorities]フィールドに 20と入力して [OK]をク
リックします。

27 [Authentication]タブをクリックします。

[Edit OSPF Authentication]ダイアログボックスが表示されます。

28 [Authentication]領域の [MD5]オプションボタンをクリックします。

29 [MD5 and Key ID]領域の [MD5 Key]フィールドに ciscoと入力し、[MD5 Key ID]フィールドに
1と入力します。

30 [OK]をクリックします。

31 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の順に選択し、 [Area/Networks]
タブをクリックします。

32 [OSPF 2]プロセスを選択し、[Edit]を選択します。
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[Edit OSPF Area]ダイアログボックスが表示されます。

33 [Area Type]領域で、[Stub]を選択します。

34 [Authentication]領域で、[None]を選択し、[Default Cost]フィールドに 20と入力します。

35 [OK]をクリックします。

36 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPF] > [Setup]の
順に選択します。

37 [Process Instances]タブをクリックし、[OSPF process 2]チェックボックスをオンにします。

38 [Advanced]をクリックします。

[Edit OSPF Area]ダイアログボックスが表示されます。

39 [Timers]領域で、[SPF Delay Time]フィールドに 10と入力し、[SPF Hold Time]フィールドに 20
と入力します。

40 [Adjacency Changes]領域の [Log Adjacency Change Details]チェックボックスをオンにします。

41 [OK]をクリックします。

42 [Reset]をクリックします。

OSPFv3 の例
次に、ASDMで OSPFv3ルーティングを設定する例を示します。

1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Setup]
の順に選択します。

2 [Process Instances]タブで、次の手順を実行します。

a [Enable OSPFv3 Process]チェックボックスをオンにします。

b [Process ID]フィールドに 1を入力します。

3 [Areas]タブをクリックし、続いて [Add]をクリックして、[Add OSPFv3 Area]ダイアログボッ
クスを表示します。

4 [OSPFv3 Process ID]ドロップダウンリストから、1を選択します。

5 [Area ID]フィールドに 22と入力します。

6 [Area Type]ドロップダウンリストから [Normal]を選択します。

7 [Default Cost]フィールドに 10を入力します。

8 [Redistribution imports routes to normal and NSSA areas]をオンにします。

9 [Metric]フィールドに 20を入力します。

10 [Metric Type]ドロップダウンリストから 1を選択します。
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11 使用されているインターフェイスの指定に合わせて、内部チェックボックスをオンにします。

12 [Enable Authentication]チェックボックスをオンにします。

13 [Security Policy Index]フィールドに 300を入力します。

14 [Authentication Algorithm]ドロップダウンリストから [SHA-1]を選択します。

15 [Authentication Key]フィールドに 12345ABCDEを入力します。

16 [Encryption Algorithm]ドロップダウンリストから [DES]を選択します。

17 [Encryption Key]フィールドに 1122334455aabbccddeeを入力します。

18 [OK]をクリックします。

19 [RouteSummarization]タブをクリックし、続いて [Add]をクリックして、[AddRouteSummarization]
ダイアログボックスを表示します。

20 [Process ID]ドロップダウンリストから 1を選択します。

21 [Area ID]ドロップダウンリストから 22を選択します。

22 [IPv6 Prefix/Prefix Length]フィールドに 2000:122::/64を入力します。

23 （オプション）[Cost]フィールドに 100を入力します。

24 [Advertised]チェックボックスをオンにします。

25 [OK]をクリックします。

26 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] > [Interface]
の順に選択します。

27 [Properties]タブをクリックします。

28 [inside]チェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックして、[EditOSPFProperties]ダイアログ
ボックスを表示します。

29 [Cost]フィールドに 20と入力します。

30 [Priority]フィールドに 1を入力します。

31 [Point-to-Point]チェックボックスをオンにします。

32 [Dead Interval]フィールドに 40と入力します。

33 [Hello Interval]フィールドに 10と入力します。

34 [Retransmit Interval]フィールドに 15と入力します。

35 [Transmit Delay]フィールドに 20と入力します。

36 [OK]をクリックします。

37 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Redistribution]の順
に選択します。

38 [Process ID]ドロップダウンリストから 1を選択します。
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39 [Source Protocol]ドロップダウンリストから [OSPF]を選択します。

40 [Metric]フィールドに 50を入力します。

41 [Metric Type]ドロップダウンリストから 1を選択します。

42 [OK]をクリックします。

43 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

OSPF のモニタリング
IPルーティングテーブルの内容、キャッシュの内容、およびデータベースの内容など、特定の統
計情報を表示できます。提供される情報は、リソースの使用状況を判定してネットワークの問題

を解決するために使用することもできます。また、ノードの到達可能性情報を表示して、デバイ

スパケットがネットワークを通過するときにとるルーティングパスを見つけることもできます。

OSPFv2ルーティングのさまざまな統計情報を ASDMでモニタまたは表示するには、次の手順を
実行します。

1 メイン ASDMウィンドウで、[Monitoring] > [Routing] > [OSPF LSAs]の順に選択します。

2 選択してモニタできる OSPF LSAは、タイプ 1～ 5と 7です。各ペインには、次のように 1つ
の LSAタイプが表示されます。

• [Type 1 LSAs]は、特定のエリア内の特定プロセス下にあるすべてのルートを表します。

• [Type 2 LSAs]には、ルータをアドバタイズする指定ルータの IPアドレスが表示されま
す。

• [Type 3 LSAs]には、宛先ネットワークの IPアドレスが表示されます。

• [Type 4 LSAs]には、AS境界ルータの IPアドレスが表示されます。

• [Type 5 LSAs]と [Type 7 LSAs]には、AS外部ネットワークの IPアドレスが表示されま
す。

3 [Refresh]をクリックすると、各 LSAタイプのペインが更新されます。

4 メイン ASDMウィンドウで、[Monitoring] > [Routing] > [OSPF Neighbors]の順に選択します。

[OSPF Neighbors]ペインの各行は 1つのOSPFネイバーを表します。さらに、[OSPF Neighbors]
ペインにはそのネイバーが実行されているネットワーク、優先度、状態、デッド時間（秒単

位）、ネイバーの IPアドレス、および実行されているインターフェイスも表示されます。OSPF
ネイバーが取る可能性のある状態の一覧については、RFC 2328を参照してください。

5 [Refresh]をクリックすると、[OSPF Neighbors]ペインが更新されます。

OSPFv3ルーティングのさまざまな統計情報を ASDMでモニタまたは表示するには、次の手順を
実行します。

1 メイン ASDMウィンドウで、[Monitoring] > [Routing] > [OSPFv3 LSAs]の順に選択します。
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2 OSPFv3 LSAを選択し、モニタすることができます。[Link State type]ドロップダウンリストで
リンクステートタイプを選択し、指定されたパラメータに従って状態を表示します。サポー

トされるリンクステートタイプは、ルータ、ネットワーク、エリア間プレフィックス、エリ

ア間ルータ、ASエクスターナル、NSSA、リンク、エリア内プレフィックスです。

3 [Refresh]をクリックして、各リンクステートタイプを更新します。

4 メインASDMウィンドウで、[Monitoring] > [Routing] > [OSPFv3Neighbors]の順に選択します。

[OSPFv3 Neighbors]ペインの各行は 1つの OSPFv3ネイバーを表します。さらに、[OSPFv3
Neighbors]ペインには、ネイバーの IPアドレス、優先度、状態、秒単位のデッドタイム量、
動作中のインターフェイスが表示されます。OSPFv3ネイバーが取る可能性のある状態の一覧
については、RFC 5340を参照してください。

5 [Refresh]をクリックすると、[OSPFv3 Neighbors]ペインが更新されます。

OSPF の履歴

表 31：OSPF の機能履歴

機能情報

プラットフォーム

リリース機能名

OpenShortest Path First（OSPF）ルーティングプロトコルを使用した、デー
タのルーティング、認証、およびルーティング情報の再配布とモニタにつ

いて、サポートが追加されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPF]。

7.0(1)OSPFサポート

OSPFv2ルーティングは、マルチコンテキストモードでサポートされま
す。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing]>
[OSPF] > [Setup]

9.0(1)マルチコンテキスト

モードのダイナミック

ルーティング

OSPFv2および OSPFv3の場合、バルク同期、ルートの同期およびスパン
ドEtherChannelロードバランシングは、クラスタリング環境でサポートさ
れます。

9.0(1)クラスタ
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機能情報

プラットフォーム

リリース機能名

OSPFv3ルーティングが IPv6に対してサポートされます。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPFv3] > [Setup]、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3]
> [Interface]、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] >
[Redistribution]、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] >
[Summary Prefix]、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [OSPFv3] >
[Virtual Link]、[Monitoring] > [Routing] > [OSPFv3 LSAs]、[Monitoring] >
[Routing] > [OSPFv3 Neighbors]。

9.0(1)IPv6のOSPFv3サポー
ト

OSPFは、Fast Helloパケット機能をサポートしているため、OSPFネット
ワークでのコンバージェンスが高速なコンフィギュレーションになりま

す。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPF] > [Interface] > [Edit OSPF Interface Advanced Properties]

9.2(1)Fast Helloに対する
OSPFサポート

新しい OSPFタイマーを追加し、古いタイマーを廃止しました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPF] > [Setup] > [Edit OSPF Process Advanced Properties]

9.2(1)タイマー

ACLを使用したルートフィルタリングがサポートされるようになりまし
た。

次の画面が追加されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPF] > [Filtering Rules] > [Add Filter Rules]

9.2(1)アクセスリストを使

用したルートフィル

タリング

OSPFモニタリングの詳細情報が追加されました。9.2(1)OSPFモニタリングの
強化

OSPF再配布機能が追加されました。

次の画面が追加されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPF] > [Redistribution]

9.2(1)OSPF再配布 BGP

NSFに対する OSPFv2および OSPFv3のサポートが追加されました。

次の画面が追加されました。[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] >
[OSPF] > [Setup] > [NSF Properties]、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing]
> [OSPFv3] > [Setup] > [NSF Properties]

9.3(1)ノンストップフォ

ワーディング（NSF）
に対する OSPFのサ
ポート

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
706

OSPF の履歴



第 29 章

EIGRP

この章では、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）を使用してデータをルーティン
グし、認証を実行し、ルーティング情報を再配布するようにCiscoASAを設定する方法について
説明します。

• EIGRPについて, 707 ページ

• EIGRPのガイドライン, 709 ページ

• EIGRPプロセスの設定, 709 ページ

• EIGRPの設定, 710 ページ

• EIGRPのカスタマイズ, 713 ページ

• EIGRPのモニタリング, 727 ページ

• EIGRPの履歴, 728 ページ

EIGRP について
EIGRPは、シスコが開発した、IGRPの拡張バージョンです。IGRPや RIPと異なり、EIGRPが定
期的にルートアップデートを送信することはありません。EIGRPアップデートは、ネットワーク
トポロジが変更された場合にだけ送信されます。EIGRPを他のルーティングプロトコルと区別す
る主な機能には、迅速なコンバージェンス、可変長サブネットマスクのサポート、部分的アップ

デートのサポート、複数のネットワークレイヤプロトコルのサポートなどがあります。

EIGRPを実行するルータでは、すべてのネイバールーティングテーブルが格納されているため、
代替ルートに迅速に適応できます。適切なルートが存在しない場合、EIGRPはそのネイバーにク
エリーを送信して代替のルートを検出します。これらのクエリーは、代替ルートが検出されるま

で伝搬します。EIGRPでは可変長サブネットマスクがサポートされているため、ルートはネット
ワーク番号の境界で自動的に集約されます。さらに、任意のインターフェイスの任意のビット境

界で集約を行うようにEIGRPを設定することもできます。EIGRPは定期的なアップデートを行い
ません。その代わり、ルートのメトリックが変更されたときだけ、部分的なアップデートを送信

します。部分的アップデートの伝搬では、境界が自動的に設定されるため、その情報を必要とす
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るルータだけがアップデートされます。これらの 2つの機能により、EIGRPの帯域幅消費量は
IGRPに比べて大幅に減少します。

ネイバー探索は、ASAが直接接続されているネットワーク上にある他のルータをダイナミックに
把握するために使用するプロセスです。EIGRPルータは、マルチキャストhelloパケットを送信し
て、ネットワーク上に自分が存在していることを通知します。ASAは、新しいネイバーからhello
パケットを受信すると、トポロジテーブルに初期化ビットを設定してそのネイバーに送信しま

す。ネイバーは、初期化ビットが設定されたトポロジアップデートを受信すると、自分のトポロ

ジテーブルを ASAに返送します。

helloパケットはマルチキャストメッセージとして送信されます。helloメッセージへの応答は想
定されていません。ただし、スタティックに定義されたネイバーの場合は例外です。neighborコ
マンドを使用して（または ASDMで [Hello Interval]を設定して）ネイバーを設定すると、そのネ
イバーへ送信される helloメッセージはユニキャストメッセージとして送信されます。ルーティ
ングアップデートと確認応答が、ユニキャストメッセージとして送信されます。

このネイバー関係が確立した後は、ネットワークトポロジが変更された場合にだけ、ルーティン

グアップデートが交換されます。ネイバー関係は、helloパケットによって維持されます。ネイ
バーから受信した各 helloパケットには、保持時間が含まれています。ASAは、この時間内にそ
のネイバーから helloパケットを受信すると想定できます。ASAが保持時間内にそのネイバーか
らアドバタイズされた helloパケットを受信しない場合、ASAはそのネイバーを使用不能と見な
します。

EIGRPプロトコルは、ネイバーの検出、ネイバーの回復、Reliable Transport Protocol（RTP）、お
よびルート計算に重要な DUALを含む、4の主要なアルゴリズムテクノロジーと 4つの主要なテ
クノロジーを使用します。DUALは、最小コストのルートだけでなく、宛先へのすべてのルート
をトポロジテーブルに保存します。最小コストのルートはルーティングテーブルに挿入されま

す。その他のルートは、トポロジテーブルに残ります。メインのルートに障害が発生したら、

フィジブルサクセサから別のルートが選択されます。サクセサとは、宛先への最小コストパスを

持ち、パケット転送に使用される隣接ルータです。フィジビリティ計算によって、パスがルーティ

ングループを形成しないことが保証されます。

フィジブルサクセサがトポロジテーブル内にない場合、必ずルート計算が発生します。ルートの

再計算中、DUALはEIGRPネイバーにルートを求めるクエリーを送信して、次にEIGRPネイバー
がそのネイバーにクエリーを送信します。ルートのフィジブルサクセサがないルータは、到達不

能メッセージを返します。

ルートの再計算中、DUALは、ルートをアクティブとマークします。デフォルトでは、ASAは、
ネイバーから応答が返ってくるのを 3分間待ちます。ASAがネイバーから応答を受信しないと、
そのルートは stuck-in-activeとマークされます。トポロジテーブル内のルートのうち、応答しない
ネイバーをフィジブルサクセサとして指しているものはすべて削除されます。

EIGRPネイバー関係では、GREトンネルを使用しない IPsecトンネルの通過はサポートされて
いません。

（注）
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EIGRP のガイドライン

ファイアウォールモードのガイドライン

ルーテッドファイアウォールモードでだけサポートされています。トランスペアレントファイ

アウォールモードはサポートされません。

IPv6 のガイドライン

IPv6はサポートされません。

コンテキストのガイドライン

マルチキャストトラフィックのコンテキスト間交換がサポートされていないため、EIGRPインス
タンスは共有インターフェイス間で相互に隣接関係を形成できません。

その他のガイドライン

最大 1つの EIGRPプロセスがサポートされます。

EIGRP プロセスの設定

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP]の順に選択し
ます。

ステップ 2 EIGRPルーティングプロセスをイネーブルにするには、[Process Instances]タブの [Enable this EIGRP
process]チェックボックスをオンにします。EIGRPのイネーブル化, （710ページ）またはEIGRP
スタブルーティングのイネーブル化, （711ページ）を参照してください。

ステップ 3 [Setup] > [Networks]タブで、EIGRPルーティングに参加するネットワークとインターフェイスを
定義します。詳細については、「EIGRPルーティングプロセスのネットワークの定義,（713ペー
ジ）」を参照してください。

ステップ 4 （任意）[Filter Rules]ペインでルートフィルタを定義します。ルートフィルタにより、EIGRP更
新で送受信することを許可されているルートをより細かく制御できます。詳細については、「EIGRP
でのネットワークのフィルタリング, （721ページ）」を参照してください。

ステップ 5 （任意）[Redistribution]ペインでルート再配布を定義します。
RIPおよび OSPFで検出されたルートを、EIGRPルーティングプロセスに再配布することができ
ます。スタティックルートおよび接続されているルートも、EIGRPルーティングプロセスに再配
布できます。詳細については、「EIGRPへのルート再配布, （719ページ）」を参照してくださ
い。

ステップ 6 （任意）[Static Neighbor]ペインでスタティック EIGRPネイバーを定義します。
詳細については、「EIGRPネイバーの定義, （718ページ）」を参照してください。
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ステップ 7 （任意）[Summary Address]ペインで、サマリーアドレスを定義します。
サマリーアドレスの定義の詳細については、インターフェイスでのサマリー集約アドレスの設定,
（715ページ）を参照してください。

ステップ 8 （任意）[Interfaces]ペインで、インターフェイス固有の EIGRPパラメータを定義します。これら
のパラメータには、EIGRPメッセージ認証、保持時間、hello間隔、遅延メトリック、スプリット
ホライズンの使用などがあります。詳細については、「EIGRPのインターフェイスの設定, （714
ページ）」を参照してください。

ステップ 9 （任意）[Default Information]ペインで、EIGRP更新でのデフォルトルート情報の送受信を制御し
ます。デフォルトでは、デフォルトルートが送信され、受け入れられます。詳細については、

「EIGRPでのデフォルト情報の設定, （725ページ）」を参照してください。

EIGRP の設定
この項では、システムでEIGRPプロセスをイネーブルにする方法について説明します。EIGRPを
イネーブルにした後に、システムでEIGRPプロセスをカスタマイズする方法については、次の項
を参照してください。

EIGRP のイネーブル化
ASAでイネーブルにすることができる EIGRPルーティングプロセスは 1つだけです。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

メインの [EIGRP Setup]ペインには、EIGRPをイネーブルにするための次の 3つのタブがありま
す。

• [Process Instances]タブでは、各コンテキストの EIGRPルーティングプロセスをイネーブル
にすることができます。シングルコンテキストモードおよびマルチコンテキストモードの

両方がサポートされます。詳細については、EIGRPのイネーブル化,（710ページ）とEIGRP
スタブルーティングのイネーブル化, （711ページ）を参照してください。

• [Networks]タブでは、EIGRPルーティングプロセスで使用されるネットワークを指定できま
す。EIGRPルーティングに参加するインターフェイスは、これらのネットワークエントリで
定義されるアドレスの範囲内に存在する必要があります。アドバタイズされる直接接続およ

びスタティックのネットワークも、これらのネットワークエントリの範囲内である必要があ

ります。詳細については、「EIGRPルーティングプロセスのネットワークの定義,（713ペー
ジ）」を参照してください。
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• [Passive Interfaces]タブでは、1つ以上のインターフェイスをパッシブインターフェイスとし
て設定できます。EIGRPでは、パッシブインターフェイスはルーティングアップデートの
送受信を行いません。[Passive Interface]テーブルには、パッシブインターフェイスとして定
義されているインターフェイスが一覧表示されます。

ステップ 2 [Enable this EIGRP process]チェックボックスをオンにします。
デバイスでイネーブルにすることができるEIGRPルーティングプロセスは 1つだけです。変更を
保存できるようにするには、ルーティングプロセスの自律システム（AS）番号を [EIGRPProcess]
フィールドに入力する必要があります。

ステップ 3 [EIGRPProcess]フィールドに、EIGRPプロセスの自律システム（AS）番号を入力します。指定で
きる AS番号の範囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 （任意）EIGRPプロセスの設定を指定するには、[Advanced]をクリックします。指定できる設定
には、ルータ ID、デフォルトのメトリック、スタブルーティング、ネイバー変更、EIGRPルート
のアドミニストレーティブディスタンスなどがあります。

ステップ 5 [Networks]タブをクリックします。

ステップ 6 新しいネットワークエントリを追加するには、[Add]をクリックします。
[Add EIGRP Network]ダイアログボックスが表示されます。ネットワークエントリを削除するに
は、テーブルでそのエントリを選択して [Delete]をクリックします。

ステップ 7 ドロップダウンリストから、EIGRPルーティングプロセスの AS番号を選択します。

ステップ 8 [IP Address]フィールドに、EIGRPルーティングプロセスに参加するネットワークの IPアドレス
を入力します。

ネットワークエントリを変更するには、まずそのエントリを削除してから新しいエン

トリを追加する必要があります。既存のエントリは編集できません。

（注）

ステップ 9 [Network Mask]フィールドに、IPアドレスに適用するネットワークマスクを入力します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

EIGRP スタブルーティングのイネーブル化
ASAを EIGRPスタブルータとしてイネーブル化し、設定することができます。スタブルーティ
ングを使用すると、ASAで必要となるメモリおよび処理要件を減らすことができます。ASAをス
タブルータとして設定すると、ローカル以外のトラフィックがすべて配布ルータに転送されるよ

うになり、完全な EIGRPルーティングテーブルを維持する必要がなくなります。一般に、配布
ルータからスタブルートに送信する必要があるのは、デフォルトルートだけです。

スタブルータから配布ルータには、指定されたルートだけが伝搬されます。スタブルータである

ASAは、サマリー、接続されているルート、再配布されたスタティックルート、外部ルート、お
よび内部ルートに対するクエリーすべてに、応答として「inaccessible」というメッセージを返し
ます。ASAがスタブとして設定されているときは、自身のスタブルータとしてのステータスを報
告するために、特殊なピア情報パケットをすべての隣接ルータに送信します。スタブステータス

の情報を伝えるパケットを受信したネイバーはすべて、スタブルータにルートのクエリーを送信
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しなくなり、スタブピアを持つルータはそのピアのクエリーを送信しなくなります。スタブルー

タが正しいアップデートをすべてのピアに送信するには、配布ルータが必要です。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスの自律システム（AS）番号を入力します。指定で
きる AS番号の範囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 EIGRPスタブルーティングプロセスを設定するには、[Advanced]をクリックします。
[Edit EIGRP Process Advanced Properties]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 [Edit EIGRP Process Advanced Properties]ダイアログボックスの [Stub]領域で、次の EIGRPスタブ
ルーティングプロセスのうち 1つ以上を選択します。

• [Stub Receive only]：隣接ルータからルート情報を受信しても、それらの隣接ルータにルート
情報を送信しない EIGRPスタブルーティングプロセスを設定します。このオプションを選
択する場合は、他のスタブルーティングオプションを選択できません。

• [Stub Connected]：接続済みルートをアドバタイズします。

• [Stub Static]：スタティックルートをアドバタイズします。

• [Stub Redistributed]：再配布ルートをアドバタイズします。

• [Stub Summary]：サマリールートをアドバタイズします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Networks]タブをクリックします。

ステップ 8 [Add]をクリックして、新しいネットワークエントリを追加します。
[Add EIGRP Network]ダイアログボックスが表示されます。ネットワークエントリを削除するに
は、テーブルでそのエントリを選択し、[Delete]をクリックします。

ステップ 9 ドロップダウンリストから、EIGRPルーティングプロセスの AS番号を選択します。

ステップ 10 [IP Address]フィールドに、EIGRPルーティングプロセスに参加するネットワークの IPアドレス
を入力します。

ネットワークエントリを変更するには、まずそのエントリを削除してから新しいエン

トリを追加する必要があります。既存のエントリは編集できません。

（注）

ステップ 11 [Network Mask]フィールドに、IPアドレスに適用するネットワークマスクを入力します。

ステップ 12 [OK]をクリックします。
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EIGRP のカスタマイズ
ここでは、EIGRPルーティングをカスタマイズする方法について説明します。

EIGRP ルーティングプロセスのネットワークの定義
[Network]テーブルでは、EIGRPルーティングプロセスで使用されるネットワークを指定できま
す。EIGRPルーティングに参加するインターフェイスは、これらのネットワークエントリで定義
されるアドレスの範囲内に存在する必要があります。アドバタイズされる直接接続およびスタ

ティックのネットワークも、これらのネットワークエントリの範囲内である必要があります。

[Network]テーブルには、EIGRPルーティングプロセス用に設定されているネットワークが表示
されます。このテーブルの各行には、指定したEIGRPルーティングプロセス用に設定されている
ネットワークアドレスおよび関連するマスクが表示されます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順に
選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスの自律システム（AS）番号を入力します。指定で
きる AS番号の範囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 [Networks]タブをクリックします。

ステップ 5 [Add]をクリックして、新しいネットワークエントリを追加します。
[Add EIGRP Network]ダイアログボックスが表示されます。ネットワークエントリを削除するに
は、テーブルでそのエントリを選択し、[Delete]をクリックします。

ステップ 6 ドロップダウンリストから、EIGRPルーティングプロセスの AS番号を選択します。

ステップ 7 [IP Address]フィールドに、EIGRPルーティングプロセスに参加するネットワークの IPアドレス
を入力します。

ネットワークエントリを変更するには、まずそのエントリを削除してから新しいエン

トリを追加する必要があります。既存のエントリは編集できません。

（注）

ステップ 8 [Network Mask]フィールドに、IPアドレスに適用するネットワークマスクを入力します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
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EIGRP のインターフェイスの設定
アドバタイズ対象のネットワークに接続されているインターフェイスをEIGRPルーティングに参
加させたくない場合は、インターフェイス接続先のネットワークが対象に含まれるようにASAを
設定し、そのインターフェイスが EIGRPアップデートを送受信しないように設定できます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Interfaces]の順に選択します。
[Interface]ペインが表示され、EIGRPインターフェイスの設定が表示されます。[InterfaceParameters]
テーブルには、ASAのすべてのインターフェイスが表示され、インターフェイスごとに次の設定
を修正できます。

•認証キーとモード。

• EIGRP hello間隔と保持時間。

• EIGRPメトリックの計算で使用されるインターフェイス遅延メトリック。

•インターフェイスでのスプリットホライズンの使用。

ステップ 5 インターフェイスエントリを選択するには、インターフェイスエントリをダブルクリックする

か、そのエントリを選択して [Edit]をクリックします。
[Edit EIGRP Interface Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスのAS番号を入力します。指定できるAS番号の範
囲は 1～ 65535です。

ステップ 7 [Hello Interval]フィールドに、インターフェイス上で送信される EIGRP helloパケット間の間隔を
入力します。

有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルト値は 5秒です。

ステップ 8 [HoldTime]フィールドに、保持時間を秒単位で入力します。有効値の範囲は、1～65535秒です。
デフォルト値は 15秒です。

ステップ 9 [Split Horizon]の [Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [Delay]フィールドに、遅延の値を入力します。遅延時間は10マイクロ秒単位です。有効値の範囲
は 1～ 16777215です。

ステップ 11 [Enable MD5 Authentication]チェックボックスをオンにして、EIGRPプロセスメッセージのMD5
認証をイネーブルにします。

ステップ 12 [Key]または [Key ID]の値を入力します。
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• [Key]フィールドに、EIGRP更新を認証するキーを入力します。このキーには、最大 16文字
を含めることができます。

• [Key ID]フィールドに、キー ID値を入力します。有効値の範囲は、1～ 255です。

ステップ 13 [OK]をクリックします。

パッシブインターフェイスの設定

1つ以上のインターフェイスを受動インターフェイスとして設定できます。EIGRPの場合、受動
インターフェイスではルーティングアップデートが送受信されません。ASDMの [Passive Interface]
テーブルには、パッシブインターフェイスとして設定されているインターフェイスが一覧表示さ

れます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 [Passive Interfaces]タブをクリックします。

ステップ 5 設定するインターフェイスをドロップダウンリストから選択します。

ステップ 6 [Suppress routing updates on all interfaces]チェックボックスをオンにすると、すべてのインターフェ
イスがパッシブとして指定されます。[Passive Interface]テーブルに表示されていないインターフェ
イスも、このチェックボックスがオンのときはパッシブとして設定されます。

ステップ 7 パッシブインターフェイスエントリを追加するには [Add]をクリックします。
[Add EIGRP Passive Interface]ダイアログボックスが表示されます。パッシブにするインターフェ
イスを選択して [Add]をクリックします。パッシブインターフェイスを削除するには、テーブル
でそのインターフェイスを選択して [Delete]をクリックします。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

インターフェイスでのサマリー集約アドレスの設定

サマリーアドレスはインターフェイスごとに設定できます。ネットワーク番号の境界以外でサマ

リーアドレスを作成する場合、または自動ルート集約がディセーブルになった ASAでサマリー
アドレスを使用する場合は、手動でサマリーアドレスを定義する必要があります。ルーティング
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テーブルに他にも個別のルートがある場合、EIGRPは、他の個別ルートすべての中で最小のメト
リックと等しいメトリックで、サマリーアドレスをインターフェイスからアドバタイズします。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Interfaces]
の順に選択します。

[Interface]ペインには、EIGRPインターフェイスの設定が表示されます。[Interface Parameters]テー
ブルには、ASAのすべてのインターフェイスが表示され、設定をインターフェイスごとに修正で
きます。これらの設定の詳細については、EIGRPのインターフェイスの設定,（714ページ）を参
照してください。

ステップ 2 インターフェイスの EIGRPパラメータを設定するには、インターフェイスエントリをダブルク
リックするか、そのエントリを選択して [Edit]をクリックします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Summary Address]の順に選択します。
[Summary Address]ペインには、スタティックに定義された EIGRPサマリーアドレスのテーブル
が表示されます。デフォルトでは、EIGRPはサブネットルートをネットワークレベルに集約しま
す。[Summary Address]ペインでは、サブネットレベルに集約されるスタティックに定義された
EIGRPサマリーアドレスを作成できます。

ステップ 5 新しい EIGRPサマリーアドレスを追加するには [Add]をクリックし、テーブル内の既存の EIGRP
サマリーアドレスを編集するには [Edit]をクリックします。
[Add Summary Address]または [Edit Summary Address]ダイアログボックスが表示されます。テー
ブルのエントリをダブルクリックして編集することもできます。

ステップ 6 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスの自律システム（AS）番号を入力します。指定で
きる AS番号の範囲は 1～ 65535です。

ステップ 7 [Interface]ドロップダウンリストで、どのインターフェイスからこのサマリーアドレスをアドバ
タイズするかを選択します。

ステップ 8 [IP Address]フィールドに、サマリールートの IPアドレスを入力します。

ステップ 9 [Netmask]フィールドで、IPアドレスに適用されるネットワークマスクを選択または入力します。

ステップ 10 ルートのアドミニストレーティブディスタンスを [Administrative Distance]フィールドに入力しま
す。空白のままにすると、ルートのアドミニストレーティブディスタンスはデフォルト値の 5に
なります。

ステップ 11 [OK]をクリックします。

インターフェイス遅延値の変更

インターフェイス遅延値は、EIGRPディスタンス計算で使用されます。この値は、インターフェ
イスごとに変更できます。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Interfaces]
の順に選択します。

[Interface]ペインには、EIGRPインターフェイスの設定が表示されます。[Interface Parameters]テー
ブルには、ASAのすべてのインターフェイスが表示され、設定をインターフェイスごとに修正で
きます。これらの設定の詳細については、EIGRPのインターフェイスの設定,（714ページ）を参
照してください。

ステップ 2 インターフェイスのEIGRPパラメータの遅延値を設定するには、インターフェイスエントリをダ
ブルクリックするか、インターフェイスエントリを選択して [Edit]をクリックします。
[Edit EIGRP Interface Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Delay]フィールドに、遅延時間を 10マイクロ秒単位で入力します。有効な値は、1～ 16777215
です。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

インターフェイスでの EIGRP 認証のイネーブル化
EIGRPルート認証では、EIGRPルーティングプロトコルからのルーティングアップデートに対
するMD5認証を提供します。MD5キーを使用したダイジェストが各 EIGRPパケットに含まれて
おり、承認されていない送信元からの不正なルーティングメッセージや虚偽のルーティングメッ

セージが取り込まれないように阻止します。

EIGRPルート認証は、インターフェイスごとに設定します。EIGRPメッセージ認証対象として設
定されたインターフェイス上にあるすべてのEIGRPネイバーには、隣接関係を確立できるように
同じ認証モードとキーを設定する必要があります。

EIGRPルート認証をイネーブルにするには、事前に EIGRPをイネーブルにする必要がありま
す。

（注）

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。
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ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスの自律システム（AS）番号を入力します。指定で
きる AS番号の範囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 [Networks]タブをクリックします。

ステップ 5 [Add]をクリックして、新しいネットワークエントリを追加します。
[Add EIGRP Network]ダイアログボックスが表示されます。ネットワークエントリを削除するに
は、テーブルでそのエントリを選択し、[Delete]をクリックします。

ステップ 6 ドロップダウンリストから、EIGRPルーティングプロセスの AS番号を選択します。

ステップ 7 [IP Address]フィールドに、EIGRPルーティングプロセスに参加するネットワークの IPアドレス
を入力します。

ネットワークエントリを変更するには、まずそのエントリを削除してから新しいエン

トリを追加する必要があります。既存のエントリは編集できません。

（注）

ステップ 8 [Network Mask]フィールドで、IPアドレスに適用されるネットワークマスクを選択するか入力し
ます。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Interfaces]の順に選択します。
[Interface]ペインには、EIGRPインターフェイスの設定が表示されます。[Interface Parameters]テー
ブルには、ASAのすべてのインターフェイスが表示され、設定をインターフェイスごとに修正で
きます。これらの設定の詳細については、EIGRPのインターフェイスの設定,（714ページ）を参
照してください。

ステップ 11 [Enable MD5 Authentication]チェックボックスをオンにして、EIGRPプロセスメッセージのMD5
認証をイネーブルにします。このチェックボックスをオンにした後で、次のいずれかを指定しま

す。

• [Key]フィールドに、EIGRP更新を認証するキーを入力します。このキーの最大長は 16文字
です。

• [Key ID]フィールドに、キー ID値を入力します。有効値の範囲は、1～ 255です。

ステップ 12 [OK]をクリックします。

EIGRP ネイバーの定義
EIGRP helloパケットはマルチキャストパケットとして送信されます。EIGRPネイバーが、トン
ネルなど、非ブロードキャストネットワークを越えた場所にある場合、手動でネイバーを定義す

る必要があります。手動でEIGRPネイバーを定義すると、helloパケットはユニキャストメッセー
ジとしてそのネイバーに送信されます。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順に
選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスのAS番号を入力します。指定できるAS番号の範
囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Static Neighbor]の順に選択します。
スタティックに定義された EIGRPネイバーが [Static Neighbor]ペインに表示されます。EIGRPネ
イバーは、ASAとの間でEIGRPルーティング情報を送受信します。通常は、ネイバー探索プロセ
スによってネイバーがダイナミックに検出されます。ただし、ポイントツーポイントの非ブロー

ドキャストネットワークでは、ネイバーをスタティックに定義する必要があります。

[Static Neighbor]テーブルの各行には、ネイバーの EIGRP自律システム番号、ネイバー IPアドレ
ス、およびネイバーに接続するためのインターフェイスが表示されます。

[Static Neighbor]ペインでは、スタティックネイバーを追加または編集できます。

ステップ 5 EIGRPスタティックネイバーを追加または編集するには、[Add]または [Edit]をクリックします。
[Add EIGRP Neighbor Entry]または [Edit EIGRP Neighbor Entry]ダイアログボックスが表示されま
す。

ステップ 6 ネイバーを設定する EIGRPプロセスのドロップダウンリストで EIGRP AS番号を選択します。

ステップ 7 [Interface Name]ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。このインターフェ
イスを通してネイバーが使用可能になります。

ステップ 8 ネイバーの IPアドレスを [Neighbor IP Address]フィールドに入力します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

EIGRP へのルート再配布
RIPおよび OSPFで検出されたルートを、EIGRPルーティングプロセスに再配布することができ
ます。スタティックルートおよび接続されているルートも、EIGRPルーティングプロセスに再配
布できます。接続されているルートが、EIGRPコンフィギュレーション内の network文で指定さ
れた範囲に含まれている場合は、再配布する必要はありません。

RIP限定：この手順を開始する前に、ルートマップを作成し、指定されたルーティングプロ
トコルのうち RIPルーティングプロセスに再配布されるルートを詳細に定義する必要があり
ます。

（注）
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスのAS番号を入力します。指定できるAS番号の範
囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Redistribution]の順に選択します。
[Redistribution]ペインには、他のルーティングプロトコルから EIGRPルーティングプロセスに
ルートを再配布するためのルールが表示されます。スタティックルートや接続済みルートをEIGRP
ルーティングプロセスに再配布する場合は、メトリックの設定は必須ではありませんが、設定す

ることを推奨します。[Redistribution]ペインの各行に、1つのルート再配布エントリが表示されま
す。

ステップ 5 新しい再配布ルールを追加するには、[Add]をクリックします。既存の再配布ルールを編集する場
合は、ステップ 6に進んでください。
[Add EIGRP Redistribution Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 既存の EIGRPスタティックネイバーを編集するには、テーブル内のアドレスを選択して [Edit]を
クリックします。テーブル内のエントリをダブルクリックするという方法でも、そのエントリを

編集できます。

[Edit EIGRP Redistribution Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 このエントリが適用されるEIGRPルーティングプロセスのAS番号をドロップダウンリストで選
択します。

ステップ 8 [Protocol]領域で、ルーティングプロセスのプロトコルとして次のいずれかを選択してそのオプ
ションボタンをクリックします。

• [Static]を選択すると、スタティックルートが EIGRPルーティングプロセスに再配布されま
す。ネットワーク設定の範囲内にあるスタティックルートは EIGRPに自動的に再配布され
るため、それらのルートの再配布ルールを定義する必要はありません。

• [Connected]を選択すると、接続されているルートが EIGRPルーティングプロセスに再配布
されます。ネットワーク設定の範囲内にある接続済みルートはEIGRPに自動的に再配布され
るため、それらのルートの再配布ルールを定義する必要はありません。

• [RIP]を選択すると、RIPルーティングプロセスで検出されたルートが EIGRPに再配布され
ます。

• [OSPF]を選択すると、OSPFルーティングプロセスで検出されたルートがEIGRPに再配布さ
れます。

ステップ 9 [OptionalMetrics]領域で、再配布されるルートに使用するメトリックとして次のいずれかを選択し
ます。
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• [Bandwidth]は EIGRP帯域幅メトリックで、単位はキロビット/秒です。有効値の範囲は 1～
4294967295です。

• [Delay]は EIGRP遅延メトリックで、単位は 10マイクロ秒です。有効値の範囲は、0～
4294967295です。

• [Reliability]は EIGRP信頼性メトリックです。有効値の範囲は 0～ 255で、255は信頼性が
100 %であることを示します。

• [Loading]は EIGRP有効帯域幅（負荷）メトリックです。有効値の範囲は 1～ 255で、255は
負荷が 100 %であることを示します。

• [MTU]はパスのMTUです。有効値の範囲は 1～ 65535です。

ステップ 10 ルートマップを [Route Map]ドロップダウンリストで選択し、EIGRPルーティングプロセスに再
配布するルートを定義します。ルートマップの設定方法の詳細については、ルートマップ,（621
ページ）を参照してください。

ステップ 11 [Optional OSPF Redistribution]領域で、どの OSPFルートを EIGRPルーティングプロセスに再配布
するかをさらに詳しく指定するために、次の OSPFオプションボタンのいずれかをクリックしま
す。

• [Match Internal]を選択すると、指定されているOSPFプロセスの内部であるルートが対象とな
ります。

• [Match External 1]を選択すると、指定されている OSPFプロセスの外部であるタイプ 1ルー
トが対象となります。

• [Match External 2]を選択すると、指定されている OSPFプロセスの外部であるタイプ 2ルー
トが対象となります。

• [Match NSSA-External 1]を選択すると、指定されている OSPF NSSAの外部であるタイプ 1
ルートが対象となります。

• [Match NSSA-External 2]を選択すると、指定されている OSPF NSSAの外部であるタイプ 2
ルートが対象となります。

ステップ 12 [OK]をクリックします。

EIGRP でのネットワークのフィルタリング

この手順を開始する前に、標準の ACLを作成し、その中にアドバタイズするルートを定義す
る必要があります。つまり、標準の ACLを作成し、その中に送信または受信したアップデー
トからフィルタリングするルートを定義します。

（注）
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [EIGRP Process]フィールドに、EIGRPプロセスのAS番号を入力します。指定できるAS番号の範
囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Filter Rules]の順に選択します。
EIGRPルーティングプロセスに対して設定されているルートフィルタリングルールが [FilterRules]
ペインに表示されます。フィルタルールによって、EIGRPルーティングプロセスで受け入れまた
はアドバタイズされるルートを制御できます。

[Filter Rule]テーブルの各行には、特定のインターフェイスまたはルーティングプロトコルに適用
されるフィルタルールについての情報が記載されます。たとえば、フィルタルールで外部イン

ターフェイスでの「in」方向が指定されている場合は、外部インターフェイスで受信されたEIGRP
アップデートすべてにフィルタリングが適用されます。フィルタルールで方向が「out」、ルー
ティングプロトコルとしてOSPF10が指定されている場合は、発信EIGRPアップデートでEIGRP
ルーティングプロセスに再配布されるルートにフィルタルールが適用されます。

ステップ 5 フィルタルールを追加するには [Add]をクリックします。既存のフィルタルールを編集する場合
は、ステップ 6に進んでください。
[Add Filter Rules]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 フィルタルールを編集するには、テーブルでそのフィルタルールを選択して [Edit]をクリックし
ます。

[Edit Filter Rules]ダイアログボックスが表示されます。フィルタルールをダブルクリックして編
集することもできます。フィルタルールを削除するには、テーブルでそのフィルタルールを選択

して [Delete]をクリックします。

ステップ 7 このエントリが適用されるEIGRPルーティングプロセスのAS番号をドロップダウンリストで選
択します。

ステップ 8 フィルタルートの方向をドロップダウンリストで選択します。

着信 EIGRPルーティングアップデートからのルートをフィルタリングするルールの場合は、[in]
を選択します。ASAから送信される EIGRPルーティングアップデートからのルートをフィルタ
リングするには、[out]を選択します。

[out]を選択した場合は、[Routing process]フィールドがアクティブになります。フィルタリングす
るルートのタイプを選択します。スタティック、接続済み、RIP、およびOSPFのルーティングプ
ロセスから再配布されるルートをフィルタリングできます。ルーティングプロセスを指定する

フィルタは、すべてのインターフェイスで送信される更新からのルートをフィルタリングします。
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ステップ 9 OSPFプロセス IDを [ID]フィールドに入力します。

ステップ 10 [Interface]オプションボタンをクリックしてから、フィルタを適用するインターフェイスを選択し
ます。

ステップ 11 [Add]または [Edit]をクリックして、フィルタルールの ACLを定義します。[Edit]をクリックする
と、選択されているネットワークルールの [Network Rule]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 12 [Action]ドロップダウンリストで、[Permit] を選択すると指定のネットワークのアドバタイズが許
可され、[Deny]を選択すると指定のネットワークのアドバタイズが禁止されます。

ステップ 13 [IPAddress]フィールドに、許可または禁止するネットワークの IPアドレスを入力します。すべて
のアドレスを許可または禁止するには、IPアドレス 0.0.0.0とネットワークマスク 0.0.0.0を使用
します。

ステップ 14 [Netmask]ドロップダウンリストで、ネットワークの IPアドレスに適用するネットワークマスク
を選択します。このフィールドにネットワークマスクを入力するか、リストから共通マスクの 1
つを選択します。

ステップ 15 [OK]をクリックします。

EIGRP Hello 間隔と保持時間のカスタマイズ
ASAは、ネイバーを検出する目的、およびネイバーが到達不能または動作不能になったことを把
握する目的で、定期的に helloパケットを送信します。デフォルトでは、helloパケットは 5秒間
隔で送信されます。

helloパケットは、ASAの保持時間をアドバタイズします。保持時間によって、EIGRPネイバー
に、ASAを到達可能と見なす時間の長さを知らせます。アドバタイズされた保持時間内にネイ
バーがhelloパケットを受信しなかった場合、ASAは到達不能と見なされます。デフォルトでは、
アドバタイズされる保持時間は 15秒です（hello間隔の 3倍）。

hello間隔とアドバタイズされる保持時間のいずれも、インターフェイスごとに設定します。保持
時間は hello間隔の 3倍以上に設定することをお勧めします。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Interfaces]の順に選択します。
[Interface]ペインに、EIGRPインターフェイスのすべての設定が表示されます。

ステップ 5 インターフェイスエントリをダブルクリックするか、またはエントリを選択して [Edit]をクリッ
クします。
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[Edit EIGRP Interface Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 EIGRPAS番号をドロップダウンリストで選択します。このリストに表示されるのは、EIGRPルー
ティングプロセスをイネーブルにしたときに設定されていたシステム番号です。

ステップ 7 [Hello Interval]フィールドに、インターフェイス上で送信される EIGRP helloパケット間の間隔を
入力します。

有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルト値は 5秒です。

ステップ 8 [Hold Time]フィールドで、保持時間を秒単位で指定します。
有効値の範囲は、1～ 65535秒です。デフォルト値は 15秒です。

ステップ 9 [OK]をクリックします。

自動ルート集約の無効化

自動ルート集約は、デフォルトで有効になっています。EIGRPルーティングプロセスは、ネット
ワーク番号の境界で集約を行います。このことは、不連続ネットワークがある場合にルーティン

グの問題の原因となることがあります。

たとえば、ネットワーク 192.168.1.0、192.168.2.0、192.168.3.0が接続されているルータがあり、
それらのネットワークがすべて EIGRPに参加しているとすると、EIGRPルーティングプロセス
はそれらのルートに対しサマリーアドレス 192.168.0.0を作成します。さらにネットワーク
192.168.10.0と 192.168.11.0が接続されているルータがこのネットワークに追加され、それらの
ネットワークがEIGRPに参加すると、これらもまた192.168.0.0として集約されます。トラフィッ
クが誤った場所にルーティングされる可能性をなくすために、競合するサマリーアドレスを作成

するルータでの自動ルート集約をディセーブルにする必要があります。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Process Instance]タブをクリックします。

ステップ 4 [Advanced]をクリックします。

ステップ 5 [Summary]領域の [Auto-Summary]チェックボックスをオフにします。
この設定はデフォルトでイネーブルになっていま

す。

（注）

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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EIGRP でのデフォルト情報の設定
EIGRPアップデート内のデフォルトルート情報の送受信を制御できます。デフォルトでは、デ
フォルトルートが送信され、受け入れられます。デフォルト情報の受信を禁止するように ASA
を設定すると、候補のデフォルトルートビットが受信ルート上でブロックされます。デフォルト

情報の送信を禁止するように ASAを設定すると、アドバタイズされるルートのデフォルトルー
トビット設定が無効になります。

ASDMでは、[Default Information]ペインに、EIGRPアップデートでのデフォルトルート情報の送
受信を制御するルールのテーブルが表示されます。EIGRPルーティングプロセスごとに、「in」
ルールと「out」ルールを 1つずつ設定できます（現在は 1つのプロセスだけがサポートされてい
ます）。

デフォルトでは、デフォルトルートが送信され、受け入れられます。デフォルトのルート情報の

送受信を制限またはディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

メインの [EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Enable EIGRP routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

•新しいエントリを作成するには、[Add]をクリックします。

•エントリを編集するには、テーブル内のエントリをダブルクリックするか、テーブル内のエ
ントリを選択して [Edit]をクリックします。

そのエントリの [Add Default Information]または [Edit Default Information]ダイアログボックス
が表示されます。EIGRP AS番号が [EIGRP]フィールドで自動的に選択されています。

ステップ 5 [Direction]フィールドで、ルールの方向として次のオプションのいずれかを選択します。

• [in]：このルールは、着信EIGRPアップデートからのデフォルトルート情報をフィルタリン
グします。

• [out]：このルールは、発信EIGRPアップデートからのデフォルトルート情報をフィルタリン
グします。

EIGRPプロセスごとに、「in」ルールと「out」ルールを 1つずつ設定できます。

ステップ 6 ネットワークルールテーブルにネットワークルールを追加します。ネットワークルールでは、

デフォルトルート情報を送受信するときに許可されるネットワークと拒否されるネットワークを

定義します。デフォルト情報フィルタルールに追加するネットワークルールごとに、次の手順を

繰り返します。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

725

EIGRP のカスタマイズ



a) ネットワークルールを追加するには [Add]をクリックします。既存のネットワークルールをダ
ブルクリックしてルールを編集します。

b) [Action]フィールドで、そのネットワークを許可する場合は [Permit]をクリックし、ブロックす
る場合は [Deny]をクリックします。

c) [IP Address]フィールドと [Network Mask]フィールドに、ルールによって許可または拒否され
るネットワークの IPアドレスとネットワークマスクを入力します。
すべてのデフォルトルート情報の受け入れや送信を拒否するには、ネットワークアドレスと

して 0.0.0.0を入力し、ネットワークマスクとして 0.0.0.0を選択します。

d) 指定したネットワークルールをデフォルト情報フィルタルールに追加するには、[OK]をクリッ
クします。

ステップ 7 デフォルト情報フィルタルールを受け入れるには、[OK]をクリックします。

EIGRP スプリットホライズンのディセーブル化
スプリットホライズンは、EIGRPアップデートパケットとクエリーパケットの送信を制御しま
す。スプリットホライズンがインターフェイスでイネーブルになると、アップデートパケットと

クエリーパケットは、このインターフェイスがネクストホップとなる宛先には送信されません。

この方法でアップデートパケットとクエリーパケットを制御すると、ルーティングループが発

生する可能性が低くなります。

デフォルトでは、スプリットホライズンはすべてのインターフェイスでイネーブルになっていま

す。

スプリットホライズンは、ルート情報が、その情報の発信元となるインターフェイスからルータ

によってアドバタイズされないようにします。通常、特にリンクが切断された場合には、この動

作によって複数のルーティングデバイス間の通信が最適化されます。ただし、非ブロードキャス

トネットワークでは、この動作が望ましくない場合があります。このような場合は、EIGRPを設
定したネットワークを含め、スプリットホライズンをディセーブルにする必要が生じることもあ

ります。

インターフェイスでのスプリットホライズンをディセーブルにする場合、そのインターフェイス

上のすべてのルータとアクセスサーバに対してディセーブルにする必要があります。

EIGRPスプリットホライズンをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Interfaces]
の順に選択します。

[Interface]ペインが表示され、EIGRPインターフェイスの設定が表示されます。

ステップ 2 インターフェイスエントリをダブルクリックするか、またはエントリを選択して [Edit]をクリッ
クします。

[Edit EIGRP Interface Entry]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3 EIGRP自律システム（AS）番号をドロップダウンリストで選択します。このリストに表示される
のは、EIGRPルーティングプロセスをイネーブルにしたときに設定されていたシステム番号で
す。

ステップ 4 [Split Horizon]チェックボックスをオフにします。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

EIGRP プロセスの再始動
EIGRPプロセスを再始動したり、再配布またはカウンタをクリアしたりすることができます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]の順
に選択します。

[EIGRP Setup]ペインが表示されます。

ステップ 2 [Reset]をクリックします。

EIGRP のモニタリング
次のコマンドを使用して、EIGRPルーティングプロセスをモニタできます。コマンド出力の例と
説明については、コマンドリファレンスを参照してください。また、ネイバー変更メッセージと

ネイバー警告メッセージのロギングをディセーブルにできます。

さまざまなEIGRPルーティング統計情報をモニタまたはディセーブル化するには、次の手順を実
行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Monitoring] > [Routing] > [EIGRP Neighbor]の順に選択します。
各行は 1つの EIGRPネイバーを表します。ネイバーごとに、リストにはその IPアドレス、接続
先のネットワーク、保持時間、アップタイム、キュー長、シーケンス番号、スムーズラウンドト

リップ時間、再送信タイムアウトが表示されます。考えられる状態変更のリストは次のとおりで

す。

• [NEW ADJACENCY]：新しいネイバーが確立されました。

• [PEER RESTARTED]：他のネイバーがネイバー関係のリセットを開始しました。メッセージ
を受け取ったルータは、ネイバーをリセットしているルータではありません。
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• [HOLD TIME EXPIRED]：保持時間が経過しても、ルータは EIGRPパケットをネイバーから
受け取っていません。

• [RETRY LIMIT EXCEEDED]：EIGRPは EIGRP高信頼性パケットに対する確認応答をネイ
バーから受け取らなかったため、高信頼性パケットの再送信をすでに16回試行しましたが、
一度も成功しませんでした。

• [ROUTE FILTER CHANGED]：ルートフィルタに変更があったため、EIGRPネイバーがリ
セットしています。

• [INTERFACE DELAY CHANGED]：インターフェイスでの遅延パラメータの手動設定変更が
あったため、EIGRPネイバーがリセットしています。

• [INTERFACE BANDWIDTH CHANGED]：インターフェイスでのインターフェイス帯域幅の
手動設定変更があったため、EIGRPネイバーがリセットしています。

• [STUCK IN ACTIVE]：EIGRPがアクティブ状態のままスタックしているため、EIGRPネイ
バーがリセットしています。ネイバーがリセットされるのは、stuck-in-active状態となったた
めです。

ステップ 2 モニタする EIGRPネイバーをクリックします。

ステップ 3 現在のネイバーリストを削除するには、[Clear Neighbors]をクリックします。

ステップ 4 現在のネイバーリストの表示を更新するには、[Refresh]をクリックします。
デフォルトでは、ネイバー変更メッセージとネイバー警告メッセージはロギングされま

す。

（注）

EIGRP の履歴

表 32：EIGRP の機能の履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）を使
用するデータのルーティング、認証の実行、およびルー

ティング情報の再配布とモニタリングのサポートが追加

されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [EIGRP]。

7.0(1)EIGRPサポート
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

EIGRPルーティングは、マルチコンテキストモードで
サポートされます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup]。

9.0(1)マルチコンテキストモードのダイナミック

ルーティング

EIGRPの場合、バルク同期、ルートの同期およびレイヤ
2ロードバランシングは、クラスタリング環境でサポー
トされます。

9.0(1)クラスタ

EIGRPの [Auto-Summary]フィールドはデフォルトでディ
セーブルになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [EIGRP] > [Setup] > [Edit EIGRP Process
Advanced Properties]

9.2(1)EIGRP Auto-Summary
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第 30 章

マルチキャストルーティング

この章では、マルチキャストルーティングプロトコルを使用するように Cisco ASAを設定する
方法について説明します。

• マルチキャストルーティングの概要, 731 ページ

• マルチキャストルーティングのガイドライン, 733 ページ

• マルチキャストルーティングの有効化, 733 ページ

• マルチキャストルーティングのカスタマイズ, 734 ページ

• マルチキャストルーティングの例, 750 ページ

• マルチキャストルーティングの履歴, 751 ページ

マルチキャストルーティングの概要

マルチキャストルーティングは、単一の情報ストリームを数千もの企業や家庭に同時に配信する

ことでトラフィックを軽減する帯域幅節約型のテクノロジーです。マルチキャストルーティング

を活用するアプリケーションには、ビデオ会議、企業通信、遠隔学習に加えて、ソフトウェア、

株価、およびニュースの配信などがあります。

マルチキャストルーティングプロトコルでは、競合テクノロジーのネットワーク帯域幅の使用量

を最小限に抑えながら、発信元や受信者の負荷を増加させずに発信元のトラフィックを複数の受

信者に配信します。マルチキャストパケットは、Protocol IndependentMulticast（PIM）やサポート
する他のマルチキャストプロトコルを使用したASAによりネットワークで複製されるため、複数
の受信者にできる限り高い効率でデータを配信できます。

ASAは、スタブマルチキャストルーティングとPIMマルチキャストルーティングの両方をサポー
トしています。ただし、1つのASAに両方を同時に設定できません。

UDPと非UDPの両方のトランスポートがマルチキャストルーティングに対してサポートされ
ます。ただし、非 UDPトランスポートでは FastPath最適化は行われません。

（注）
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スタブマルチキャストルーティング

スタブマルチキャストルーティングは、ダイナミックホスト登録の機能を提供して、マルチキャ

ストルーティングを容易にします。スタブマルチキャストルーティングを設定すると、ASAは
IGMPのプロキシエージェントとして動作します。ASAは、マルチキャストルーティングに全面
的に参加するのではなく、IGMPメッセージをアップストリームのマルチキャストルータに転送
し、そのルータがマルチキャストデータの送信をセットアップします。スタブマルチキャスト

ルーティングを設定する場合は、ASAを PIMとして設定できません。

ASAは、PIM-SMおよび双方向 PIMの両方をサポートしています。PIM-SMは、基盤となるユニ
キャストルーティング情報ベースまたは別のマルチキャスト対応ルーティング情報ベースを使用

するマルチキャストルーティングプロトコルです。このプロトコルは、マルチキャストグルー

プあたり 1つのランデブーポイント（RP）をルートにした単方向の共有ツリーを構築し、オプ
ションでマルチキャストの発信元ごとに最短パスツリーを作成します。

PIM マルチキャストルーティング
双方向 PIMは PIM-SMの変形で、マルチキャストの発信元と受信者を接続する双方向の共有ツ
リーを構築します。双方向ツリーは、マルチキャストトポロジの各リンクで動作する指定フォ

ワーダ（DF）選択プロセスを使用して構築されます。DFに支援されたマルチキャストデータは
発信元からランデブーポイント（RP）に転送されます。この結果、マルチキャストデータは発
信元固有の状態を必要とせず、共有ツリーをたどって受信者に送信されます。DFの選択は RPの
検出中に行われ、これによってデフォルトルートが RPに提供されます。

ASAが PIM RPの場合は、ASAの変換されていない外部アドレスを RPアドレスとして使用し
てください。

（注）

マルチキャストグループの概念

マルチキャストはグループの概念に基づくものです。受信者の任意のグループは、特定のデータ

ストリームを受信することに関心があります。このグループには物理的または地理的な境界がな

く、インターネット上のどの場所にホストを置くこともできます。特定のグループに流れるデー

タの受信に関心があるホストは、IGMPを使用してグループに加入する必要があります。ホスト
がデータストリームを受信するには、グループのメンバでなければなりません。マルチキャスト

グループの設定方法の詳細については、マルチキャストグループの設定,（746ページ）を参照し
てください。

マルチキャストアドレス

マルチキャストアドレスは、グループに加入し、このグループに送信される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。
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クラスタ

マルチキャストルーティングは、クラスタリングをサポートします。レイヤ 2クラスタリングで
は、プライマリユニットが、ファーストパス転送が確立されるまで、すべてのマルチキャスト

ルーティングパケットとデータパケットを送信します。ファーストパス転送が確立されると、

従属ユニットがマルチキャストデータパケットを転送できます。すべてのデータフローは、フ

ルフローです。スタブ転送フローもサポートされます。1つのユニットだけレイヤ 2クラスタリ
ングのマルチキャストパケットを受信するため、プライマリユニットへのリダイレクションは共

通です。レイヤ 3クラスタリングでは、ユニットは個別に機能しません。すべてのデータとルー
ティングパケットはプライマリユニットで処理され、転送されます。従属ユニットは、送信され

たすべてのパケットをドロップします。

クラスタリングの詳細については、ASAクラスタ, （299ページ）を参照してください。

マルチキャストルーティングのガイドライン

コンテキストモード

シングルコンテキストモードでサポートされています。

ファイアウォールモード

ルーテッドファイアウォールモードでだけサポートされています。トランスペアレントファイ

アウォールモードはサポートされません。

IPv6

IPv6はサポートされません。

クラスタ

IGMPおよび PIMのクラスタリングでは、この機能はプライマリユニットでのみサポートされま
す。

マルチキャストルーティングの有効化

ASAでマルチキャストルーティングをイネーブルにすると、デフォルトですべてのインターフェ
イス上の IGMPと PIMがイネーブルになります。IGMPは、直接接続されているサブネット上に
グループのメンバが存在するかどうか学習するために使用されます。ホストは、IGMP報告メッ
セージを送信することにより、マルチキャストグループに参加します。PIMは、マルチキャスト
データグラムを転送するための転送テーブルを維持するために使用されます。
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マルチキャストルーティングでは、UDPトランスポートレイヤだけがサポートされていま
す。

（注）

以下の表に、ASAの RAMの量に基づいた特定のマルチキャストテーブルのエントリの最大数を
示します。この上限に達すると、新しいエントリは廃棄されます。

表 33：マルチキャストテーブルのエントリ数の上限

128 + MB128 MB16 MBTable

3000030001000MFIB

3000030001000IGMPグループ

7200070003000PIMルート

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast]の順に選択
します。

ステップ 2 [Multicast]ペインで、[Enable Multicast routing]チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにすると、ASA上で IPマルチキャストルーティングがイネーブル
になります。このチェックボックスをオフにすると、IPマルチキャストルーティングがディセー
ブルになります。デフォルトでは、マルチキャストはディセーブルになっています。マルチキャ

ストルーティングをイネーブルにすると、すべてのインターフェイス上でマルチキャストがイ

ネーブルになります。マルチキャストはインターフェイスごとにディセーブルにできます。

マルチキャストルーティングのカスタマイズ

ここでは、マルチキャストルーティングをカスタマイズする方法について説明します。

スタブマルチキャストルーティングの設定と IGMP メッセージの転送

スタブマルチキャストルーティングと PIMは、同時にはサポートされません。（注）

スタブエリアへのゲートウェイとして動作しているASAは、PIMに参加する必要はありません。
その代わりに、そのセキュリティアプライアンスを IGMPプロキシエージェントとして設定する
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と、あるインターフェイスに接続されているホストから、別のインターフェイスのアップストリー

ムマルチキャストルータに IGMPメッセージを転送することができます。ASAを IGMPプロキ
シエージェントとして設定するには、ホスト加入（join）メッセージおよびホスト脱退（leave）
メッセージをスタブエリアからアップストリームインターフェイスに転送します。

手順

ステップ 1 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [Multicast]ペインで、[Enable Multicast routing]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] > [Protocol]の順に選択します。

ステップ 5 どのインターフェイスから IGMPメッセージを転送するかを変更するには、インターフェイスを
選択して [Edit]をクリックします。
[Configure IGMP Parameters]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Forward Interface]ドロップダウンリストで、どのインターフェイスから IGMPメッセージを送信
するかを選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックしてこのダイアログボックスを閉じてから、[Apply]をクリックして変更内容を保
存します。

スタティックマルチキャストルートの設定

スタティックマルチキャストルートを設定すると、マルチキャストトラフィックをユニキャス

トトラフィックから分離できます。たとえば、送信元と宛先の間のパスでマルチキャストルー

ティングがサポートされていない場合は、その解決策として、2つのマルチキャストデバイスの
間に GREトンネルを設定し、マルチキャストパケットをそのトンネル経由で送信します。

PIMを使用する場合、ASAは、ユニキャストパケットを発信元に返送するときと同じインター
フェイスでパケットを受信することを想定しています。マルチキャストルーティングをサポート

していないルートをバイパスする場合などは、ユニキャストパケットで 1つのパスを使用し、マ
ルチキャストパケットで別の 1つのパスを使用することもあります。

スタティックマルチキャストルートはアドバタイズも再配布もされません。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [MRoute]の
順に選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]を選択します。
[Add Multicast Route]または [Edit Multicast Route]ダイアログボックスが表示されます。
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ASAに新しいスタティックマルチキャストルートを追加する場合は、[Add Multicast Route]ダイ
アログボックスを使用します。既存のスタティックマルチキャストルートを変更する場合は、

[Edit Multicast Route]ダイアログボックスを使用します。

ステップ 3 [Source Address]フィールドに、マルチキャスト送信元の IPアドレスを入力します。既存のスタ
ティックマルチキャストルートを編集しているときは、この値は変更できません。

ステップ 4 [Source Mask]ドロップダウンリストからマルチキャスト送信元の IPアドレスのネットワークマ
スクを選択します。

ステップ 5 [Incoming Interface]領域で、[RPF Interface]オプションボタンをクリックしてルートを転送するRPF
を選択するか、[Interface Name]オプションボタンをクリックし、次に以下を入力します。

• [Source Interface]フィールドで、ドロップダウンリストからマルチキャストルートの着信イ
ンターフェイスを選択します。

• [Destination Interface]フィールドで、どの宛先インターフェイスを通してルートを転送するか
をドロップダウンリストで選択します。

インターフェイスまたは RPFネイバーを指定できますが、同時に両方は指定できませ
ん。

（注）

ステップ 6 [Administrative Distance]フィールドで、スタティックマルチキャストルートのアドミニストレー
ティブディスタンスを選択します。スタティックマルチキャストルートのアドミニストレーティ

ブディスタンスがユニキャストルートのアドミニストレーティブディスタンスと同じである場

合は、スタティックマルチキャストルートが優先されます。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

IGMP 機能の設定
IPホストは、自身のグループメンバーシップを直接接続されているマルチキャストルータに報告
するために IGMPを使用します。IGMPは、マルチキャストグループの個々のホストを特定の
LANにダイナミックに登録するために使用します。ホストは、そのローカルマルチキャストルー
タに IGMPメッセージを送信することで、グループメンバーシップを識別します。IGMPでは、
ルータは IGMPメッセージを受信し、定期的にクエリーを送信して、特定のサブネットでアクティ
ブなグループと非アクティブなグループを検出します。

ここでは、インターフェイス単位で任意の IGMP設定を行う方法について説明します。

インターフェイスでの IGMP の有効化

IGMPは、特定のインターフェイスでディセーブルにできます。この情報は、特定のインターフェ
イスにマルチキャストホストがないことがわかっていて、ASAからそのインターフェイスにホス
トクエリーメッセージを発信しないようにする場合に有用です。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] >
[Protocol]の順に選択します。
[Protocol]ペインには、ASA上の各インターフェイスの IGMPパラメータが表示されます。

ステップ 2 ディセーブルにするインターフェイスを選択して [Edit]をクリックします。

ステップ 3 指定したインターフェイスをディセーブルにするには、[Enable IGMP]チェックボックスをオフに
します。

ステップ 4 [OK]をクリックします。
[Protocol]ペインに「Yes」と表示される場合は IGMPがそのインターフェイス上でイネーブルに
なっており、「No」の場合はそのインターフェイス上で IGMPがディセーブルになっています。

IGMP グループメンバーシップの設定

ASAをマルチキャストグループのメンバとして設定できます。マルチキャストグループに加入
するように ASAを設定すると、アップストリームルータはそのグループのマルチキャストルー
ティングテーブル情報を維持して、このグループをアクティブにするパスを保持します。

特定のグループのマルチキャストパケットを特定のインターフェイスに転送する必要がある

場合に、ASAがそのパケットをそのグループの一部として受け付けることがないようにする
方法については、スタティック加入した IGMPグループの設定, （738ページ）を参照してく
ださい。

（注）

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] >
[Join Group]の順に選択します。

ステップ 2 [Join Group]ペインの [Add]または [Edit]をクリックします。 > > >
[Add IGMP Join Group]ダイアログボックスでは、インターフェイスをマルチキャストグループの
メンバーに設定することができます。[Edit IGMPJoinGroup]ダイアログでは、既存のメンバーシッ
プ情報を変更することができます。

ステップ 3 [Interface Name]フィールドで、ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。既
存のエントリを編集しているときは、この値は変更できません。

ステップ 4 [Multicast Group Address]フィールドで、インターフェイスが属するマルチキャストグループのア
ドレスを入力します。有効なグループアドレスの範囲は、224.0.0.0～ 239.255.255.255です。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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スタティック加入した IGMP グループの設定

設定によってはグループメンバがグループ内で自分のメンバーシップを報告できない場合があり

ます。また、ネットワークセグメント上にグループのメンバが存在しないこともあります。しか

し、それでも、そのグループのマルチキャストトラフィックをそのネットワークセグメントに送

信することが必要になる場合があります。そのようなグループのマルチキャストトラフィックを

そのセグメントに送信するには、スタティック加入した IGMPグループを設定します。

メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] > [Static Group]の順
に選択すると、ASAをスタティックに接続されたグループメンバーとして設定できます。この方
法の場合、ASAはパケットそのものを受信せず、転送だけを実行します。そのため、スイッチン
グが高速に実施されます。発信インターフェイスは IGMPキャッシュ内に存在しますが、このイ
ンターフェイスはマルチキャストグループのメンバーではありません。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [GMP] >
[Static Group]の順に選択します。

ステップ 2 [Static Group]ペインの [Add]または [Edit]をクリックします。
インターフェイスに対してマルチキャストグループをスタティックに割り当てる場合は、[Add
IGMPStaticGroup]ダイアログボックスを使用します。既存のスタティックグループの割り当てを
変更する場合は、[Edit IGMP Static Group]ダイアログボックスを使用します。

ステップ 3 [Interface Name]フィールドで、ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。既
存のエントリを編集しているときは、この値は変更できません。

ステップ 4 [Multicast Group Address]フィールドで、インターフェイスが属するマルチキャストグループのア
ドレスを入力します。有効なグループアドレスの範囲は、224.0.0.0～ 239.255.255.255です。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

マルチキャストグループへのアクセスの制御

アクセスコントロールリストを使用して、マルチキャストグループへのアクセスを制御できま

す。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] >
[Access Group]の順に選択します。
[Access Group]ペインが表示されます。[Access Group]ペインのテーブルエントリは、上から下の
順に処理されます。具体的なエントリはテーブルの上方に、一般的なエントリは下方に配置して
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ください。たとえば、特定のマルチキャストグループを許可するためのアクセスグループエン

トリはテーブルの上方に配置し、許可ルールに指定されたグループなど、一定のまとまりを持っ

た複数のマルチキャストグループを拒否するようなアクセスグループエントリは下方に配置し

ます。ただし、拒否ルールよりも許可ルールの方が優先的に適用されるため、許可ルールに指定

されているグループは、拒否ルールが適用されて場合でも許可されます。

テーブルのエントリをダブルクリックすると、選択したエントリの [Add/Edit Access Group]ダイ
アログボックスが開きます。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add Access Group]または [Edit Access Group]ダイアログボックスが表示されます。[Add Access
Group]ダイアログボックスでは、新しいアクセスグループを [Access Group]テーブルに追加でき
ます。[Edit Access Group]ダイアログボックスでは、既存のアクセスグループエントリの情報を
変更できます。既存のエントリを編集するときは、一部のフィールドがグレー表示されることが

あります。

ステップ 3 アクセスグループを関連付けるインターフェイスの名前を [Interface]ドロップダウンリストで選
択します。既存のアクセスグループを編集しているときは、関連インターフェイスは変更できま

せん。

ステップ 4 [permit]を [Action]ドロップダウンリストで選択すると、選択されているインターフェイス上でそ
のマルチキャストグループが許可されます。[deny]を [Action]ドロップダウンリストで選択する
と、選択されているインターフェイスからそのマルチキャストグループがフィルタリングされま

す。

ステップ 5 [Multicast Group Address]フィールドで、そのアクセスグループの適用先となるマルチキャストグ
ループのアドレスを入力します。

ステップ 6 マルチキャストグループアドレスのネットワークマスクを入力するか、一般的なネットワーク

マスクの 1つを [Netmask]ドロップダウンリストから選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

インターフェイスにおける IGMP 状態の数の制限

IGMPメンバーシップ報告の結果の IGMP状態の数は、インターフェイスごとに制限することが
できます。設定された上限を超過したメンバーシップ報告は IGMPキャッシュに入力されず、超
過した分のメンバーシップ報告のトラフィックは転送されません。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] >
[Protocol]の順に選択します。

ステップ 2 [Protocol]ペインのテーブルから限定するインターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。
[Configure IGMP Parameters]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Group Limit]フィールドに、インターフェイス上で参加できる最大ホスト数を入力します。
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デフォルト値は 500です。有効な値は 0～ 500です。

この値を0に設定すると、学習したグループが追加されなくなりますが、手動で定義し
たメンバーシップは引き続き許可されます。

（注）

ステップ 4 [OK]をクリックします。

マルチキャストグループに対するクエリーメッセージの変更

ASAは、クエリーメッセージを送信して、インターフェイスに接続されているネットワークにメ
ンバを持つマルチキャストグループを検出します。メンバは、IGMP報告メッセージで応答して、
特定のグループに対するマルチキャストパケットの受信を希望していることを示します。クエ

リーメッセージは、アドレスが 224.0.0.1で存続可能時間値が 1の全システムマルチキャストグ
ループ宛に送信されます。

これらのメッセージが定期的に送信されることにより、ASAに保存されているメンバーシップ情
報はリフレッシュされます。ASAで、ローカルメンバがいなくなったマルチキャストグループ
がまだインターフェイスに接続されていることがわかると、そのグループへのマルチキャストパ

ケットを接続されているネットワークに転送するのを停止し、そのパケットの送信元にプルーニ

ングメッセージを戻します。

デフォルトでは、サブネット上のPIM指定ルータがクエリーメッセージの送信を担当します。こ
のメッセージは、デフォルトでは 125秒間に 1回送信されます。

クエリー応答時間を変更する場合は、IGMPクエリーでアドバタイズする最大クエリー応答時間
はデフォルトで 10秒になります。ASAがこの時間内にホストクエリーの応答を受信しなかった
場合、グループを削除します。

クエリー間隔、クエリー応答時間、クエリータイムアウト値を変更するには、次の手順を実行し

ます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] >
[Protocol]の順に選択します。

ステップ 2 [Protocol]ペインのテーブルから限定するインターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。
[Configure IGMP Parameters]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Query Interval]フィールドに、指定したルータから IGMPホストクエリーメッセージが送信され
る時間間隔を秒単位で入力します。

有効な値の範囲は 1～ 3600秒です。デフォルト値は 125秒です。

指定されたタイムアウト値の時間が経過しても、ASAがインターフェイス上でクエリー
メッセージを検出できなかった場合は、その ASAが指定ルータになり、クエリーメッ
セージの送信を開始します。

（注）
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ステップ 4 [Query Timeout]に、前のインターフェイスのリクエスタがリクエスタとしての動作を停止してか
ら、ASAがそのインターフェイスのリクエスタの役割を引き継ぐまでの期間を秒単位で入力しま
す。

有効な値の範囲は 60～ 300秒です。デフォルト値は 255秒です。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

IGMP バージョンの変更

デフォルトでは、ASAは IGMPバージョン 2を実行します。このバージョンではなどの、いくつ
かの追加機能を使用できます。

サブネットのマルチキャストルータはすべて、同じ IGMPバージョンをサポートしている必要が
あります。ASAは、バージョン 1ルータを自動的に検出してバージョン 1に切り替えることはあ
りません。しかし、サブネットに IGMPのバージョン 1のホストとバージョン 2のホストが混在
しても問題はありません。IGMPバージョン 2を実行している ASAは、IGMPバージョン 1のホ
ストが存在しても正常に動作します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP] >
[Protocol]の順に選択します。

ステップ 2 どのインターフェイスの IGMPバージョンを変更するかを [Protocol]ペインのテーブルで選択し、
[Edit]をクリックします。
[Configure IGMP Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 バージョン番号を [Version]ドロップダウンリストから選択します。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

PIM 機能の設定
ルータはPIMを使用して、マルチキャストダイアグラムを転送するために使われる転送テーブル
を維持します。ASAでマルチキャストルーティングをイネーブルにすると、PIMおよび IGMPが
すべてのインターフェイスで自動的にイネーブルになります。

PIMは、PATではサポートされません。PIMプロトコルはポートを使用せず、PATはポート
を使用するプロトコルに対してのみ動作します。

（注）

ここでは、任意の PIM設定を行う方法について説明します。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

741

マルチキャストルーティングのカスタマイズ



インターフェイスでの PIM の有効化またはディセーブル化

PIMは、特定のインターフェイスでイネーブルまたはディセーブルにできます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Protocol]の順に選択します。

ステップ 2 どのインターフェイスでPIMをイネーブルにするかを [Protocol]ペインのテーブルで選択し、[Edit]
をクリックします。

[Edit PIM Protocol]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Enable PIM]チェックボックスをオンにします。PIMをディセーブルにするには、このチェック
ボックスをオフにします。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

スタティックランデブーポイントアドレスの設定

共通の PIMスパースモードまたは双方向ドメイン内のルータはすべて、PIM RPアドレスを認識
している必要があります。このアドレスは、pim rp-addressコマンドを使用してスタティックに
設定されます。

ASAは、Auto-RPまたは PIM BSRをサポートしていません。（注）

複数のグループのRPとして機能するようにASAを設定することができます。ACLに指定されて
いるグループ範囲によって、PIM RPのグループマッピングが決まります。ACLが指定されてい
ない場合は、マルチキャストグループ全体の範囲（224.0.0.0/4）にグループの RPが適用されま
す。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Rendezvous Points]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add Rendezvous Point]または [Edit Rendezvous Point]ダイアログボックスが表示されます。[Add
Rendezvous Point]ダイアログボックスでは、新しいエントリを [Rendezvous Point]テーブルに追加
できます。[EditRendezvousPoint]ダイアログボックスでは、既存のRPエントリを変更できます。
さらに、[Delete]をクリックして、選択されているマルチキャストグループエントリをテーブル
から削除できます。

RPを使用する場合の制限事項は、次のとおりです。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
742

マルチキャストルーティングのカスタマイズ



•同じ RPアドレスは、2度使用できません。

•複数の RPに対しては、[All Groups]を指定できません。

ステップ 3 [Rendezvous Point Address]フィールドに、RPの IPアドレスを入力します。
既存の RPエントリを編集しているときは、この値は変更できません。

ステップ 4 [Use bi-directional forwarding]チェックボックスをオンにすると、指定されているマルチキャスト
グループは双方向モードで動作します。[Rendezvous Point]ペインに「Yes」と表示されている場
合は、指定されているマルチキャストグループが双方向モードで動作し、「No」の場合はスパー
スモードで動作します。双方向モードでは、ASAがマルチキャストパケットを受信したときに、
直接接続されたメンバーもPIMネイバーも存在しない場合は、送信元にプルーニングメッセージ
が返されます。

ステップ 5 [Use this RP for All Multicast Groups]オプションボタンをクリックすると、指定した RPがそのイン
ターフェイス上のすべてのマルチキャストグループに使用され、[Use thisRP for theMulticastGroups
as specified below]オプションボタンをクリックすると、指定したRPをどのマルチキャストグルー
プで使用するかを指定できます。

マルチキャストグループの詳細については、マルチキャストグループの設定, （746ページ）を
参照してください。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

指定ルータのプライオリティの設定

DRは、PIM登録メッセージ、PIM加入メッセージ、およびプルーニングメッセージのRPへの送
信を担当します。1つのネットワークセグメントに複数のマルチキャストルータがある場合は、
DRプライオリティに基づいてDRが選択されます。複数のデバイスのDRプライオリティが等し
い場合、最上位の IPアドレスを持つデバイスが DRになります。

デフォルトでは、ASAの DRプライオリティは 1です。この値を変更できます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Protocol]の順に選択します。

ステップ 2 [Protocol]ペインのテーブルから PIMにイネーブルにするインターフェイスを選択し、[Edit]をク
リックします。

[Edit PIM Protocol]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [DR Priority]フィールドに、選択されているインターフェイスの指定ルータプライオリティの値
を入力します。サブネット上のルータのうち、DRプライオリティが最いものが指定ルータになり
ます。有効な値の範囲は 0～ 4294967294です。デフォルトの DRプライオリティは 1です。この
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値を 0に設定した場合は、そのASAインターフェイスがデフォルトのルータになることはありま
せん。

ステップ 4 [OK]をクリックします。

PIM 登録メッセージの設定とフィルタリング

ASAが RPとして動作しているときは、特定のマルチキャスト送信元を登録できないように制限
することができます。このようにすると、未許可の送信元がRPに登録されるのを回避できます。
[Request Filter]ペインでは、ASAで PIM登録メッセージが受け入れられるマルチキャストソース
を定義できます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Request Filter]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Request Filter Entry]ダイアログボックスでは、ASAが RPとして動作する際にASAに登録できる
マルチキャスト送信元を定義できます。送信元 IPアドレスおよび宛先マルチキャストアドレスに
基づいて、フィルタルールを作成します。

ステップ 3 [Action]ドロップダウンリストで、[Permit]を選択すると、指定のマルチキャストトラフィックの
指定の送信元にASAへの登録を許可するルールが作成され、[Deny]を選択すると、指定のマルチ
キャストトラフィックの指定の送信元による ASAへの登録を禁止するルールが作成されます。

ステップ 4 [Source IP Address]フィールドに、登録メッセージの送信元の IPアドレスを入力します。

ステップ 5 [Source Netmask]フィールドに、登録メッセージの送信元のネットワークマスクを入力するか、
ドロップダウンリストから選択します。

ステップ 6 [Destination IP Address]フィールドに、マルチキャストの宛先アドレスを入力します。

ステップ 7 [DestinationNetmask]フィールドに、マルチキャストの宛先アドレスのネットワークマスクを入力
するか、ドロップダウンリストから選択します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

PIM メッセージ間隔の設定

ルータクエリーメッセージは、PIM DRの選択に使用されます。PIM DRは、ルータクエリー
メッセージを送信します。デフォルトでは、ルータクエリーメッセージは 30秒間隔で送信され
ます。さらに、60秒ごとに、ASAは PIM加入メッセージおよびプルーニングメッセージを送信
します。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Protocol]の順に選択します。

ステップ 2 [Protocol]ペインのテーブルから PIMにイネーブルにするインターフェイスを選択し、[Edit]をク
リックします。

[Edit PIM Protocol]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Hello Interval]フィールドに、インターフェイスから PIM helloメッセージが送信される時間間隔
を秒単位で入力します。

ステップ 4 [Prune Interval]フィールドに、インターフェイスから PIM参加およびプルーニングのアドバタイ
ズメントが送信され時間間隔を秒単位で入力します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ルートツリーの設定

デフォルトでは、PIMリーフルータは、新しい送信元から最初のパケットが到着した直後に、最
短パスツリーに加入します。この方法では、遅延が短縮されますが、共有ツリーに比べて多くの

メモリが必要になります。すべてのマルチキャストグループまたは特定のマルチキャストアドレ

スに対して、ASAを最短パスツリーに加入させるか、共有ツリーを使用するかを設定できます。

手順

ステップ 1 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] > [Route
Tree]の順に選択します。

ステップ 2 次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

• [Use Shortest Path Tree for All Groups]：すべてのマルチキャストグループに最短パスツリーを
使用する場合は、このオプションを選択します。

• [Use SharedTree forAllGroups]：すべてのマルチキャストグループに共有ツリーを使用する場
合は、このオプションを選択します。

• [Use Shared Tree for the Groups specified below]：[Multicast Groups]テーブルで指定したグルー
プに共有ツリーを使用する場合は、このオプションを選択します。[Multicast Groups]テーブ
ルで指定されていないグループには最短パスツリーが使用されます。

[Multicast Groups]テーブルには、共有ツリーを使用するマルチキャストグループが表示され
ます。

テーブルエントリは、上から下の順で処理されます。ある範囲のマルチキャストグループ

が含まれるエントリを作成し、その範囲の中から特定のグループを除外するには、その除外

するグループに対する拒否ルールをテーブルの先頭に配置し、その範囲内のマルチキャスト

グループ全体に対する許可ルールを deny文の下に配置します。
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マルチキャストグループを編集するには、マルチキャストグループの設定, （746ページ）
を参照してください。

マルチキャストグループの設定

マルチキャストグループとは、どのマルチキャストアドレスがグループの一部であるかを定義す

るアクセスルールのリストです。1つのマルチキャストグループに、マルチキャストアドレスが
1つだけ含まれることも、特定の範囲のマルチキャストアドレスが含まれることもあります。新
しいマルチキャストグループルールを作成する場合は、[Add Multicast Group]ダイアログボック
スを使用します。既存のマルチキャストグループルールを修正する場合は、[EditMulticastGroup]
ダイアログボックスを使用します。

マルチキャストグループを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Rendezvous Points]の順に選択します。

ステップ 2 [Rendezvous Point]ペインが表示されます。設定するグループをクリックします。
[Edit Rendezvous Point]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Use this RP for the Multicast Groups as specified below]オプションボタンをクリックすると、指定の
RPとともに使用するマルチキャストグループを指定できます。

ステップ 4 [Add]または [Edit]をクリックします。
[Add Multicast Group]または [Edit Multicast Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 [Action]ドロップダウンリストで、[Permit]を選択すると指定のマルチキャストアドレスを許可
するグループルールが作成され、[Deny]を選択すると指定のマルチキャストアドレスをフィルタ
リングするグループルールが作成されます。

ステップ 6 [Multicast Group Address]フィールドに、このグループに関連付けるマルチキャストアドレスを入
力します。

ステップ 7 [Netmask]ドロップダウンリストで、マルチキャストグループアドレスのネットワークマスクを
選択します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

PIM ネイバーのフィルタリング

PIMネイバーにできるルータの定義が可能です。PIMネイバーにできるルータをフィルタリング
すると、次の制御を行うことができます。

•許可されていないルータが PIMネイバーにならないようにする。
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•添付されたスタブルータが PIMに参加できないようにする。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Neighbor Filter]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]/[Edit]/[Insert]をクリックして、テーブルから設定する PIMネイバーを選択します。
[Add/Edit/Insert Neighbor Filter Entry]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スでは、マルチキャスト境界 ACLの ACLエントリを作成できます。選択されている PIMネイ
バーエントリを削除することもできます。

ステップ 3 [Interface Name]ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。

ステップ 4 [Action]ドロップダウンリストから、ネイバーフィルタ ACLエントリに対して [Permit]または
[Deny]を選択します。
[Permit]を選択すると、マルチキャストグループアドバタイズメントがこのインターフェイスを
通過できるようになります。[Deny]を選択すると、指定したマルチキャストグループアドバタイ
ズメントはこのインターフェイスを通過できなくなります。インターフェイスに対してマルチキャ

スト境界を設定すると、ネイバーフィルタエントリで許可されていない限り、すべてのマルチ

キャストトラフィックが、インターフェイスの通過を拒否されます。

ステップ 5 [IP Address]フィールドに、許可または拒否するマルチキャスト PIMグループの IPアドレスを入
力します。有効なグループアドレスの範囲は、224.0.0.0～ 239.255.255.255.255です。

ステップ 6 [Netmask]ドロップダウンリストで、マルチキャストグループアドレスのネットマスクを選択し
ます。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

双方向ネイバーフィルタの設定

ASAに PIM双方向ネイバーフィルタが設定されている場合、[Bidirectional Neighbor Filter]ペイン
にそれらのフィルタが表示されます。PIM双方向ネイバーフィルタは、DF選定に参加できるネ
イバーデバイスを定義する ACLです。PIM双方向ネイバーフィルタがインターフェイスに設定
されていなければ、制限はありません。PIM双方向ネイバーフィルタが設定されている場合は、
ACLで許可されるネイバーだけが DF選択プロセスに参加できます。

PIM双方向ネイバーフィルタのコンフィギュレーションが ASAに適用されると、実行コンフィ
ギュレーションに interface-name_multicastという名前のACLが追加されます。ここで、interface-name
は、このマルチキャスト境界フィルタが適用されるインターフェイスの名前です。そのような名

前の ACLがすでに存在していた場合は、名前に番号が追加されます（inside_multicast_1など）。
この ACLにより、どのデバイスが ASAの PIMネイバーになれるか定義されます。

双方向PIMでは、マルチキャストルータで保持するステート情報を減らすことができます。双方
向で DFを選定するために、セグメント内のすべてのマルチキャストルータが双方向でイネーブ
ルになっている必要があります。
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PIM双方向ネイバーフィルタを利用すると、スパースモード専用ネットワークから双方向ネット
ワークへの移行が可能になります。このフィルタで、DF選定に参加するルータを指定する一方
で、引き続きすべてのルータにスパースモードドメインへの参加を許可できるからです。双方向

にイネーブルにされたルータは、セグメントに非双方向ルータがある場合でも、それらのルータ

の中から DFを選定できます。非双方向ルータ上のマルチキャスト境界により、双方向グループ
から PIMメッセージやデータが双方向サブセットクラウドに出入りできないようにします。

PIM双方向ネイバーフィルタがイネーブルの場合、その ACLによって許可されるルータは、双
方向に対応していると見なされます。したがって、次のことが当てはまります。

•許可されたネイバーが双方向対応でない場合、DF選択は実施されません。

•拒否されたネイバーが双方向対応である場合、DF選択は実施されません。

•拒否されたネイバーが双方向をサポートしない場合、DF選定が実行される可能性がありま
す。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [PIM] >
[Bidirectional Neighbor Filter]の順に選択します。

ステップ 2 [PIMBidirectional Neighbor Filter]テーブルのエントリの 1つをダブルクリックすると、そのエント
リの [Edit Bidirectional Neighbor Filter Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Add]/[Edit]/[Insert]をクリックして、テーブルから設定する PIMネイバーを選択します。
[Add/Edit/Insert Bidirectional Neighbor Filter Entry]ダイアログボックスが表示され、ここで PIM双
方向ネイバーフィルタ ACLの ACLエントリを作成できます。

ステップ 4 [Interface Name]ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。どのインターフェ
イスに対して PIM双方向ネイバーフィルタ ACLエントリを設定するかを選択します。

ステップ 5 [Action]ドロップダウンリストから、ネイバーフィルタ ACLエントリに対して [Permit]または
[Deny]を選択します。
[Permit]を選択すると、指定したデバイスがDF選定に参加できるようになります。指定したデバ
イスを DF選定プロセスに参加させない場合は、[Deny]を選択します。

ステップ 6 許可または拒否するマルチキャストPIMグループの IPアドレスを入力します。[IPAddress]フィー
ルドで有効なグループアドレスの範囲は、224.0.0.0～ 239.255.255.255.255です。

ステップ 7 [Netmask]ドロップダウンリストで、マルチキャストグループアドレスのネットマスクを選択し
ます。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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マルチキャスト境界の設定

アドレススコーピングは、同じ IPアドレスを持つ RPが含まれるドメインが相互にデータを漏出
させることのないように、ドメイン境界を定義します。スコーピングは、大きなドメイン内のサ

ブネット境界や、ドメインとインターネットの間の境界で実行されます。

インターフェイスでマルチキャストグループアドレスの管理スコープ境界を設定できます。IANA
では、239.0.0.0～ 239.255.255.255のマルチキャストアドレス範囲が管理スコープアドレスとし
て指定されています。この範囲のアドレスは、さまざまな組織で管理されるドメイン内で再使用

されます。このアドレスはグローバルではなく、ローカルで一意であると見なされます。

影響を受けるアドレスの範囲は、標準ACLで定義します。境界が設定されると、マルチキャスト
データパケットは境界を越えて出入りできなくなります。境界を定めることで、同じマルチキャ

ストグループアドレスをさまざまな管理ドメイン内で使用できます。

管理スコープ境界で Auto-RP検出メッセージと通知メッセージを設定、検証、フィルタリングで
きます。境界のACLで拒否されたAuto-RPパケットからのAuto-RPグループ範囲通知は削除され
ます。Auto-RPグループ範囲通知は、Auto-RPグループ範囲のすべてのアドレスが境界ACLによっ
て許可される場合に限り境界を通過できます。許可されないアドレスがある場合は、グループ範

囲全体がフィルタリングされ、Auto-RPメッセージが転送される前に Auto-RPメッセージから削
除されます。

手順

ステップ 1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Routing] > [Multicast] > [MBoundary]の順に選択し
ます。

[MBoundary]ペインでは、管理スコープマルチキャストアドレスのマルチキャスト境界を設定で
きます。マルチキャスト境界により、マルチキャストデータパケットフローが制限され、同じ

マルチキャストグループアドレスを複数の管理ドメインで再利用できるようになります。イン

ターフェイスに対してマルチキャスト境界が定義されている場合、フィルタACLにより許可され
たマルチキャストトラフィックだけが、そのインターフェイスを通過します。

ステップ 2 [Edit]をクリックします。
[Edit Boundary Filter]ダイアログボックスに、マルチキャスト境界フィルタACLが表示されます。
このダイアログボックスを使用すれば、境界フィルタACLエントリを追加したり削除したりでき
ます。

境界フィルタのコンフィギュレーションがASAに適用されると、実行コンフィギュレーションに
interface-name_multicastという名前の ACLが追加されます。interface-nameは、マルチキャスト境
界フィルタが適用されるインターフェイスの名前です。そのような名前のACLがすでに存在して
いた場合は、名前に番号が追加されます（inside_multicast_1など）。
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ステップ 3 どのインターフェイスに対してマルチキャスト境界フィルタ ACLを設定するかを [Interface]ド
ロップダウンリストで選択します。

ステップ 4 [Remove any Auto-RP group range]チェックボックスをオンにすると、境界 ACLで拒否された送信
元からのAuto-RPメッセージがフィルタリングされます。[Remove any Auto-RP group range]チェッ
クボックスがオフの場合は、すべての Auto-RPメッセージが通過できます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

マルチキャストルーティングの例

次の例に、さまざまなオプションのプロセスを使用してマルチキャストルーティングをイネーブ

ルにし、設定する方法を示します。

1 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast]の順に選
択します。

2 [Multicast]ペインで、[Enable Multicast routing]チェックボックスをオンにして [Apply]をクリッ
クします。

3 メインASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [Mroute]
の順に選択します。

4 [Add]または [Edit]をクリックします。

[Add Multicast Route]または [Edit Multicast Route]ダイアログボックスが表示されます。

ASAに新しいスタティックマルチキャストルートを追加する場合は、[AddMulticast Route]ダ
イアログボックスを使用します。既存のスタティックマルチキャストルートを変更する場合

は、[Edit Multicast Route]ダイアログボックスを使用します。

5 [Source Address]フィールドに、マルチキャスト送信元の IPアドレスを入力します。既存のス
タティックマルチキャストルートを編集しているときは、この値は変更できません。

6 [Source Mask]ドロップダウンリストからマルチキャスト送信元の IPアドレスのネットワーク
マスクを選択します。

7 [Incoming Interface]領域で、[RPF Interface]オプションボタンをクリックしてルートを転送する
RPFを選択するか、[InterfaceName]オプションボタンをクリックし、次に以下を入力します。

• [Source Interface]フィールドで、ドロップダウンリストからマルチキャストルートの着信
インターフェイスを選択します。

• [Destination Interface]フィールドでは、選択されているインターフェイスからどの宛先イ
ンターフェイスにルートを転送するかをドロップダウンリストで選択します。

インターフェイスまたは RPFネイバーを指定できますが、同時に両方は指定できません。（注）
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8 [Administrative Distance]フィールドで、スタティックマルチキャストルートのアドミニスト
レーティブディスタンスを選択します。スタティックマルチキャストルートのアドミニスト

レーティブディスタンスがユニキャストルートのアドミニストレーティブディスタンスと同

じである場合は、スタティックマルチキャストルートが優先されます。

9 [OK]をクリックします。

10 メイン ASDMウィンドウで、[Configuration] > [Device Setup] > [Routing] > [Multicast] > [IGMP]
> Join [Group]の順に選択します。

[Join Group]ペインが表示されます。

11 [Add]または [Edit]をクリックします。

[Add IGMP Join Group]ダイアログボックスでは、インターフェイスをマルチキャストグルー
プのメンバーに設定することができます。[Edit IGMP Join Group]ダイアログボックスでは、既
存のメンバーシップ情報を変更することができます。

12 [InterfaceName]フィールドで、ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。
既存のエントリを編集しているときは、この値は変更できません。

13 [MulticastGroupAddress]フィールドで、インターフェイスが属するマルチキャストグループの
アドレスを入力します。有効なグループアドレスの範囲は、224.0.0.0～239.255.255.255です。

14 [OK]をクリックします。

マルチキャストルーティングの履歴

表 34：マルチキャストルーティングの機能履歴

機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

マルチキャストルーティングプロトコルを使用した、

データのマルチキャストルーティングデータ、認証、

およびルーティング情報の再配布とモニタリングのサ

ポートが追加されました。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Routing] > [Multicast]。

7.0(1)マルチキャストルーティングサポート

クラスタリングのサポートが追加されました。9.0(1)クラスタリングのサポート
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機能情報プラット

フォームリ

リース

機能名

ASAが最後のホップルータである場合を除いて、マル
チキャストルーティングが有効になっているときに

PIM-SSMパケットが通過できるようサポートを追加し
ました。これにより、さまざまな攻撃から保護すると同

時に、マルチキャストグループをより柔軟に選択でき

るようになりました。ホストは、明示的に要求された送

信元からのトラフィックのみを受信します。

変更された画面はありません。

9.5(1)Protocol Independent Multicast Source-Specific
Multicast（PIM-SSM）パススルーのサポート
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第 31 章

IPv6 ネイバー探索

• IPv6ネイバー探索について, 753 ページ

• IPv6ネイバー探索の前提条件, 754 ページ

• IPv6ネイバー探索のガイドライン, 755 ページ

• IPv6ネイバー探索のデフォルト, 757 ページ

• IPv6ネイバー探索の設定, 757 ページ

• ダイナミックに検出されたネイバーの表示とクリア, 763 ページ

• IPv6ネイバー探索の履歴, 764 ページ

IPv6 ネイバー探索について
IPv6ネイバー探索プロセスは、ICMPv6メッセージおよび送信要求ノードマルチキャストアドレ
スを使用して、同じネットワーク（ローカルリンク）上のネイバーのリンク層アドレスを決定

し、ネイバーの読み出し可能性を確認し、隣接ルータを追跡します。

ノード（ホスト）はネイバー探索を使用して、接続リンク上に存在することがわかっているネイ

バーのリンク層アドレスの特定や、無効になったキャッシュ値の迅速なパージを行います。また、

ホストはネイバー探索を使用して、ホストに代わってパケットを転送しようとしている隣接ルー

タを検出します。さらに、ノードはこのプロトコルを使用して、どのネイバーが到達可能でどの

ネイバーがそうでないかをアクティブに追跡するとともに、変更されたリンク層アドレスを検出

します。ルータまたはルータへのパスが失敗すると、ホストは機能している代替ルータまたは代

替パスをアクティブに検索します。

ネイバー送信要求メッセージ

ローカルリンク上にある他のノードのリンクレイヤアドレスを検出するため、ノードからネイ

バー送信要求メッセージ（ICMPv6 Type 135）がローカルリンクに送信されます。ネイバー送信
要求メッセージを受信すると、宛先ノードは、ネイバーアドバタイズメントメッセージ（ICPMv6
Type 136）をローカルリンク上に送信して応答します。
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送信元ノードがネイバーアドバタイズメントを受信すると、送信元ノードと宛先ノードが通信で

きるようになります。ネイバー送信要求メッセージは、ネイバーのリンク層アドレスが識別され

た後に、ネイバーの到達可能性の確認にも使用されます。ノードがネイバーの到達可能性を確認

するときに、ネイバー送信要求メッセージの宛先アドレスは、ネイバーのユニキャストアドレス

です。

ネイバーアドバタイズメントメッセージは、ローカルリンク上のノードのリンク層アドレスが

変更されたときにも送信されます。

重複アドレス検出

ステートレス自動設定プロセス中に、重複アドレス検出は、アドレスがインターフェイスに割り

当てられる前に、新しい IPv6ユニキャストアドレスの一意性を確認します。

重複アドレスが検出されると、そのアドレスの状態は DUPLICATEに設定され、アドレスは使用
対象外となり、次のエラーメッセージが生成されます。

325002: Duplicate address ipv6_address/MAC_address on interface

重複アドレスがインターフェイスのリンクローカルアドレスであれば、インターフェイス上で

IPv6パケットの処理は無効になります。重複アドレスがグローバルアドレスであれば、そのアド
レスは使用されません。

ASAは、ネイバー送信要求メッセージを使用して、重複アドレス検出を実行します。デフォルト
では、インターフェイスが重複アドレス検出を行う回数は 1回です。

ルータアドバタイズメントメッセージ

ネイバーデバイスがデフォルトのルータアドレスをダイナミックに把握できるように、ASAは
ルータアドバタイズメントに参加できます。ルータアドバタイズメントメッセージ（ICMPv6
Type 134）は、ASAの IPv6が設定された各インターフェイスから定期的に送信されます。

ルータアドバタイズメントもルータ送信要求メッセージに応答して送信されます（ICMPv6 Type
133）。ルータ送信要求メッセージは、ホストからシステムの起動時に送信されるため、ホスト
は、次にスケジュールされているルータアドバタイズメントメッセージを待つことなくただちに

自動設定を行うことができます。

スタティック IPv6 ネイバー
ネイバーを手動で IPv6ネイバーキャッシュに定義できます。IPv6ネイバー探索プロセスによる
学習を通して、指定された IPv6アドレスのエントリがネイバー探索キャッシュにすでに存在する
場合、エントリは自動的にスタティックエントリに変換されます。IPv6ネイバー探索キャッシュ
内のスタティックエントリがネイバー探索プロセスによって変更されることはありません。

IPv6 ネイバー探索の前提条件
IPv6アドレスの設定, （478ページ）に従って、IPv6アドレッシングを設定します。
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IPv6 ネイバー探索のガイドライン

ファイアウォールモードのガイドライン

次のIPv6ネイバー探索コマンドにはルータ機能が必要なため、トランスペアレントファイアウォー
ルモードではサポートされません。

• ipv6 nd prefix

• ipv6 nd ra-interval

• ipv6 nd ra-lifetime

• ipv6 nd suppress-ra

その他のガイドラインと制限事項

•送信間隔の値は、このインターフェイスから送信されるすべての IPv6ルータアドバタイズ
メントに含まれます。

•時間を設定すると、使用不可能なネイバーの検出がイネーブルになります。設定時間を短く
すると、使用不可能なネイバーをさらに迅速に検出できます。ただし、時間を短くすると、

すべての IPv6ネットワークデバイスで IPv6ネットワーク帯域幅および処理リソースの消費
量が増えます。通常の IPv6の運用では、あまり短い時間設定は推奨できません。

• ipv6ndra-lifetimeコマンドを使用して、ASAをデフォルトルータとして設定する場合、伝送
間隔は IPv6ルータアドバタイズメントの有効期間以下にする必要があります。他の IPv6
ノードとの同期を防止するには、実際に使用される値を指定値の 20 %以内でランダムに調
整します。

• ipv6 nd prefixコマンドを使用すると、プレフィックスをアドバタイズするかどうかも含め
て、プレフィックスごとに個々のパラメータを制御できます。

•デフォルトでは、ipv6 addressコマンドを使用してインターフェイスにアドレスとして設定
されるプレフィックスは、ルータアドバタイズメントでアドバタイズされます。ipv6ndprefix
コマンドを使用してプレフィックスをアドバタイズメント用に設定すると、これらのプレ

フィックスだけがアドバタイズされます。

• defaultキーワードを使用すると、すべてのプレフィックスのデフォルトパラメータを設定
できます。

•プレフィックスの有効期限を指定するための日付を設定できます。有効な推奨ライフタイム
は、リアルタイムでカウントダウンされます。有効期限に達すると、プレフィックスはアド

バタイズされなくなります。

• onlinkがオン（デフォルト）のときは、指定されたプレフィックスがそのリンクに割り当て
られます。指定されたプレフィックスを含むそのようなアドレスにトラフィックを送信する

ノードは、宛先がリンク上でローカルに到達可能であると見なします。

• autoconfigがオン（デフォルト）のときは、指定されたプレフィックスがローカルリンク上
のホストの IPv6自動設定に使用されます。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

755

IPv6 ネイバー探索のガイドライン



•ステートレス自動設定が正しく機能するには、ルータアドバタイズメントメッセージでア
ドバタイズされるプレフィックス長が常に 64ビットでなければなりません。

•ルータの有効期間の値は、このインターフェイスから送信されるすべての IPv6ルータアド
バタイズメントに含まれます。この値は、このインターフェイス上のデフォルトルータとし

ての ASAの有用性を示します。

•値をゼロ以外の値に設定すると、ASAがこのインターフェイス上のデフォルトルータであ
ると見なされます。ルータライフタイム値としてゼロ以外の値を設定する場合は、その値が

ルータアドバタイズメント間隔以上でなければなりません。

次のガイドラインと制限事項は、スタティック IPv6ネイバーの設定に適用されます。

• ipv6 neighborコマンドは arpコマンドに似ています。IPv6ネイバー探索プロセスによる学習
を通して、指定された IPv6アドレスのエントリがネイバー探索キャッシュにすでに存在する
場合、エントリは自動的にスタティックエントリに変換されます。これらのエントリは、

copyコマンドを使用して設定を保存するときに設定に保存されます。

• IPv6ネイバー探索キャッシュのスタティックエントリを表示するには、show ipv6 neighbor
コマンドを使用します。

• clear ipv6neighborコマンドにより、スタティックエントリを除く、IPv6ネイバー探索キャッ
シュ内のすべてのエントリを削除します。no ipv6neighborコマンドは、指定したスタティッ
クエントリをネイバー探索キャッシュから削除します。このコマンドは、IPv6ネイバー探索
プロセスから認識されるエントリであるダイナミックエントリはキャッシュから削除しませ

ん。no ipv6 enableコマンドを使用してインターフェイスで IPv6をディセーブルにすると、
スタティックエントリを除いて、そのインターフェイス用に設定されたすべての IPv6ネイ
バー探索キャッシュエントリが削除されます（エントリの状態が INCMP [Incomplete]に変更
されます）。

• IPv6ネイバー探索キャッシュ内のスタティックエントリがネイバー探索プロセスによって変
更されることはありません。

• clear ipv6neighborコマンドを実行しても、スタティックエントリが IPv6ネイバー探索キャッ
シュから削除されることはありません。ダイナミックエントリのクリアだけが行われます。

•生成された ICMP syslogは、IPv6ネイバーエントリの定期的な更新に起因します。IPv6ネイ
バーエントリの ASAデフォルトタイマーは 30秒であるため、ASAは 30秒おきに ICMPv6
ネイバー探索および応答パケットを生成します。ASAにフェールオーバー LANおよび IPv6
アドレスで設定された状態インターフェイスの両方がある場合は、30秒ごとに、ICMPv6ネ
イバー探索および応答パケットが、設定済みのリンクローカル IPv6アドレスの両方の ASA
で生成されます。また、各パケットは複数の syslog（ICMP接続およびローカルホストの作
成またはティアダウン）を生成するため、連続 ICMP syslogが生成されているように見える
ことがあります。IPV6ネイバーエントリのリフレッシュ時間は、通常のデータインターフェ
イスに設定可能ですが、フェールオーバーインターフェイスでは設定可能ではありません。

ただし、この ICMPネイバー探索トラフィックの CPUの影響はわずかです。
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IPv6 ネイバー探索のデフォルト
次の表に、IPv6ネイバー探索のデファルト設定を示します。

表 35：IPv6 ネイバー探索パラメータのデフォルト

デフォルトパラメータ（Parameters）

ネイバー送信要求の送信間隔は 1,000秒です。ネイバー要請メッセージ間隔の値

デフォルトは 0です。ネイバー到達可能時間の値

デフォルトは 200秒です。ルータアドバタイズメント伝送間隔の値

デフォルトは 1,800秒です。ルータライフタイムの値

デフォルトは 1メッセージです。value（DAD時に連続送信されるネイバー送信
要求メッセージの数）

デフォルトのライフタイムは2592000秒（30日
間）、推奨ライフタイムは604800秒（7日間）
です。

prefix lifetime

このフラグはデフォルトでオンになります。こ

れは、インターフェイスのアドバタイズでプレ

フィックスが使用されることを意味します。

on-linkフラグ

このフラグはデフォルトでオンになります。こ

れは、プレフィックスが自動設定に使用される

ことを意味します。

autoconfigフラグ

スタティックエントリは、IPv6ネイバー探索
キャッシュに設定されません。

スタティック IPv6ネイバー

IPv6 ネイバー探索の設定
IPv6ネイバー探索を設定するには、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1 各インターフェイスのネイバー探索の設定を行います。

ステップ 2 ネイバー送信要求メッセージの送信間隔を設定します。

ステップ 3 ネイバー到達可能時間を設定します。

ステップ 4 ルータアドバタイズメントの送信間隔を設定します。

ステップ 5 ルータライフタイム値を設定します。

ステップ 6 DADの設定を行います。

ネイバー要請メッセージの送信間隔の設定

インターフェイスで IPv6ネイバー送信要求メッセージを再送信する間隔を設定するには、次の手
順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 ネイバー送信要求メッセージの送信間隔を設定するインターフェイスを選択します。このインター

フェイスは、IPv6アドレスを使用して設定されている必要があります。詳細については、「IPv6
アドレスの設定, （478ページ）」を参照してください。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [NS Interval]フィールドに、時間間隔を入力します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションを保存します。

ネイバー到達可能時間の設定

ネイバー到達可能時間を設定すると、使用できないネイバーを検出できます。時間を短く設定す

ると、使用できないネイバーをより早く検出できます。ただし、時間を短くするほど、IPv6ネッ
トワーク帯域幅とすべての IPv6ネットワークデバイスの処理リソースの消費量が増えます。通常
の IPv6の運用では、あまり短い時間設定は推奨できません。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 時間を設定するインターフェイスを選択します。このインターフェイスは、IPv6アドレスを使用
して設定されている必要があります。詳細については、IPv6アドレスの設定,（478ページ）を参
照してください。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [Reachable Time]フィールドに、有効な値を入力します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションを保存します。

ルータアドバタイズメントの送信間隔の設定

インターフェイスでの IPv6ルータアドバタイズメントの送信間隔を設定するには、次の手順を実
行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 時間を設定するインターフェイスを選択します。

このインターフェイスは、IPv6アドレスを使用して設定されている必要があります。詳細につい
ては、IPv6アドレスの設定, （478ページ）を参照してください。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [RA Interval]フィールドに、有効な送信間隔値を入力します。
（オプション）ルータアドバタイズメント送信間隔の値を代わりにミリ秒単位で追加

するには、[RAInterval inMilliseconds]チェックボックスをオンにしてから、500～1800000
の範囲内の値を入力します。デフォルトは 200秒です。

（注）

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションを保存します。

ルータライフタイム値の設定

ルータライフタイム値をインターフェイスの IPv6ルータアドバタイズメントに設定するには、
次の手順を実行します。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

759

IPv6 ネイバー探索の設定



手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 設定するインターフェイスを選択します。

このインターフェイスは、IPv6アドレスを使用して設定されている必要があります。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [RA Lifetime]フィールドに、有効なライフタイム値を入力します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションを保存します。

DAD 設定の構成
インターフェイスで DAD設定を指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 設定するインターフェイスを選択します。

このインターフェイスは、IPv6アドレスを使用して設定されている必要があります。詳細につい
ては、IPv6アドレスの設定, （478ページ）を参照してください。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 許可される DADの試行回数を入力します。
この設定では、DADが IPv6アドレスで実行されている間に、インターフェイスに連続して送信
されるネイバー送信要求メッセージの数を設定します。

•有効値の範囲は 0～ 600です。

•この値がゼロの場合、指定されたインターフェイスでの DAD処理がディセーブルになりま
す。デフォルトは 1メッセージです。
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ルータアドバタイズメントメッセージの抑制

ルータアドバタイズメントメッセージは、ルータ送信要求メッセージへの応答として自動的に送

信されます。ASAで IPv6プレフィックスを提供する必要がないインターフェイス（外部インター
フェイスなど）では、これらのメッセージを無効にできます。

インターフェイスでの IPv6ルータアドバタイズメントでルータライフタイム値を抑制するには、
次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Choose [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 どのインターフェイスに対してルータアドバタイズメント送信を抑制するかを選択します。この

インターフェイスは、IPv6アドレスを使用して設定されている必要があります。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [Suppress RA]チェックボックスをオンにします。

IPv6 DHCP リレーのアドレス設定フラグの設定
IPv6ルータアドバタイズメントにフラグを追加して、IPv6アドレスや DNSサーバアドレスなど
の追加情報を取得するために DHCPv6を使用するよう IPv6自動設定クライアントに通知できま
す。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [Hosts should use DHCP for address config]チェックボックスをオンにして、IPv6ルータアドバタイ
ズメントパケットのManaged Address Configフラグを設定します。
このフラグは、取得されるステートレス自動設定のアドレス以外のアドレスの取得に DHCPv6を
使用する必要があることを IPv6自動設定クライアントに通知します。

ステップ 6 [Hosts should use DHCP for non-address config]チェックボックスをオンにして、IPv6ルータアドバ
タイズメントパケットの Other Address Configフラグを設定します。
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このフラグは、DHCPv6から DNSサーバアドレスなどの追加情報の取得に DHCPv6を使用する
必要があることを IPv6自動設定クライアントに通知します。

ルータアドバタイズメントの IPv6 プレフィックスの設定
IPv6ルータアドバタイズメントに含める IPv6プレフィックスを設定するには、次の手順を実行
します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] > [Interfaces]の順に選択します。

ステップ 2 どのインターフェイスに対してルータアドバタイズメント送信を抑制するかを選択します。この

インターフェイスは、IPv6アドレスを使用して設定されている必要があります。

ステップ 3 [Edit]をクリックします。
[Edit Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [IPv6]タブをクリックします。

ステップ 5 [Interface IPv6 Prefixes]エリアで、[Add]をクリックします。
[Add IPv6 Prefix for Interface]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 プレフィックスの長さとともに IPv6アドレスを入力します。

ステップ 7 （任意）IPv6アドレスを手動で設定するには、[No Auto-Configuration]チェックボックスをオンに
します。この設定は、指定したプレフィックスが IPv6自動設定に使用できないことをローカルリ
ンク上のホストに知らせます。

ステップ 8 （任意）IPv6プレフィックスをアドバタイズしないように指定するには、[NoAdvertisements]チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 9 （任意）[Off Link]チェックボックスでは、指定したプレフィックスをリンクに割り当てるかどう
かを指定します。指定したプレフィックスを含むアドレスにトラフィックを送信するノードは、

宛先がリンク上でローカルに到達可能であると見なします。このプレフィックスは、オンリンク

の判別には使用しないでください。

ステップ 10 [Prefix Lifetime]領域で、[Lifetime Duration]オプションボタンをクリックし、次の内容を指定しま
す。

a) プレフィックスの秒単位の有効なライフタイムをドロップダウンリストから選択します。この
設定は、指定の IPv6プレフィックスが有効なものとしてアドバタイズする時間です。最大値
は無限大です。有効な値は、0～ 4294967295です。デフォルトは 2592000（30日間）です。

b) プレフィックスに対して優先させるライフタイムをドロップダウンリストから選択します。こ
の設定は、指定の IPv6プレフィックスが優先であるとしてアドバタイズする時間です。最大
値は無限大です。有効な値は、0～ 4294967295です。デフォルト設定は、604800（7日）で
す。

ステップ 11 プレフィックスライフタイムの有効期限を定義するには、[Lifetime Expiration Date]オプションボ
タンをクリックし、次の内容を指定します。
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a) 有効な月と日をドロップダウンリストから選択し、時間を hh:mm形式で入力します。
b) 優先する月と日をドロップダウンリストから選択し、時間を hh:mm形式で入力します。

ステップ 12 [OK]をクリックして設定内容を保存します。
[Interface IPv6 Prefixes Address]フィールドに優先日と有効日が表示されます。

スタティック IPv6 ネイバーの設定
ネイバーを追加しようとする前に、少なくとも 1つのインターフェイスで IPv6がイネーブルに
なっていることを確認します。そうしないと、ASDMによって、設定が失敗したというエラー
メッセージが返されます。

IPv6スタティックネイバーを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration]> [DeviceManagement] > [Advanced] > [IPv6 Neighbor Discovery Cache]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add IPv6 Static Neighbor]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [InterfaceName]ドロップダウンリストから、ネイバーを追加するインターフェイスを選択します。

ステップ 4 [IPAddress]フィールドにローカルデータリンクアドレスに対応する IPv6アドレスを入力するか、
省略符号（[...]）をクリックしてアドレスを参照します。
IPv6ネイバー探索プロセスによる学習を通して、指定された IPv6アドレスのエントリがネイバー
探索キャッシュにすでに存在する場合、エントリは自動的にスタティックエントリに変換されま

す。

ステップ 5 [MAC address]フィールドに、ローカルのデータ回線（ハードウェア）MACアドレスを入力しま
す。

ステップ 6 [OK]をクリックします。
変更を適用してコンフィギュレーションを保存する前に [Reset]をクリックすると、変更
をキャンセルして元の値に復元できます。

（注）

ステップ 7 [Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションを保存します。

ダイナミックに検出されたネイバーの表示とクリア

ホストまたはノードがネイバーと通信する場合、ネイバーはネイバー探索キャッシュに追加され

ます。ネイバーがキャッシュから削除されるのは、そのネイバーとの通信が行われなくなったと

きです。

ダイナミックに検出されたネイバーを表示し、そのネイバーを IPv6ネイバー探索キャッシュから
削除するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Monitoring] > [Interfaces] > [IPv6 Neighbor Discovery Cache]を選択します。
[IPv6 Neighbor Discovery Cache]ペインでは、スタティックおよびダイナミックに検出されたネイ
バーをすべて表示できます。

ステップ 2 ダイナミックに検出されたネイバーをすべてキャッシュから削除するには、[ClearDynamicNeighbor
Entries]をクリックします。
ダイナミックに検出されたネイバーがキャッシュから削除されます。

この手順では、ダイナミックに検出されたネイバーだけがキャッシュから削除され、ス

タティックなネイバーは削除されません。

（注）

IPv6 ネイバー探索の履歴

表 36：IPv6 ネイバー探索の機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。

次の画面が導入されました。

[Monitoring] > [Interfaces] > [IPv6 Neighbor Discovery
Cache]。 [Configuration] > [Device Management] >
[Advanced] > [IPv6 Neighbor Discovery Cache]。
[Configuration] > [Device Setup] > [Interface Settings] >
[Interfaces] > [IPv6]。

7.0(1)IPv6ネイバー探索

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Setup] > [Interfaces] > [IPv6]。

9.0(1)IPv6 DHCPリレーのアドレス設定フラグ
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第 VI 部

AAA サーバおよびローカルデータベース
• AAAサーバとローカルデータベース, 767 ページ

• AAAの RADIUSサーバ, 775 ページ

• AAA用の TACACS+サーバ, 799 ページ

• AAAの LDAPサーバ, 807 ページ





第 32 章

AAA サーバとローカルデータベース

この章では、認証、認可、アカウンティング（AAAは「トリプル A」と読む）について説明し
ます。AAAは、コンピュータリソースへのアクセスを制御するための一連のサービスで、サー
ビスの課金に必要な情報を提供します。これらの処理は、効果的なネットワーク管理およびセ

キュリティにとって重要です。

この章では、AAA機能用にローカルデータベースを設定する方法について説明します。外部
AAAサーバについては、ご使用のサーバタイプに関する章を参照してください。

• AAAとローカルデータベースについて, 767 ページ

• ローカルデータベースのガイドライン, 771 ページ

• ローカルデータベースへのユーザアカウントの追加, 771 ページ

• ローカルデータベースの認証および認可のテスト, 772 ページ

• ローカルデータベースのモニタリング, 773 ページ

• ローカルデータベースの履歴, 773 ページ

AAA とローカルデータベースについて
ここでは、AAAとローカルデータベースについて説明します。

認証

認証はユーザを特定する方法です。アクセスが許可されるには、ユーザは通常、有効なユーザ名

と有効なパスワードが必要です。AAAサーバは、データベースに保存されている他のユーザクレ
デンシャルとユーザの認証資格情報を比較します。クレデンシャルが一致する場合、ユーザはネッ

トワークへのアクセスが許可されます。クレデンシャルが一致しない場合、認証は失敗し、ネッ

トワークアクセスは拒否されます。

次の項目を認証するように、Cisco ASAを設定できます。

• ASAへのすべての管理接続（この接続には、次のセッションが含まれます）
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◦ Telnet

◦ SSH

◦シリアルコンソール

◦ ASDM（HTTPSを使用）

◦ VPN管理アクセス

• enableコマンド

•ネットワークアクセス層

• VPNアクセス

認証

認可はポリシーを使用するプロセスです。どのようなアクティビティ、リソース、サービスに対

するアクセス許可をユーザが持っているのかを判断します。ユーザが認証されると、そのユーザ

はさまざまなタイプのアクセスやアクティビティを認可される可能性があります。

次の項目を認可するように、ASAを設定できます。

•管理コマンド

•ネットワークアクセス層

• VPNアクセス

Accounting
アカウンティングは、アクセス時にユーザが消費したリソースを測定します。そこには、システ

ム時間またはセッション中にユーザが送受信したデータ量などが含まれます。アカウンティング

は、許可制御、課金、トレンド分析、リソース使用率、キャパシティプランニングのアクティビ

ティに使用されるセッションの統計情報と使用状況情報のログを通じて行われます。

認証、認可、アカウンティング間の相互作用

認証だけで使用することも、認可およびアカウンティングとともに使用することもできます。認

可では必ず、ユーザの認証が最初に済んでいる必要があります。アカウンティングだけで使用す

ることも、認証および認可とともに使用することもできます。

AAA Servers
AAAサーバは、アクセスコントロールに使用されるネットワークサーバです。認証は、ユーザ
を識別します。認可は、認証されたユーザがアクセスする可能性があるリソースとサービスを決

定するポリシーを実行します。アカウンティングは、課金と分析に使用される時間とデータのリ

ソースを追跡します。
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AAA Server Groups
認証、許可、またはアカウンティングに外部 AAAサーバを使用する場合は、まず AAAプロトコ
ルあたり少なくとも 1つの AAAサーバグループを作成して、各グループに 1つ以上のサーバを
追加する必要があります。AAAサーバグループは名前で識別されます。各サーバグループは、
あるサーバまたはサービスに固有です。

次の項を参照してください。

• RADIUSサーバグループの設定, （790ページ）

• TACACS+サーバグループの設定, （802ページ）

• LDAPサーバグループの設定, （813ページ）

Kerberos、SDIおよび HTTPフォーム用のサーバグループも設定できます。これらのグループは
VPN設定で使用されます。これらのグループのタイプについては、『VPN構成ガイド』を参照し
てください。

ローカルデータベースについて

ASAは、ユーザプロファイルを取り込むことができるローカルデータベースを管理します。AAA
サーバの代わりにローカルデータベースを使用して、ユーザ認証、認可、アカウンティングを提

供することもできます。

次の機能にローカルデータベースを使用できます。

• ASDMユーザごとのアクセス

•コンソール認証

• Telnet認証および SSH認証

• enableコマンド認証

この設定は、CLIアクセスにだけ使用され、Cisco ASDMログインには影響しません。

•コマンド許可

ローカルデータベースを使用するコマンド許可を有効にすると、Cisco ASAでは、ユーザ特
権レベルを参照して、どのコマンドが使用できるかが特定されます。コマンド許可がディ

セーブルの場合は通常、特権レベルは参照されません。デフォルトでは、コマンドの特権レ

ベルはすべて、0または15のどちらかです。ASDMには、コマンドへの割り当てをイネーブ
ルにできる特権レベルが事前に定義されています。割り当てることができるレベルは、15
（管理）、5（読み取り専用）、3（監視専用）の 3種類です。事前定義済みのレベルを使用
する場合は、ユーザを 3種類の特権レベルのいずれかに割り当てます。

•ネットワークアクセス認証

• VPNクライアント認証
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マルチコンテキストモードの場合、システム実行スペースでユーザ名を設定し、loginコマンド
を使用してCLIで個々にログインできます。ただし、システム実行スペースではローカルデータ
ベースを参照する AAAルールは設定できません。

ローカルデータベースはネットワークアクセス認可には使用できません。（注）

フォールバックサポート

ローカルデータベースは、複数の機能のフォールバック方式として動作できます。この動作は、

ASAから誤ってロックアウトされないように設計されています。

ログインすると、コンフィギュレーション内で指定されている最初のサーバから、応答があるま

でグループ内のサーバが順に 1つずつアクセスされます。グループ内のすべてのサーバが使用で
きない場合、ローカルデータベースがフォールバック方式（管理認証および許可限定）として設

定されていると、ASAはローカルデータベースに接続しようとします。フォールバック方式とし
て設定されていない場合、ASAは引き続き AAAサーバにアクセスしようとします。

フォールバックサポートを必要とするユーザについては、ローカルデータベース内のユーザ名お

よびパスワードと、AAAサーバ上のユーザ名およびパスワードとを一致させることを推奨しま
す。これにより、透過フォールバックがサポートされます。ユーザは、AAAサーバとローカル
データベースのどちらがサービスを提供しているかが判別できないので、ローカルデータベース

のユーザ名およびパスワードとは異なるユーザ名およびパスワードをAAAサーバで使用すること
は、指定するべきユーザ名とパスワードをユーザが確信できないことを意味します。

ローカルデータベースでサポートされているフォールバック機能は次のとおりです。

•コンソールおよびイネーブルパスワード認証：グループ内のサーバがすべて使用できない場
合、ASAではローカルデータベースを使用して管理アクセスを認証します。これには、イ
ネーブルパスワード認証が含まれる場合があります。

•コマンド許可：グループ内の TACACS+サーバがすべて使用できない場合、特権レベルに基
づいてコマンドを認可するためにローカルデータベースが使用されます。

• VPN認証および認可：VPN認証および認可は、通常この VPNサービスをサポートしている
AAAサーバが使用できない場合、ASAへのリモートアクセスをイネーブルにするためにサ
ポートされます。管理者である VPNクライアントが、ローカルデータベースへのフォール
バックを設定されたトンネルグループを指定する場合、AAAサーバグループが使用できな
い場合でも、ローカルデータベースが必要な属性で設定されていれば、VPNトンネルが確
立できます。

グループ内の複数のサーバを使用したフォールバックの仕組み

サーバグループ内に複数のサーバを設定し、サーバグループのローカルデータベースへのフォー

ルバックをイネーブルにしている場合、ASAからの認証要求に対してグループ内のどのサーバか
らも応答がないと、フォールバックが発生します。次のシナリオで例証します。
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サーバ 1、サーバ 2の順で、LDAPサーバグループに 2台のActiveDirectoryサーバを設定します。
リモートユーザがログインすると、ASAによってサーバ 1に対する認証が試みられます。

サーバ 1から認証エラー（「user not found」など）が返されると、ASAによるサーバ 2に対する
認証は試みられません。

タイムアウト期間内にサーバ 1から応答がないと（または認証回数が、設定されている最大数を
超えている場合）、ASAによってサーバ 2に対する認証が試みられます。

グループ内のどちらのサーバからも応答がなく、ASAにローカルデータベースへのフォールバッ
クが設定されている場合、ASAによってローカルデータベースに対する認証が試みられます。

ローカルデータベースのガイドライン

ローカルデータベースを認証または認可に使用する場合、ASAからのロックアウトを必ず防止し
てください。

ローカルデータベースへのユーザアカウントの追加

ユーザをローカルデータベースに追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [User Accounts]の順に選択し、次に [Add]
をクリックします。

[Add User Account-Identity]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 4～ 64文字の長さのユーザ名を入力します。

ステップ 3 3～ 32文字のパスワードを入力します。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。フィー
ルドには、アスタリスクだけが表示されます。セキュリティを確保するために、パスワードの長

さは 8文字以上にすることを推奨します。
[User Accounts]ペインでイネーブルパスワードを設定する場合は、ユーザ名 enable_15
に対するパスワードを変更します。ユーザ名 enable_15は常に [User Accounts]ペインに
表示され、デフォルトユーザ名を表します。この方法は、ASDMのシステムコンフィ
ギュレーションでイネーブルパスワードを設定する唯一の方法です。CLIで他のイネー
ブルレベルパスワード（enable password 10など）を設定すると、そのユーザ名は
enable_10という形式で表示されます。

（注）

ステップ 4 パスワードを再度入力します。

セキュリティ上の理由から、パスワードを入力するこの 2つのフィールドには、アスタリスクだ
けが表示されます。

ステップ 5 MSCHAPを認証に使用している場合は、[User authenticated using MSCHAP]チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 6 [Access Restriction]領域で、ユーザの管理アクセスレベルを設定します。まず、[Configuration] >
[Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authorization]タブの順に移動し、[Perform
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authorization for exec shell access]オプションをクリックして、管理認可をイネーブルにする必要が
あります。

次のいずれかのオプションを選択します。

• [Full Access (ASDM, Telnet, SSH and console)]：ローカルデータベースを使用した管理アクセ
スの認証を設定する場合、このオプションを指定するとユーザは ASDM、SSH、Telnet、お
よびコンソールポートを使用できます。さらに認証もイネーブルにすると、ユーザはグロー

バルコンフィギュレーションモードにアクセスできます。

◦ [PrivilegeLevel]：ASDMおよびローカルコマンド認可用の特権レベルを設定します。範
囲は、0（最低）～15（最高）です。無制限の管理者アクセス権を付与するには、15を
指定します。事前定義された ASDMロールでは、管理者用の 15、読み取り専用の 5、
およびモニタ専用の 3（ユーザによる [Home]ペインと [Monitoring]ペインの使用を制限
する）が使用されます。

• [CLI login prompt for SSH, Telnet and console (no ASDM access)]：ローカルデータベースを使用
した管理アクセスの認証を設定する場合、このオプションを指定するとユーザはSSH、Telnet、
およびコンソールポートを使用できます。ユーザは設定にASDMを使用できません（HTTP
認証を設定している場合）。ASDM監視は可能です。さらにイネーブル認証も設定すると、
ユーザはグローバルコンフィギュレーションモードにアクセスできません。

• [No ASDM, SSH, Telnet, or console access]：ローカルデータベースを使用した管理アクセスの
認証を設定する場合、このオプションを指定すると、ユーザは認証用に設定した管理アクセ

ス方式を利用できなくなります（ただし、[Serial]オプションは除きます。つまり、シリアル
アクセスは許可されます）。

ステップ 7 （オプション）ユーザ単位で ASAへの SSH接続の公開キー認証をイネーブルにする方法につい
ては、ASDM、Telnet、または SSH用の ASAアクセスの設定, （821ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 8 [VPN Policy]をクリックして、このユーザの VPNポリシー属性を設定します。VPN構成ガイドを
参照してください。

ステップ 9 [Apply]をクリックします。
ユーザがローカルデータベースに追加され、変更内容が実行コンフィギュレーションに保存され

ます。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [User Accounts]ペインの各カラム
で特定のテキストを検索できます。[Find]ボックスに検索する特定のテキストを入力し、
[Up]または [Down]矢印をクリックします。テキスト検索にアスタリスク（「*」）と
疑問符（「?」）をワイルドカードとして使用することもできます。

ヒント

ローカルデータベースの認証および認可のテスト

ASAがローカルデータベースに接続してユーザを認証または許可できるかどうか確認するには、
次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups] > [AAA Server Groups]
テーブルで、サーバが含まれるサーバグループをクリックします。

ステップ 2 [Servers in the Selected Group]テーブルでテストするサーバをクリックします。

ステップ 3 [Test]をクリックします。
選択したサーバに対応する [Test AAA Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 実行するテストのタイプ（[Authentication]または [Authorization]）をクリックします。

ステップ 5 ユーザ名を入力します。

ステップ 6 認証をテストする場合は、ユーザ名のパスワードを入力します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。
認証または認可のテストメッセージが ASAからサーバへ送信されます。テストが失敗した場合
は、ASDMによりエラーメッセージが表示されます。

ローカルデータベースのモニタリング

ローカルデータベースのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

• [Monitoring] > [Properties] > [AAA Servers]

このペインには、AAAサーバの統計情報が表示されます。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。

ローカルデータベースの履歴

表 37：ローカルデータベースの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

AAA用にローカルデータベースを設定する方法につい
て説明します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[AAAServer Groups] [Configuration] > [DeviceManagement]
> [Users/AAA] > [User Accounts]

7.0(1)AAAのローカルデータベース設定
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASAへの SSH接続の公開キー認証は、ユーザ単位で有
効にできるようになりました。公開キーファイル

（PKF）でフォーマットされたキーまたは Base64キー
を指定できます。PKFキーは、4096ビットまで使用で
きます。ASAがサポートする Base64形式（最大 2048
ビット）では大きすぎるキーについては、PKF形式を使
用します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[User Accounts] > [Edit User Account] > [Public Key
Authentication][Configuration] > [Device Management] >
[Users/AAA] > [User Accounts] > [Edit User Account] >
[Public Key Using PKF]。

8.4(4.1)でも使用可能。PKFキー形式は 9.1(2)でのみサ
ポートされます。

9.1(2)SSH公開キー認証のサポート
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第 33 章

AAA の RADIUS サーバ

この章では、AAA用に RADIUSサーバを設定する方法について説明します。

• AAA用の RADIUSサーバについて, 775 ページ

• AAAの RADIUSサーバのガイドライン, 789 ページ

• AAA用の RADIUSサーバの設定, 790 ページ

• RADIUSサーバの認証および認可のテスト, 796 ページ

• AAA用の RADIUSサーバのモニタリング, 796 ページ

• AAA用の RADIUSサーバの履歴, 797 ページ

AAA 用の RADIUS サーバについて
Cisco ASAは AAAについて、次の RFC準拠 RADIUSサーバをサポートしています。

• Cisco Secure ACS 3.2、4.0、4.1、4.2、および 5.x

• Cisco Identity Services Engine（ISE）

• RSA認証マネージャ 5.2、6.1および 7.xの RSA Radius

• Microsoft

サポートされている認証方式

ASAは、RADIUSサーバでの次の認証方式をサポートします。

• PAP：すべての接続タイプの場合。

• CHAPおよびMS-CHAPv1：L2TP-over-IPsec接続の場合。
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• MS-CHAPv2：L2TP-over-IPsec接続の場合。また、パスワード管理機能がイネーブルで、通
常の IPsecリモートアクセス接続の場合。MS-CHAPv2は、クライアントレス接続でも使用
できます。

•認証プロキシモード：RADIUSから Active Directory、RADIUSから RSA/SDI、Radiusから
トークンサーバ、RSA/SDIから RADIUSの各接続。

MS-CHAPv2を、ASAと RADIUSサーバの間の VPN接続で使用されるプロト
コルとしてイネーブルにするには、トンネルグループ一般属性でパスワード

管理をイネーブルにする必要があります。パスワード管理を有効にすると、

ASAから RADIUSサーバへのMS-CHAPv2認証要求が生成されます。詳細に
ついては、password-managementコマンドの説明を参照してください。

二重認証を使用し、トンネルグループでパスワード管理をイネーブルにした

場合は、プライマリ認証要求とセカンダリ認証要求にMS-CHAPv2要求属性が
含まれます。RADIUSサーバがMS-CHAPv2をサポートしない場合は、no
mschapv2-capableコマンドを使用して、そのサーバがMS-CHAPv2以外の認
証要求を送信するように設定できます。

（注）

VPN 接続のユーザ認証
ASAは、RADIUSサーバを使用して、ダイナミック ACLまたはユーザごとの ACL名を使用する
VPNリモートアクセスおよびファイアウォールカットスループロキシセッションのユーザ許可
を実行できます。ダイナミック ACLを実装するには、これをサポートするように RADIUSサー
バを設定する必要があります。ユーザを認証する場合、RADIUSサーバによってダウンロード可
能 ACL、または ACL名が ASAに送信されます。所定のサービスへのアクセスが ACLによって
許可または拒否されます。認証セッションの有効期限が切れると、ASAは ACLを削除します。

ACLに加えて、ASAは、VPNリモートアクセスおよびファイアウォールカットスループロキシ
セッションの認証およびアクセス許可の設定を行うための多くの属性をサポートしています。

RADIUS 属性のサポートされるセット
ASAは次の RADIUS属性のセットをサポートしています。

• RFC 2138に定義されている認証属性

• RFC 2139に定義されているアカウンティング属性

• RFC 2868に定義されているトンネルプロトコルサポート用の RADIUS属性

• Cisco IOSベンダー固有属性（VSA）は、RADIUSベンダー ID 9で識別されます。

• RADIUSベンダー ID 3076によって識別される Cisco VPN関連 VSA

• RFC 2548に定義されているMicrosoft VSA
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• Cisco VSA（Cisco-Priv-Level）。特権の標準ランキングである 0～ 15の数値を指定します。
1が最低レベルを示し、15が最高レベルを示します。0レベルは特権がないことを示します。
第 1レベル（login）では、このレベルで使用可能なコマンドに対する特権 EXECアクセスが
許可されます。第2レベル（enable）ではCLIコンフィギュレーション特権が許可されます。

サポートされる RADIUS 認証属性
認可では、権限または属性を使用するプロセスを参照します。認証サーバとして定義されている

RADIUSサーバは、権限または属性が設定されている場合はこれらを使用します。これらの属性
のベンダー IDは 3076です。

次の表に、ユーザ認可に使用可能な、サポートされている RADIUS属性の一覧を示します。

RADIUS属性名には、cVPN3000プレフィックスは含まれていません。Cisco Secure ACS 4.x
は、この新しい名前をサポートしますが、4.0以前の ACSの属性名にはまだ cVPN3000プレ
フィックスが含まれています。ASAは、属性名ではなく数値の属性 IDに基づいてRADIUS属
性を使用します。

次の表に示した属性はすべてダウンストリーム属性であり、RADIUSサーバから ASAに送信
されます。ただし、属性番号 146、150、151、および 152を除きます。これらの属性番号は
アップストリーム属性であり、ASAから RADIUSサーバに送信されます。RADIUS属性 146
および 150は、認証および認可の要求の場合に ASAから RADIUSサーバに送信されます。前
述の4つの属性はすべて、アカウンティング開始、中間アップデート、および終了の要求の場
合に ASAから RADIUSサーバに送信されます。アップストリーム RADIUS属性 146、150、
151、152は、バージョン 8.4(3)で導入されました。

Cisco ACS 5xおよび Cisco ISEでは、バージョン 9.0(1)の RADIUS認証を使用する IPアドレス
の割り当ての IPv6 Framed IPアドレスはサポートされません。

（注）

表 38：サポートされる RADIUS 認証属性

説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

時間範囲の名前（Business-hoursなど）シングル文字列1YAccess-Hours

ACL IDシングル文字列86YAccess-List-Inbound

ACL IDシングル文字列87YAccess-List-Outbound

IPローカルプールの名前シングル文字列217YAddress-Pools
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

0 =無効 1 =有効シングルブール64YAllow-Network-Extension-Mode

1～ 35791394分シングル整数50YAuthenticated-User-Idle-Timeout

有効な値：UID、OU、O、CN、L、SP、C、
EA、T、N、GN、SN、I、GENQ、DNQ、
SER、use-entire-name

シングル文字列67YAuthorization-DN-Field

0 =いいえ 1 =はいシングル整数66Authorization-Required

0 =なし 1 = RADIUS 2 = LDAPシングル整数65YAuthorization-Type

Cisco VPNリモートアクセスセッション
（IPsec IKEv1、AnyConnect
SSL-TLS/DTLS/IKEv2、およびクライアント
レス SSL）に対して表示されるバナー文字
列

シングル文字列15YBanner1

Cisco VPNリモートアクセスセッション
（IPsec IKEv1、AnyConnect
SSL-TLS/DTLS/IKEv2、およびクライアント
レス SSL）に対して表示されるバナー文字
列。Banner2文字列はBanner1文字列に連結
されます（設定されている場合）。

シングル文字列36YBanner2

0 =無効 1 =有効シングル整数51YCisco-IP-Phone-Bypass

0 =無効 1 =有効シングル整数75YCisco-LEAP-Bypass

1 = Cisco VPN Client（IKEv1） 2 =
AnyConnect Client SSLVPN 3 =Clientless SSL
VPN 4 = Cut-Through-Proxy 5 = L2TP/IPsec
SSL VPN 6 = AnyConnect Client IPsec VPN
（IKEv2）

シングル整数150Yクライアントタイプ

IPsec VPNのバージョン番号を示す文字列シングル文字列77YClient-Type-Version-Limiting

IP Addressシングル文字列61YDHCP-Network-Scope

0 =無効 1 =有効シングル整数122YExtended-Authentication-On-Rekey
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

リモートアクセスVPNセッションのグルー
プポリシーを設定します。バージョン8.2.x
以降では、IETF-Radius-Classの代わりにこ
の属性を使用します。次の形式のいずれか

を使用できます。

•グループポリシー名

• OU=グループポリシー名

• OU=グループポリシー名;

シングル文字列25YGroup-Policy

0 =なし 1 =ローカルシングル整数83IE-Proxy-Bypass-Local

改行（\n）区切りのDNSドメインのリストシングル文字列82IE-Proxy-Exception-List

PACアドレス文字列シングル文字列133YIE-Proxy-PAC-URL

IPアドレスシングル文字列80IE-Proxy-Server

1 =変更なし 2 =プロキシなし 3 =自動検出
4 =コンセントレータ設定を使用する

シングル整数81IE-Proxy-Server-Policy

10～ 300秒シングル整数68YIKE-KeepAlive-Confidence-Interval

2～ 10秒シングル整数84YIKE-Keepalive-Retry-Interval

0 =無効 1 =有効シングルブール41YIKE-Keep-Alives

0 =無効 1 =有効シングルブール62YIntercept-DHCP-Configure-Msg

0 =無効 1 =有効シングルブール16YIPsec-Allow-Passwd-Store

0 =なし 1 = RADIUS 2 = LDAP（認可のみ）
3 =NTドメイン 4 = SDI 5 =内部 6 =RADIUS
でのExpiry認証 7 =Kerberos/ActiveDirectory

シングル整数13IPsec-Authentication

0 =無効 1 =有効シングルブール42YIPsec-Auth-On-Rekey

サーバアドレス（スペース区切り）シングル文字列60YIPsec-Backup-Server-List
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

1=クライアントが設定したリストを使用す
る 2 =クライアントリストをディセーブル
にして消去する 3 =バックアップサーバリ
ストを使用する

シングル文字列59YIPsec-Backup-Servers

クライアントにファイアウォールポリシー

として配信するフィルタの名前を指定しま

す。

シングル文字列57IPsec-Client-Firewall-Filter-Name

0 =必須 1 =オプションシングル整数58YIPsec-Client-Firewall-Filter-Optional

クライアントに送信するデフォルトドメイ

ン名を 1つだけ指定します（1～ 255文
字）。

シングル文字列28YIPsec-Default-Domain

1 =必須 2 =ピア証明書でサポートされる場
合 3 =チェックしない

シングル整数40YIPsec-IKE-Peer-ID-Check

0 =無効 1 =有効シングル整数39YIPsec-IP-Compression

0 =無効 1 =有効シングルブール31YIPsec-Mode-Config

0 =無効 1 =有効シングルブール34YIPsec-Over-UDP

4001～ 49151。デフォルトは 10000です。シングル整数35YIPsec-Over-UDP-Port

0 =なし 1 =リモート FW Are-You-There
（AYT）で定義されているポリシー 2 =
Policy pushedCPP 4 =サーバからのポリシー

シングル整数56YIPsec-Required-Client-Firewall-Capability

セキュリティアソシエーションの名前シングル文字列12IPsec-Sec-Association

クライアントに送信するセカンダリドメイ

ン名のリストを指定します（1～ 255文
字）。

シングル文字列29YIPsec-Split-DNS-Names

0 =スプリットトンネリングなし 1 =スプ
リットトンネリング 2 =ローカル LANを
許可

シングル整数55YIPsec-Split-Tunneling-Policy
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

スプリットトンネルの包含リストを記述し

たネットワークまたはACLの名前を指定し
ます。

シングル文字列27YIPsec-Split-Tunnel-List

1 = LAN-to-LAN 2 =リモートアクセスシングル整数30YIPsec-Tunnel-Type

0 =無効 1 =有効シングルブール33IPsec-User-Group-Lock

IPローカルプール IPv6の名前シングル文字列218YIPv6-Address-Pools

ACL値シングル文字列219YIPv6-VPN-Filter

ビットマップ： 1=暗号化が必要 2=40ビッ
ト 4 = 128ビット 8 =ステートレスが必要
15=40/128ビットで暗号化/ステートレスが
必要

シングル整数21L2TP-Encryption

0 =無効 1 =有効シングル整数38L2TP-MPPC-Compression

カンマ区切りの文字列。例：

Engineering, Sales

ダイナミックアクセスポリシーで使用でき

る管理属性。グループポリシーは設定され

ません。

シングル文字列145YMember-Of

IPアドレスシングルブール63YMS-Client-Subnet-Mask

ACL文字列92NAC-Default-ACL

0 =いいえ 1 =はいシングル整数89NAC-Enable

300～ 86400秒シングル整数91NAC-Revalidation-Timer

NACポリシーの名前シングル文字列141YNAC-Settings

30～ 1800秒シングル整数90NAC-Status-Query-Timer

0 =いいえ 1 =はいシングルブール88YPerfect-Forward-Secrecy-Enable
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

ビットマップ： 1=暗号化が必要 2=40ビッ
ト 4 = 128ビット 8 =ステートレスが必要
15=40/128ビットで暗号化/ステートレスが
必要

シングル整数。PPTP-Encryption

0 =無効 1 =有効シングル整数37PPTP-MPPC-Compression

IPアドレスシングル文字列5YPrimary-DNS

IPアドレスシングル文字列7YPrimary-WINS

0～ 15の整数。シングル整数220YPrivilege-Level

1 = Cisco Systems（Cisco Integrated Clientを
使用） 2 = Zone Labs 3 = NetworkICE 4 =
Sygate 5 = Cisco Systems（Cisco Intrusion
Prevention Security Agentを使用）

シングル整数45YRequired-Client- Firewall-Vendor-Code

文字列シングル文字列47YRequired-Client-Firewall-Description

シスコ製品：

1 = Cisco Intrusion Prevention Security Agent
または Cisco Integrated Client（CIC）

Zone Labs製品： 1 = Zone Alarm 2 = Zone
AlarmPro 3 = Zone Labs Integrity

NetworkICE製品： 1 = BlackIce
Defender/Agent

Sygate製品： 1 = Personal Firewall 2 =
Personal Firewall Pro 3 = Security Agent

シングル整数46YRequired-Client-Firewall-Product-Code

0 =無効 1 =有効シングル整数49YRequired-Individual-User-Auth

0 =無効 1 =有効シングルブール48YRequire-HW-Client-Auth

IPアドレスシングル文字列6YSecondary-DNS

IPアドレスシングル文字列8YSecondary-WINS

未使用シングル整数9SEP-Card-Assignment
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

0 =なし 1 =クライアントレス 2 =クライア
ント 3 =クライアントのみ

Session Subtypeが適用されるのは、Session
Type（151）属性の値が 1、2、3、または 4
の場合のみです。

シングル整数152YSession Subtype

0 =なし 1 = AnyConnect Client SSL VPN 2 =
AnyConnect Client IPSec VPN（IKEv2） 3 =
クライアントレス SSL VPN 4 =クライント
レス電子メールプロキシ 5 = Cisco VPN
Client（IKEv1） 6 = IKEv1 LAN-LAN 7 =
IKEv2 LAN-LAN 8 = VPNロードバランシ
ング

シングル整数151YSession Type

0-2147483647シングル整数2YSimultaneous-Logins

スマートトンネルの名前シングル文字列136YSmart-Tunnel

0 =ディセーブル 1 =イネーブル 2 =自動ス
タート

シングル整数138YSmart-Tunnel-Auto

ドメイン名が付加された Smart Tunnel Auto
Signonリストの名前

シングル文字列139YSmart-Tunnel-Auto-Signon-Enable

0 =無効 1 =有効シングルブール135YStrip-Realm

0 =ディセーブル 1 =イネーブル 3 =デフォ
ルトサービスをイネーブルにする 5 =デ
フォルトクライアントレスをイネーブルに

する（2と 4は使用しない）

シングル文字列131YSVC-Ask

5～ 120秒シングル整数132YSVC-Ask-Timeout

0 =オフ 5～ 3600秒シングル整数108YSVC-DPD-Interval-Client

0 =オフ 5～ 3600秒シングル整数109YSVC-DPD-Interval-Gateway

0 = False 1 = Trueシングル整数123YSVC-DTLS

0 =オフ 15～ 600秒シングル整数107YSVC-Keepalive
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

文字列（モジュールの名前）シングル文字列127YSVC-Modules

MTU値 256～ 1406バイトシングル整数125YSVC-MTU

文字列（プロファイルの名前）シングル文字列128YSVC-Profiles

0 =ディセーブル 1～ 10080分シングル整数110YSVC-Rekey-Time

1～ 253文字シングル文字列146YTunnel Group Name

トンネルグループの名前または「none」シングル文字列85YTunnel-Group-Lock

1 = PPTP 2 = L2TP 4 = IPSec（IKEv1） 8 =
L2TP/IPSec 16 =WebVPN 32 = SVC 64 = IPsec
（IKEv2） 8と 4は相互排他。 0～ 11、16
～ 27、32～ 43、48～ 59は有効値。

シングル整数11YTunneling-Protocols

0 =無効 1 =有効シングルブールUse-Client-Address

0～ 4094シングル整数140YVLAN

アクセスリスト名シングル文字列73YWebVPN-Access-List

デバイスのWebVPN ACL名シングル文字列73YWebVPN ACL

0 =無効その他 =有効シングル整数137YWebVPN-ActiveX-Relay

0 =無効 1 =有効シングル整数102YWebVPN-Apply-ACL

予約済みシングル文字列124YWebVPN-Auto-HTTP-Signon

0 =無効 1 =有効シングル整数101YWebVPN-Citrix-Metaframe-Enable

1 = Java ActiveX 2 = Javaスクリプト 4 =イ
メージ 8 =イメージに含まれるクッキー

シングル整数69YWebVPN-Content-Filter-Parameters

カスタマイゼーションの名前シングル文字列113YWebVPN-Customization

URL（たとえば http://example-example.com）シングル文字列76YWebVPN-Default-Homepage

有効な文字列（500文字以内）シングル文字列116YWebVPN-Deny-Message
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

0x7fffffffシングル整数157YWebVPN-Download_Max-Size

0 =無効 1 =有効シングル整数94YWebVPN-File-Access-Enable

0 =無効 1 =有効シングル整数96YWebVPN-File-Server-Browsing-Enable

0 =無効 1 =有効シングル整数95YWebVPN-File-Server-Entry-Enable

オプションのワイルドカード（*）を使用し
たカンマ区切りの DNS/IP（たとえば、
*.cisco.com、192.168.1.*、wwwin.cisco.com）

シングル文字列78YWebVPN-Group-based-HTTP/HTTPS-Proxy-Exception-List

0 =なし 1 =表示されるシングル整数126YWebVPN-Hidden-Shares

クライアントレスホームページをスマート

トンネル経由で表示する場合にイネーブル

にします。

シングルブール228YWebVPN-Home-Page-Use-Smart-Tunnel

1 = Java ActiveX 2 =スクリプト 4 =イメー
ジ 8 =クッキー

シングルBitmap69YWebVPN-HTML-Filter

0 =オフ 1 =デフレート圧縮シングル整数120YWebVPN-HTTP-Compression

http=または https=プレフィックス付きの、
カンマ区切りの DNS/IP:ポート（例：
http=10.10.10.10:80、https=11.11.11.11:443）

シングル文字列74YWebVPN-HTTP-Proxy-IP-Address

0～ 30。0 =ディセーブル。シングル整数148YWebVPN-Idle-Timeout-Alert-Interval

0～ 900シングル整数121YWebVPN-Keepalive-Ignore

無制限。シングル文字列223YWebVPN-Macro-Substitution

無制限。シングル文字列224YWebVPN-Macro-Substitution

0 =無効 1 =有効シングル整数97YWebVPN-Port-Forwarding-Enable

0 =無効 1 =有効シングル整数98YWebVPN-Port-Forwarding-Exchange-Proxy-Enable

0 =無効 1 =有効シングル整数99YWebVPN-Port-Forwarding-HTTP-Proxy
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

ポート転送リスト名シングル文字列72YWebVPN-Port-Forwarding-List

名前の文字列（例、「Corporate-Apps」）。

このテキストでクライアントレスポータル

ホームページのデフォルト文字列

「ApplicationAccess」が置き換えられます。

シングル文字列79YWebVPN-Port-Forwarding-Name

0x7fffffffシングル整数159YWebVPN-Post-Max-Size

0～ 30。0 =ディセーブル。シングル整数149YWebVPN-Session-Timeout-Alert-Interval

0 =無効 1 =有効シングルブール225YWebVPN
Smart-Card-Removal-Disconnect

スマートトンネルの名前シングル文字列136YWebVPN-Smart-Tunnel

ドメイン名が付加されたスマートトンネル

自動サインオンリストの名前

シングル文字列139YWebVPN-Smart-Tunnel-Auto-Sign-On

0 =無効 1 =有効 2 =自動スタートシングル整数138YWebVPN-Smart-Tunnel-Auto-Start

「eネットワーク名」、「iネットワーク
名」、「a」のいずれか。ここで、ネット
ワーク名は、スマートトンネルネットワー

クのリストの名前です。eはトンネルが除
外されることを示し、iはトンネルが指定さ
れることを示し、aはすべてのトンネルを
示します。

シングル文字列227YWebVPN-Smart-Tunnel-Tunnel-Policy

0 =無効 1 =有効シングル整数103YWebVPN-SSL-VPN-Client-Enable

0 =無効 1 =有効シングル整数105YWebVPN-SSL-VPN-Client-Keep-
Installation

0 =無効 1 =有効シングル整数104YWebVPN-SSL-VPN-Client-Required

有効な文字列シングル文字列114YWebVPN-SSO-Server-Name

シングル文字列162YWebVPN-Storage-Key

シングル文字列161YWebVPN-Storage-Objects
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説明または値シングル

またはマ

ルチ値

構文/タイ
プ

属

性

い

い

え。

ASAAttribute Name

15～ 600秒、0=オフシングル整数107YWebVPN-SVC-Keepalive-Frequency

5～ 3600秒、0=オフシングル整数108YWebVPN-SVC-Client-DPD-Frequency

0 =無効 1 =有効シングル整数123YWebVPN-SVC-DTLS-Enable

MTU値は 256～ 1406バイトです。シングル整数125YWebVPN-SVC-DTLS-MTU

5～ 3600秒、0=オフシングル整数109YWebVPN-SVC-Gateway-DPD-Frequency

4～ 10080分、0=オフシングル整数110YWebVPN-SVC-Rekey-Time

0（オフ）、1（SSL）、2（新しいトンネ
ル）

シングル整数111YWebVPN-SVC-Rekey-Method

0（オフ）、1（デフォルトの圧縮）シングル整数112YWebVPN-SVC-Compression

UNIXでの有効なグループ IDシングル整数222YWebVPN-UNIX-Group-ID (GID)

UNIXでの有効なユーザ IDシングル整数221YWebVPN-UNIX-User-ID (UIDs)

0x7fffffffシングル整数158YWebVPN-Upload-Max-Size

0 =無効 1 =有効シングル整数93YWebVPN-URL-Entry-Enable

URLリスト名シングル文字列71YWebVPN-URL-List

シングル文字列160YWebVPN-User-Storage

設定のリストシングル文字列163YWebVPN-VDI

サポートされる IETF RADIUS 認証属性
次の表に、サポートされる IETF RADIUS属性の一覧を示します。
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表 39：サポートされる IETF RADIUS 属性

説明または値シングルまた

はマルチ値

構文/タイ
プ

属性

いい

え。

ASAAttribute Name

バージョン 8.2.x以降では、Group-Policy属性
（VSA 3076、#25）を使用することをお勧め
します。

•グループポリシー名

• OU=グループポリシー名

• OU=グループポリシー名

シングル25YIETF-Radius-Class

フルトンネルの IPsecクライアントと SSL
VPNクライアントのみに適用される、ASA
で定義された ACL名。

シングル文字列11YIETF-Radius-Filter-Id

IPアドレスシングル文字列n/aYIETF-Radius-Framed-IP-Address

IPアドレスマスクシングル文字列n/aYIETF-Radius-Framed-IP-Netmask

Secondsシングル整数28YIETF-Radius-Idle-Timeout

秒。使用可能なサービスタイプの値：

• .Administrative：ユーザは configureプロ
ンプトへのアクセスを許可されていま

す。

• .NAS-Prompt：ユーザは execプロンプト
へのアクセスを許可されています。

• .remote-access：ユーザはネットワーク
アクセスを許可されています。

シングル整数6YIETF-Radius-Service-Type

Secondsシングル整数27YIETF-Radius-Session-Timeout

RADIUS アカウンティング切断の理由コード
これらのコードは、パケットを送信するときに ASAが切断された場合に返されます。

切断の理由コード

ACCT_DISC_USER_REQ = 1
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切断の理由コード

ACCT_DISC_LOST_CARRIER = 2

ACCT_DISC_LOST_SERVICE = 3

ACCT_DISC_IDLE_TIMEOUT = 4

ACCT_DISC_SESS_TIMEOUT = 5

ACCT_DISC_ADMIN_RESET = 6

ACCT_DISC_ADMIN_REBOOT = 7

ACCT_DISC_PORT_ERROR = 8

ACCT_DISC_NAS_ERROR = 9

ACCT_DISC_NAS_REQUEST = 10

ACCT_DISC_NAS_REBOOT = 11

ACCT_DISC_PORT_UNNEEDED = 12

ACCT_DISC_PORT_PREEMPTED = 13

ACCT_DISC_PORT_SUSPENDED = 14

ACCT_DISC_SERV_UNAVAIL = 15

ACCT_DISC_CALLBACK = 16

ACCT_DISC_USER_ERROR = 17

ACCT_DISC_HOST_REQUEST = 18

ACCT_DISC_ADMIN_SHUTDOWN = 19

ACCT_DISC_SA_EXPIRED = 21

ACCT_DISC_MAX_REASONS = 22

AAA の RADIUS サーバのガイドライン
ここでは、AAA用のRADIUSサーバを設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよび制限
事項について説明します。
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IPv6

AAAサーバは IPv4アドレスを使用する必要がありますが、エンドポイントは IPv6を使用できま
す。

その他のガイドライン

•シングルモードで最大 100個のサーバグループ、またはマルチモードでコンテキストごと
に 4つのサーバグループを持つことができます。

•各グループには、シングルモードで最大 16台、マルチモードで最大 4台のサーバを含める
ことができます。

AAA 用の RADIUS サーバの設定
ここでは、AAA用に RADIUSサーバを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 ASAの属性をRADIUSサーバにロードします。属性をロードするために使用する方法は、使用し
ている RADIUSサーバのタイプによって異なります。

• Cisco ACSを使用している場合：サーバには、これらの属性がすでに統合されています。し
たがって、この手順をスキップできます。

•他のベンダーの RADIUSサーバ（たとえばMicrosoft Internet Authentication Service）の場合：
ASAの各属性を手動で定義する必要があります。属性を定義するには、属性名または番号、
タイプ、値、ベンダーコード（3076）を使用します。

ステップ 2 RADIUSサーバグループの設定, （790ページ）。

ステップ 3 グループへの RADIUSサーバの追加, （793ページ）。

ステップ 4 （任意） 認証プロンプトの追加, （795ページ）。

RADIUS サーバグループの設定
認証、許可、またはアカウンティングに外部 RADIUSサーバを使用する場合は、まず AAAプロ
トコルあたり少なくとも 1つの RADIUSサーバグループを作成して、各グループに 1つ以上の
サーバを追加する必要があります。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]を選択します。

ステップ 2 [AAA Server Group]領域で、[Add]をクリックします。
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[Add AAA Server Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Server Group]フィールドにグループの名前を入力します。

ステップ 4 [Protocol]ドロップダウンリストから RADIUSサーバタイプを選択します。

ステップ 5 [Accounting Mode]を選択します。

• [Simultaneous]：グループ内のすべてのサーバにアカウンティングデータを送信します。

• [Single]：1つのサーバにだけアカウンティングデータを送信します。

ステップ 6 グループ内で障害の発生したサーバを再度アクティブ化する方法（[ReactivationMode]）を設定し
ます。

• [Depletion]、[Dead Time]：グループ内のすべてのサーバが非アクティブになった後に、障害
の発生したサーバを再度アクティブ化します。これがデフォルトの再アクティブ化モードで

す。グループ内の最後のサーバがディセーブルになってから、その後すべてのサーバを再度

イネーブルにするまでの時間を 0～ 1440分の範囲で指定します。デフォルトは 10分です。

• [timed]：30秒のダウン時間の後、障害が発生したサーバを再度アクティブ化します。

ステップ 7 [Max Failed Attempts]に、次のサーバを試す前にグループ内の RADIUSサーバに送信する要求の最
大数を指定します。

範囲は、1～ 5です。デフォルトは 3です。

ローカルデータベースを使用してフォールバック方式（管理アクセス専用）を設定すると、グ

ループ内のすべてのサーバが応答しない場合にグループは応答なしと見なされ、フォールバック

方式が試行されます。サーバグループで、追加の AAA要求によるアクセスがない、非応答と見
なされる時間が 10分間続くと（デフォルトの再アクティブ化モードとデッド時間を使用する場
合）、ただちにフォールバック方式が使用されます。非応答時間をデフォルト値から変更するに

は、[Dead Time]の変更方法を参照してください。

フォールバック方式として設定されていない場合、ASAは引き続きグループ内のサーバにアクセ
スしようとします。

ステップ 8 （任意）適切なオプションを選択して、RADIUS中間アカウンティング更新メッセージの定期的
な生成をイネーブルにします。

これらのオプションが関連するのは、このサーバグループを AnyConnectまたはクライアントレ
ス SSL VPNに使用している場合のみです。

• [Enable interim accounting update]：[Update Interval]オプションを選択せずにこのコマンドを使
用すると、ASAは、VPNトンネル接続がクライアントレス VPNセッションに追加されたと
きにのみ中間アカウンティング更新メッセージを送信します。これが発生した場合、新たに

割り当てられた IPアドレスを RADIUSに通知するためのアカウンティングアップデートが
生成されます。

• [Update Interval]：対象のサーバグループにアカウンティングレコードを送信するように設定
されたすべてのVPNセッションのアカウンティングレコードの定期的な生成と伝送をイネー
ブルにします。これらの更新を送信する間隔を時間単位で変更できます。デフォルトは 24
時間で、指定できる範囲は 1～ 120です。
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ISEサーバが含まれるサーバグループには、両方のオプションを選択します。ISEは、
ASAなどの NASデバイスから受信するアカウンティングレコードに基づいて、アク
ティブセッションのディレクトリを保持します。ただし、セッションがアクティブで

あるという通知（アカウンティングメッセージまたはポスチャトランザクション）を

5日間受信しなかった場合、ISEはデータベースからそのセッションのレコードを削除
します。存続時間の長い VPN接続が削除されないようにするには、すべてのアクティ
ブセッションについて ISEに定期的に中間アカウンティング更新メッセージを送信す
るように、グループを設定します。

（注）

ステップ 9 （任意）このグループに ADエージェントまたは Cisco Directory Agent（CDA）サーバしか含まれ
ていない場合は、[Enable Active Directory Agent Mode]を選択します。
CDAまたはADエージェントはアイデンティティファイアウォールで使用されるサーバであり、
完全な機能を備えた RADIUSサーバではありません。このオプションを選択すると、このグルー
プをアイデンティティファイアウォール専用として使用できます。

ステップ 10 （オプション）このサーバグループをリモートアクセス VPNで ISEポリシーを適用するために
使用する場合、次のオプションを設定します。

• [Enable dynamic authorization]：AAAサーバグループの RADIUSの動的認可（ISE許可変更、
CoA）サービスをイネーブルにします。VPNトンネルでサーバグループを使用すると、対応
する RADIUSサーバグループが CoA通知用に登録され、ASAは ISEからの CoAポリシー
更新用ポートをリッスンします。このサーバグループを ISEと併せてリモートアクセスVPN
で使用する場合にのみ動的認可をイネーブルにします。

• [Dynamic Authorization Port]：動的認可をイネーブルにする場合、RADIUS CoA要求のリスニ
ングポートを指定できます。デフォルト値は 1700です。有効な範囲は 1024～ 65535です。

• [Use authorization onlymode]：認証に ISEを使用しない場合は、RADIUSサーバグループに対
し認可専用モードをイネーブルにします。これは、サーバグループを認可に使用するとき

に、RADIUSアクセス要求メッセージが、AAAサーバ用に設定されているパスワード方式に
反して、「認可専用」要求として構築されることを示しています。RADIUSサーバの共通パ
スワードを設定すると、そのパスワードは無視されます。

たとえば、認証にこのサーバグループではなく証明書を使用する場合には、認可専用モード

を使用します。VPNトンネルでの認可とアカウンティングにこのサーバグループを使用す
る可能性があるからです。

ステップ 11 （任意）[VPN3KCompatibilityOption]を設定して、RADIUSパケットから受信したダウンロード可
能 ACLを Cisco AVペアの ACLと結合するかどうかを指定します。
このオプションは、VPN接続にのみ適用されます。VPNユーザの場合は、ACLは Cisco AVペア
ACL、ダウンロード可能 ACL、および ASAで設定される ACLの形式になります。このオプショ
ンでは、ダウンロード可能 ACLと AVペア ACLを結合するかどうかを決定します。ASAで設定
されている ACLには適用されません。

• [Do not merge]：ダウンロード可能 ACLは Cisco AVペアの ACLと結合されません。AVペア
およびダウンロード可能 ACLの両方を受信した場合は、AVペアが優先し、使用されます。
これがデフォルトのオプションです。

• Place the downloadable ACL after Cisco AV-pair ACL
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• Place the downloadable ACL before Cisco AV-pair ACL

ステップ 12 [OK]をクリックします。
[AddAAAServerGroup]ダイアログボックスが閉じ、新しいサーバグループが [AAAServerGroups]
テーブルに追加されます。

ステップ 13 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

グループへの RADIUS サーバの追加
RADIUSサーバをグループに追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration]> [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]を選択し、[AAA Server
Groups]領域で、サーバを追加するサーバグループをクリックします。

ステップ 2 [Servers in the Selected Group]領域（下側のペイン）で、[Add]をクリックします。
サーバグループに対応する [Add AAA Server Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 認証サーバが存在するインターフェイス名を選択します。

ステップ 4 グループに追加するサーバのサーバ名または IPアドレスを追加します。

ステップ 5 タイムアウト値を追加するか、デフォルトのままにします。[Timeout]フィールドには、バック
アップサーバへ要求を送信する前に、ASAがプライマリサーバからの応答を待機する時間を秒
単位で指定します。

ステップ 6 ダウンロード可能な ACLで受信されたネットマスクを ASAでどのように処理するかを指定しま
す。次のオプションから選択します。

• [Detect automatically]：ASAで、使用されているネットマスク表現のタイプが判定されます。
ASAは、ワイルドカードネットマスク表現を検出した場合、標準ネットマスク表現に変換
します。

一部のワイルドカード表現は明確な検出が困難なため、この設定を選択した場合に

は、ワイルドカードネットマスク表現が誤って標準ネットマスク表現として検出

されることもあります。

（注）

• [Standard]：ASAは、RADIUSサーバから受信したダウンロード可能な ACLに標準ネットマ
スク表現のみが含まれていると見なします。ワイルドカードネットマスク表現からの変換は

実行されません。

• [Wildcard]：ASAは、RADIUSサーバから受信したダウンロード可能 ACLに、ワイルドカー
ドネットマスク表現のみが含まれていると見なし、ACLのダウンロード時にそれらのすべ
てを標準ネットマスク表現に変換します。
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ステップ 7 このASAを介してRADIUS認可サーバにアクセスするユーザに共通のパスワードを指定します。
このパスワードは大文字と小文字が区別されます。この情報は、RADIUSサーバ管理者に伝えて
ください。

RADIUS認証サーバ（認可サーバではない）に対しては、共通のパスワードは設定しな
いでください。

このフィールドを空白のままにした場合は、RADIUS認可サーバにアクセスする際のパ
スワードには、各ユーザ名が使用されます。

RADIUS認可サーバを認証に使用することは避けてください。共通パスワードやユーザ
名を転用したパスワードは、ユーザごとに一意のパスワードに比べ、安全性が低くなり

ます。

このパスワードは、RADIUSプロトコルや RADIUSサーバによって要求されますが、
ユーザが知っている必要はありません。

（注）

ステップ 8 二重認証を使用し、トンネルグループでパスワード管理をイネーブルにした場合は、プライマリ

認証要求とセカンダリ認証要求にMS-CHAPv2要求属性が含まれます。RADIUSサーバが
MS-CHAPv2をサポートしていない場合、このチェックボックスをオンにすれば、そのサーバから
非MS-CHAPv2認証要求が送信されるようにできます。

ステップ 9 ASAからサーバへ接続を試行した後、次に試行するまでの待機時間を、1～ 10秒の間で指定しま
す。

その後の再試行の間隔は、入力した再試行間隔の設定にかかわらず、常に 50ミリ秒ま
たは 100ミリ秒です。これは意図された動作です。

（注）

ステップ 10 [Simultaneous]または [Single]をクリックします。
[Single]モードの場合、ASAではアカウンティングデータが 1つのサーバにだけ送信されます。

[Simultaneous]モードの場合、ASAではアカウンティングデータがグループ内のすべてのサーバ
に送信されます。

ステップ 11 ユーザのアカウンティングに使用するサーバポートを指定します。デフォルトのポートは 1646
です。

ステップ 12 ユーザの認証に使用するサーバポートを指定します。デフォルトのポートは 1645です。

ステップ 13 ASAでRADIUSサーバを認証する際に使用される共有秘密キーを指定します。設定したサーバ秘
密キーは、RADIUSサーバで設定されたサーバ秘密キーと一致する必要があります。サーバ秘密
キーが不明の場合は、RADIUSサーバの管理者に問い合わせてください。最大フィールド長は、
64文字です。

ステップ 14 [OK]をクリックします。
[Add AAA Server Group]ダイアログボックスが閉じ、AAAサーバが AAAサーバグループに追加
されます。

ステップ 15 [AAAServerGroups]ペインで [Apply]をクリックし、変更内容を実行コンフィギュレーションに保
存します。
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認証プロンプトの追加

RADIUSサーバからのユーザ認証が必要な場合に、ASA経由のHTTP、FTP、Telnetアクセス用の
AAAチャレンジテキストを指定できます。このテキストは飾りのようなもので、ユーザのログイ
ン時に、ユーザ名プロンプトとパスワードプロンプトの上に表示されます。認証プロンプトを指

定しなかった場合は、ユーザが RADIUSサーバで認証中に以下の内容が表示されます。

デフォルトのプロンプトConnection Type

FTP authenticationFTP

HTTP認証HTTP

なしTelnet

認証プロンプトを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [Authentication Prompt]の順に選択します。

ステップ 2 ログイン時にユーザ名とパスワードプロンプトの上に表示するメッセージとして追加するテキス

トを、[Prompt]フィールドに入力します。
次の表に、認証プロンプトの文字数制限を示します。

文字制限アプリケーション

37Microsoft Internet Explorer

235Telnet

235FTP

ステップ 3 [User acceptedmessage]フィールドと [User rejectedmessage]フィールドにメッセージを追加します。
Telnetからのユーザ認証を実行する場合、[User accepted message]オプションおよび [User rejected
message]オプションを使用すれば、認証の試みが RADIUSサーバによって承認または拒否された
ことを示す、異なる状態のプロンプトを表示できます。

これらのメッセージテキストをそれぞれ指定した場合、ASAでは、RADIUSサーバにより認証さ
れたユーザに対しては [User accepted message]テキストが表示され、認証されなかったユーザに対
しては ASAにより [User rejected message]テキストが表示されます。HTTPセッションおよび FTP
セッションの認証では、プロンプトにチャレンジテキストのみが表示されます。ユーザ承認メッ

セージテキストおよびユーザ拒否メッセージテキストは表示されません。

ステップ 4 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。
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RADIUS サーバの認証および認可のテスト
ASAがRADIUSサーバに接続してユーザを認証または承認できるかどうかを判別するには、次の
手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]の順に選択します。

ステップ 2 サーバが [AAA Server Groups]テーブル内に存在するサーバグループをクリックします。

ステップ 3 [Servers in the Selected Group]テーブルでテストするサーバをクリックします。

ステップ 4 [Test]をクリックします。
選択したサーバに対応する [Test AAA Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 実行するテストのタイプ（[Authentication]または [Authorization]）をクリックします。

ステップ 6 ユーザ名を入力します。

ステップ 7 認証をテストする場合は、ユーザ名に対応するパスワードを入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
認証または認可のテストメッセージが ASAからサーバへ送信されます。テストが失敗した場合
は、エラーメッセージが表示されます。

AAA 用の RADIUS サーバのモニタリング
AAA用のRADIUSサーバのステータスのモニタリングについては、次のコマンドを参照してくだ
さい。

• [Monitoring] > [Properties] > [AAA Servers]

このペインには、RADIUSサーバの実行コンフィギュレーションが表示されます。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。
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AAA 用の RADIUS サーバの履歴

表 40：AAA 用の RADIUS サーバの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

AAA用の RADIUSサーバを設定する方法について説明
します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[AAAServer Groups] [Configuration] > [DeviceManagement]
> [Users/AAA] > [Authentication Prompt]

7.0(1)AAAの RADIUSサーバ

4つの新しい VSA：Tunnel Group Name（146）および
Client Type（150）は、ASAからの RADIUSアクセス要
求パケットで送信されます。Session Type（151）および
Session Subtype（152）は、ASAからの RADIUSアカウ
ンティング要求パケットで送信されます。4つのすべて
の属性が、すべてのアカウンティング要求パケットタ

イプ（開始、中間アップデート、および終了）に送信さ

れます。RADIUSサーバ（ACSや ISEなど）は、認可属
性やポリシー属性を強制適用したり、アカウンティング

や課金のためにそれらの属性を使用したりできます。

8.4(3)ASAからの RADIUSアクセス要求パケット
およびアカウンティング要求パケットでの主

なベンダー固有属性（VSA）の送信
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第 34 章

AAA 用の TACACS+ サーバ

この章では、AAAで使われる TACACS+サーバの設定方法について説明します。

• AAA用の TACACS+サーバについて, 799 ページ

• AAA用の TACACS+サーバのガイドライン, 801 ページ

• TACACS+サーバの設定, 801 ページ

• TACACS+サーバの認証および許可のテスト, 804 ページ

• AAA用の TACACS+サーバのモニタリング, 805 ページ

• AAA用の TACACS+サーバの履歴, 806 ページ

AAA 用の TACACS+ サーバについて
ASAは、ASCII、PAP、CHAP、MS-CHAPv1の各プロトコルで TACACS+サーバ認証をサポート
します。

TACACS+ 属性
Cisco ASAは、TACACS+属性をサポートします。TACACS+属性は、認証、許可、アカウンティ
ングの機能を分離します。プロトコルでは、必須とオプションの2種類の属性をサポートします。
サーバとクライアントの両方で必須属性を解釈できる必要があり、また、必須属性はユーザに適

用する必要があります。オプションの属性は、解釈または使用できることも、できないこともあ

ります。

TACACS+属性を使用するには、NAS上で AAAサービスがイネーブルになっていることを確
認してください。

（注）

次の表に、カットスループロキシ接続に対してサポートされる TACACS+許可応答属性の一覧を
示します。
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表 41：サポートされる TACACS+ 許可応答属性

説明属性

接続に適用する、ローカルで設定済みの ACLを識別します。acl

認証済みユーザセッションが終了する前に許可される非アクティブ時間（分）

を示します。

idletime

認証済みユーザセッションが終了する前に認証クレデンシャルがアクティブ

な状態でいる絶対時間（分）を指定します。

timeout

次の表に、サポートされる TACACS+アカウンティング属性の一覧を示します。

。

表 42：サポートされる TACACS+ アカウンティング属性

説明属性

この接続中に転送される入力バイト数を指定します（ストップレコードの

み）。

bytes_in

この接続中に転送される出力バイト数を指定します（ストップレコードの

み）。

bytes_out

実行するコマンドを定義します（コマンドアカウンティングのみ）。cmd

切断理由を特定する数字コードを示します（ストップレコードのみ）。disc-cause

接続の経過時間（秒）を定義します（ストップレコードのみ）。elapsed_time

トンネル接続のクライアントの IPアドレスを指定します。最下位のセキュリ
ティインターフェイスでカットスループロキシ接続のアドレスを定義しま

す。

foreign_ip

トンネル接続したクライアントの IPアドレスを指定します。最上位のセキュ
リティインターフェイスでカットスループロキシ接続のアドレスを定義しま

す。

local_ip

接続のセッション IDが含まれます。NAS port

この接続中に転送される入力パケット数を指定します。packs_in

この接続中に転送される出力パケット数を指定します。packs_out
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説明属性

コマンドアカウンティング要求の場合はユーザの権限レベル、それ以外の場

合は 1に設定されます。
priv-level

クライアントの IPアドレスを示します。rem_iddr

使用するサービスを指定します。コマンドアカウンティングの場合にのみ、

常に「shell」に設定されます。
service

アカウンティングトランザクションに固有のタスク IDを指定します。task_id

ユーザの名前を示します。username

AAA 用の TACACS+ サーバのガイドライン
ここでは、AAA用の TACACS+サーバを設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよび制
限事項について説明します。

IPv6

AAAサーバは IPv4アドレスを使用する必要がありますが、エンドポイントは IPv6を使用できま
す。

その他のガイドライン

•シングルモードで最大 100個のサーバグループ、またはマルチモードでコンテキストごと
に 4つのサーバグループを持つことができます。

•各グループには、シングルモードで最大 16台、マルチモードで最大 4台のサーバを含める
ことができます。

TACACS+ サーバの設定
ここでは、TACACS+サーバを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 TACACS+サーバグループの設定, （802ページ）。

ステップ 2 グループへの TACACS+サーバの追加, （803ページ）。

ステップ 3 （任意）認証プロンプトの追加, （803ページ）。
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TACACS+ サーバグループの設定
認証、許可、アカウンティングに TACACS+サーバを使用する場合は、まず TACACS+サーバグ
ループを少なくとも 1つ作成し、各グループに 1台以上のサーバを追加する必要があります。
TACACS+サーバグループは名前で識別されます。

TACACS+サーバグループを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]を選択します。

ステップ 2 [AAA Server Group]領域で、[Add]をクリックします。
[Add AAA Server Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Server Group]フィールドにグループの名前を入力します。

ステップ 4 [Protocol]ドロップダウンリストから、[TACACS+]サーバタイプを選択します。

ステップ 5 [Accounting Mode]フィールドで、[Simultaneous]または [Single]をクリックします。
[Single]モードの場合、ASAではアカウンティングデータが 1つのサーバにだけ送信されます。

[Simultaneous]モードの場合、ASAではアカウンティングデータがグループ内のすべてのサーバ
に送信されます。

ステップ 6 [Reactivation Mode]フィールドで、[Depletion]または [Timed]をクリックします。
[Depletion]モードの場合、障害が発生したサーバは、グループ内のサーバがすべて非アクティブ
になったときに限り、再アクティブ化されます。depletionモードでは、あるサーバが非アクティ
ブになった場合、そのサーバは、グループの他のすべてのサーバが非アクティブになるまで非ア

クティブのままとなります。すべてのサーバが非アクティブになると、グループ内のすべてのサー

バが再アクティブ化されます。このアプローチでは、障害が発生したサーバに起因する接続遅延

の発生を最小限に抑えられます。

Timedモードでは、障害が発生したサーバは 30秒の停止時間の後で再アクティブ化されます。

ステップ 7 [Depletion]再アクティブ化モードを選択した場合は、[Dead Time]フィールドに時間間隔を入力し
ます。

デッドタイムは、グループ内の最後のサーバがディセーブルになってから、すべてのサーバが再

びイネーブルになるまでの分単位の時間間隔です。

ステップ 8 失敗試行の最大許容回数を追加します。

このオプションで設定するのは、応答のないサーバを非アクティブと宣言するまでに許可される

接続試行の失敗回数です。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
[AddAAAServerGroup]ダイアログボックスが閉じ、新しいサーバグループが [AAAServerGroups]
テーブルに追加されます。

ステップ 10 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。
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グループへの TACACS+ サーバの追加
TACACS+サーバをグループに追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]を選択します。

ステップ 2 サーバを追加するサーバグループをクリックします。

ステップ 3 [Servers in the Selected Group]領域で、[Add]をクリックします。
サーバグループに対応する [Add AAA Server Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 認証サーバが存在するインターフェイス名を選択します。

ステップ 5 グループに追加するサーバのサーバ名または IPアドレスを追加します。

ステップ 6 タイムアウト値を入力するか、デフォルトのままにします。[Timeout]フィールドには、バック
アップサーバへ要求を送信する前に、ASAがプライマリサーバからの応答を待機する時間を秒
単位で指定します。

ステップ 7 サーバポートを指定します。サーバポートは、ポート番号 139、またはASAによって TACACS+
サーバとの通信に使用される TCPポートの番号です。

ステップ 8 サーバ秘密キーを指定します。ASAで TACACS+サーバを認証する際に使用される共有秘密キー
を指定します。ここで設定したサーバ秘密キーは、TACACS+サーバで設定されたサーバ秘密キー
と一致する必要があります。サーバ秘密キーが不明の場合は、TACACS+サーバの管理者に問い
合わせてください。最大フィールド長は、64文字です。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
[Add AAA Server Group]ダイアログボックスが閉じ、AAAサーバが AAAサーバグループに追加
されます。

ステップ 10 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

認証プロンプトの追加

AAA認証チャレンジプロセスの実行中にユーザに表示するテキストを指定できます。TACACS+
サーバからのユーザ認証が必要な場合に、ASA経由のHTTP、FTP、Telnetアクセス用のAAAチャ
レンジテキストを指定できます。このテキストは飾りのようなもので、ユーザのログイン時に、

ユーザ名プロンプトとパスワードプロンプトの上に表示されます。

認証プロンプトを指定しない場合、TACACS+サーバでの認証時にユーザに対して表示される内
容は次のようになります。

デフォルトのプロンプトConnection Type

FTP authenticationFTP

HTTP認証HTTP
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デフォルトのプロンプトConnection Type

なしTelnet

認証プロンプトを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [Authentication Prompt]の順に選択します。

ステップ 2 ログイン時にユーザに表示されるユーザ名とパスワードのプロンプトの上に表示するテキストを

追加します。

次の表に、認証プロンプトの文字数制限を示します。

認証プロンプトの文字数制限アプリケーション

37Microsoft Internet Explorer

235Telnet

235FTP

ステップ 3 [User acceptedmessage]フィールドと [User rejectedmessage]フィールドにメッセージを追加します。
Telnetからのユーザ認証を実行する場合、[User accepted message]オプションおよび [User rejected
message]オプションを使用すれば、認証試行がAAAサーバにより受け入れられた、または拒否さ
れたことを示すさまざまな状態のプロンプトを表示できます。

これらのメッセージテキストをそれぞれ指定した場合、ASAでは、AAAサーバにより認証され
たユーザに対しては [User accepted message]テキストが表示され、認証されなかったユーザに対し
ては ASAにより [User rejected message]テキストが表示されます。HTTPセッションおよび FTP
セッションの認証では、プロンプトにチャレンジテキストのみが表示されます。ユーザ承認メッ

セージテキストおよびユーザ拒否メッセージテキストは表示されません。

ステップ 4 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

TACACS+ サーバの認証および許可のテスト
ASAが TACACS+サーバに接続してユーザを認証または承認できるかどうかを判別するには、次
の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]の順に選択します。

ステップ 2 サーバが存在するサーバグループをクリックします。

ステップ 3 テストするサーバをクリックします。

ステップ 4 [Test]をクリックします。
選択したサーバに対応する [Test AAA Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 実行するテストのタイプ（[Authentication]または [Authorization]）をクリックします。

ステップ 6 ユーザ名を入力します。

ステップ 7 認証をテストする場合は、ユーザ名のパスワードを入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
認証または認可のテストメッセージが ASAからサーバへ送信されます。テストが失敗した場合
は、エラーメッセージが表示されます。

AAA 用の TACACS+ サーバのモニタリング
AAA用の TACACS+サーバのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

• [Monitoring] > [Properties] > [AAA Servers]

このペインには、設定された TACACS+サーバの統計情報が表示されます。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。
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AAA 用の TACACS+ サーバの履歴

表 43：AAA 用の TACACS+ サーバの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

AAAに TACACS+サーバを設定する方法について説明
します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[AAA Server Groups]

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[Authentication Prompt]。

7.0(1)TACACS+サーバ
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第 35 章

AAA の LDAP サーバ

この章では、AAAで使用される LDAPサーバの設定方法について説明します。

• LDAPおよび ASAについて, 807 ページ

• AAAの LDAPサーバのガイドライン, 811 ページ

• AAAの LDAPサーバの設定, 812 ページ

• LDAPサーバによる認証および許可のテスト, 816 ページ

• AAAの LDAPサーバのモニタリング, 817 ページ

• AAAの LDAPサーバの履歴, 817 ページ

LDAP および ASA について
Cisco ASAはほとんどの LDAPv3ディレクトリサーバと互換性があり、それには次のものが含ま
れます。

• SunMicrosystems JAVA System Directory Server（現在はOracle Directory Server Enterprise Edition
の一部、旧名 Sun ONE Directory Server）

• Microsoft Active Directory

• Novell

• OpenLDAP

デフォルトでは、ASAによってMicrosoft Active Directory、Sun LDAP、Novell、OpenLDAP、また
は汎用LDAPv3ディレクトリサーバに接続しているかどうかが自動検出されます。ただし、LDAP
サーバタイプの自動検出による決定が失敗した場合は、手動で設定できます。

LDAP での認証方法
認証中、ASAは、ユーザの LDAPサーバへのクライアントプロキシとして機能し、プレーンテ
キストまたはSimpleAuthentication andSecurityLayer（SASL）プロトコルのいずれかを使ってLDAP
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サーバに対する認証を行います。デフォルトで、ASAは、通常はユーザ名とパスワードである認
証パラメータを LDAPサーバにプレーンテキストで渡します。

ASAでは、次の SASLメカニズムをサポートしています。次に、強度の低い順番に示します。

• Digest-MD5：ASAは、ユーザ名とパスワードから計算したMD5値を使用して LDAPサーバ
に応答します。

• Kerberos：ASAは、GSSAPI Kerberosメカニズムを使用して、ユーザ名とレルムを送信する
ことで LDAPサーバに応答します。

ASAと LDAPサーバは、これらの SASLメカニズムの任意の組み合わせをサポートします。複数
のメカニズムを設定した場合、ASAではサーバに設定されている SASLメカニズムのリストが取
得され、認証メカニズムはASAとサーバの両方に設定されているメカニズムのなかで最も強力な
ものに設定されます。たとえば、LDAPサーバとASAの両方がこれら両方のメカニズムをサポー
トしている場合、ASAは、強力な方の Kerberosメカニズムを選択します。

ユーザ LDAP認証が成功すると、LDAPサーバは認証されたユーザの属性を返します。VPN認証
の場合、通常これらの属性には、VPNセッションに適用される認可データが含まれます。この場
合、LDAPの使用により、認証と許可を 1ステップで実行できます。

LDAPプロトコルの詳細については、RFC 1777、2251、および 2849を参照してください。（注）

LDAP 階層
LDAPコンフィギュレーションは、組織の論理階層が反映されたものにする必要があります。た
とえば、Example Corporationという企業の従業員 Employee1を例に考えてみます。Employee1は
Engineeringグループに従事しています。この企業の LDAP階層は 1つ以上のレベルを持つことが
できます。たとえば、シングルレベル階層をセットアップします。この中で、Employee1はExample
Corporationのメンバーであると見なされます。あるいは、マルチレベル階層をセットアップしま
す。この中で、Employee1は Engineering部門のメンバーであると見なされ、この部門は Peopleと
いう名称の組織ユニットのメンバーであり、この組織ユニットは Example Corporationのメンバー
です。マルチレベル階層の例については、次の図を参照してください。
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マルチレベル階層の方が詳細ですが、検索結果が速く返されるのはシングルレベル階層の方です。

図 51：マルチレベルの LDAP 階層

LDAP 階層の検索

ASAは、LDAP階層内での検索を調整できます。ASAに次の 3種類のフィールドを設定すると、
LDAP階層での検索開始場所とその範囲、および検索する情報のタイプを定義できます。これら
のフィールドは、ユーザの権限が含まれている部分だけを検索するように階層の検索を限定しま

す。

• LDAP Base DNでは、サーバがASAから認可要求を受信したときに LDAP階層内のどの場所
からユーザ情報の検索を開始するかを定義します。

• Search Scopeでは、LDAP階層の検索範囲を定義します。この指定では、LDAP Base DNより
もかなり下位のレベルまで検索します。サーバによる検索を直下の 1レベルだけにするか、
サブツリー全体を検索するかを選択できます。シングルレベルの検索の方が高速ですが、サ

ブツリー検索の方が広範囲に検索できます。

• Naming Attributeでは、LDAPサーバのエントリを一意に識別する RDNを定義します。一般
的な名前属性には、cn（一般名）、sAMAccountName、および userPrincipalNameを含めるこ
とができます。

次の図に、Example Corporationの LDAP階層の例を示します。この階層が指定されると、複数の
方法で検索を定義できます。次の表に、2つの検索コンフィギュレーションの例を示します。

最初のコンフィギュレーションの例では、Employee1が IPSecトンネルを確立するときに LDAP
認可が必要であるため、ASAから LDAPサーバに検索要求が送信され、この中で Employee1を
Engineeringグループの中で検索することが指定されます。この検索は短時間でできます。

2番目のコンフィギュレーションの例では、ASAから送信される検索要求の中で、Employee1を
Example Corporation全体の中で検索することが指定されています。この検索には時間がかかりま
す。
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表 44：検索コンフィギュレーションの例

結果名前属性検索範囲LDAP Base DNい

い

え。

検索が高速cn=Employee11レベルgroup= Engineering,ou=People,dc=ExampleCorporation, dc=com1

検索に時間がかか

る

cn=Employee1サブツリーdc=ExampleCorporation,dc=com2

LDAP サーバへのバインド
ASAは、ログイン DNとログインパスワードを使用して、LDAPサーバとの信頼（バインド）を
築きます。Microsoft Active Directoryの読み取り専用操作（認証、許可、グループ検索など）を行
うとき、ASAでは特権の低いログイン DNでバインドできます。たとえば、Login DNには、AD
の「Member Of」の指定が Domain Usersの一部であるユーザを指定することができます。VPNの
パスワード管理操作では、Login DNにはより高い特権が必要となり、ADの Account Operatorsグ
ループの一部を指定する必要があります。

次に、Login DNの例を示します。

cn=Binduser1,ou=Admins,ou=Users,dc=company_A,dc=com

ASAは次の認証方式をサポートしています。

•暗号化されていないパスワードを使用したポート 389での簡易 LDAP認証

•ポート 636でのセキュアな LDAP（LDAP-S）

• Simple Authentication and Security Layer（SASL）MD5

• SASL Kerberos

ASAは匿名認証をサポートしていません。

LDAPクライアントとしてのASAは、匿名のバインドや要求の送信をサポートしていません。（注）

LDAP 属性マップ
ASAでは、次の目的での認証のために LDAPディレクトリを使用できます。

• VPNリモートアクセスユーザ

•ファイアウォールネットワークのアクセス/カットスループロキシセッション
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• ACL、ブックマークリスト、DNSまたはWINS設定、セッションタイマーなどのポリシー
の権限（または許可属性と呼ばれる）の設定

•ローカルグループポリシーのキー属性の設定

ASAは、LDAP属性マップを使用して、ネイティブ LDAPユーザ属性を Cisco ASA属性に変換し
ます。それらの属性マップを LDAPサーバにバインドしたり、削除したりすることができます。
また、属性マップを表示または消去することもできます。

LDAP属性マップは複数値属性をサポートしません。たとえば、あるユーザが複数の ADグルー
プのメンバで、LDAP属性マップが複数のグループと一致する場合、選択される値は一致するエ
ントリのアルファベット順に基づくものです。

属性マッピング機能を適切に使用するには、LDAP属性の名前と値およびユーザ定義の属性の名
前と値を理解する必要があります。

頻繁にマッピングされる LDAP属性の名前と、一般にマッピングされるユーザ定義の属性のタイ
プは次のとおりです。

• IETF-Radius-Class（ASAバージョン 8.2以降における Group_Policy）：ディレクトリ部門ま
たはユーザグループ（たとえば、Microsoft Active Directory memberOf）属性値に基づいてグ
ループポリシーを設定します。ASDMバージョン 6.2/ASAバージョン 8.2以降では、
IETF-Radius-Class属性の代わりに group-policy属性が使用されます。

• IETF-Radius-Filter-Id：VPNクライアント、IPSec、SSLに対するアクセスコントロールリス
ト（ACL）に適用されます。

• IETF-Radius-Framed-IP-Address：VPNリモートアクセスクライアント、IPSec、および SSL
にスタティック IPアドレスを割り当てます。

• Banner1：VPNリモートアクセスユーザのログイン時にテキストバナーを表示します。

• Tunneling-Protocols：アクセスタイプに基づいて、VPNリモートアクセスセッションを許可
または拒否します。

1つの LDAP属性マップに、1つ以上の属性を含めることができます。特定の
LADPサーバからは、1つの LDAP属性のみをマップすることができます。

（注）

AAA の LDAP サーバのガイドライン
この項では、AAAのLDAPサーバを設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよび制限事
項について説明します。

IPv6

AAAサーバは IPv4アドレスを使用する必要がありますが、エンドポイントは IPv6を使用できま
す。
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その他のガイドライン

• Sunディレクトリサーバにアクセスするために ASAに設定されている DNが、サーバのデ
フォルトパスワードポリシーにアクセスできる必要があります。DNとして、ディレクトリ
管理者、またはディレクトリ管理者権限を持つユーザを使用することを推奨します。また

は、デフォルトパスワードポリシーに ACLを設定できます。

• Microsoft Active Directoryおよび Sunサーバでのパスワード管理をイネーブルにするために
LDAP over SSLを設定する必要があります。

• ASAは、Novell、OpenLDAPおよびその他のLDAPv3ディレクトリサーバによるパスワード
管理をサポートしません。

• VPN 3000コンセントレータと ASA/PIX 7.0ソフトウェアでは、認証作業に Cisco LDAPス
キーマが必要でした。バージョン 7.1（x）以降、ASAはネイティブLDAPスキーマを使用し
て認証および認可を行うため、Ciscoスキーマは必要なくなりました。

•シングルモードの場合は最大 100台のLDAPサーバグループを使用でき、マルチモードの場
合は各コンテキストで最大 4台の LDAPサーバグループを使用できます。

•各グループには、シングルモードで最大 16台、マルチモードで最大 4台の LDAPサーバを
含めることができます。

•ユーザがログインすると、コンフィギュレーション内で指定されている最初のサーバから順
に、サーバが応答するまで LDAPサーバが 1つずつアクセスされます。グループ内のすべて
のサーバが使用できない場合、ASAは、ローカルデータベースがフォールバック方式とし
て設定されていると、ローカルデータベースに接続しようとします（管理認証および認可限

定）。フォールバックメソッドとして設定されていない場合、ASAは LDAPサーバに引き
続きアクセスしようとします。

AAA の LDAP サーバの設定
この項では、AAAに LDAPサーバを設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 LDAP属性マップを設定します。LDAP属性マップの設定, （812ページ）を参照してください。

ステップ 2 LDAPサーバグループを追加します。LDAPサーバグループの設定, （813ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 3 サーバをグループに追加し、サーバパラメータを設定します。LDAPサーバのサーバグループへ
の追加 , （814ページ）を参照してください。

LDAP 属性マップの設定
LDAP属性マップを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 ローカルユーザの場合は [Configuration] > [Remote Access VPN] > [AAA Local Users] > [LDAP
Attribute Map]の順に、その他の全ユーザの場合は [Configuration] > [Device Management] >
[Users/AAA] > [LDAP Attribute Map]の順に選択して、[Add]をクリックします。
[Map Name]タブが表示された状態で [Mapping of Attribute Name]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 この属性マップの名前を作成します。

ステップ 3 マッピングする LDAP属性の 1つの名前を追加します。

ステップ 4 Cisco属性を選択します。

ステップ 5 [Add]をクリックします。

ステップ 6 さらに属性をマップする場合は、ステップ 1～5を繰り返します。

ステップ 7 [Mapping of Attribute Value]タブをクリックして、マップされた Cisco属性の新しい値に LDAP属
性の値をマッピングします。

ステップ 8 [Add]をクリックして、[Add Mapping of Attribute Value]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9 LDAPサーバから返されると予想されるこの LDAP属性の値を入力します。

ステップ 10 この LDAP属性が以前の LDAP属性値を含める場合に、Cisco属性で使用する値を入力します。

ステップ 11 [Add]をクリックします。

ステップ 12 さらに属性値をマップする場合は、ステップ 8～ 11を繰り返します。

ステップ 13 [OK]を 2回クリックして、各ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 14 [Apply]をクリックし、実行コンフィギュレーションの設定を保存します。

LDAP サーバグループの設定
LDAPサーバグループを作成して設定し、LDAPサーバをそのグループに追加するには、次の手
順を実行します。

はじめる前に

LDAPサーバを LDAPサーバグループに追加する前に、属性マップを追加する必要があります。

手順

ステップ 1 [Configuration]> [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]、または VPNユーザの
場合は [Configuration] > [Remote Access VPN] > [AAA/Local Users] > [AAA Server Groups]の順に選
択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。
[Add AAA Server Group]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3 AAAサーバグループの名前を入力します。

ステップ 4 [Protocol]ドロップダウンリストから LDAPサーバタイプを選択します。

ステップ 5 使用する再アクティブ化モードのオプションボタン（[Depletion]または [Timed]）をクリックしま
す。

[Depletion]モードの場合、障害が発生したサーバは、グループ内のサーバがすべて非アクティブ
になったときに限り、再アクティブ化されます。

Timedモードでは、障害が発生したサーバは 30秒の停止時間の後で再アクティブ化されます。

a) [Depletion]再アクティブ化モードを選択した場合は、[Dead Time]フィールドに時間間隔を入力
します。

デッド時間には、グループ内の最後のサーバがディセーブルになってから、すべてのサーバが

再びイネーブルになるまでの時間間隔を分単位で指定します。

ステップ 6 サーバに接続するための試行の許容失敗回数を追加します。

これは、応答のないサーバを非アクティブと宣言するまでに許可される接続試行の失敗回数です。

ステップ 7 [OK]をクリックします。
[Add AAAServer Group]ダイアログボックスが閉じ、新しいサーバグループがAAAサーバグルー
プに追加されます。

ステップ 8 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

LDAP サーバのサーバグループへの追加
LDAPサーバをサーバグループに追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかを選択します。

• [Configuration][Remote Access VPN] [AAA/Local Users] VPNユーザの [AAA Server Groups]。

• [Configuration]> [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]

ステップ 2 サーバを追加するサーバグループを選択し、[Add]をクリックします。
選択したサーバグループに対応する [Add AAA Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 LDAPサーバに接続するインターフェイスの名前を選択します。

ステップ 4 LDAPサーバのサーバ名または IPアドレスを追加します。

ステップ 5 タイムアウト値を追加するか、デフォルト値をそのまま使用します。[Timeout]フィールドには、
バックアップサーバへ要求を送信する前に、ASAがプライマリサーバからの応答を待機する時
間を秒単位で指定します。

ステップ 6 [LDAP Parameters for authentication/authorization]領域で、次の設定を行います。
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• [Enable LDAP over SSL]（セキュアLDAPまたは LDAP-Sとも呼ばれる）：ASAと LDAPサー
バの間のセキュアな通信にSSLを使用する場合に、このチェックボックスをオンにします。

SASLプロトコルを設定しない場合は、SSLを使用して LDAP通信のセキュリティ
を確保することを強く推奨します。

（注）

• [Server Port]：ASAから LDAPサーバへアクセスする際、単純認証（セキュアでない認証）
に使用される TCPポート番号 389またはセキュアな認証（LDAP-S）に使用される TCPポー
ト番号 636を指定します。LDAPサーバはすべて、認証および認可をサポートしています。
MicrosoftADサーバおよびSunLDAPサーバに限っては、さらに、LDAP-Sを必要とするVPN
リモートアクセスパスワード管理機能もサポートしています。

• [Server Type]：ドロップダウンリストから LDAPサーバタイプを指定します。使用できるオ
プションは、次のとおりです。

◦ Detect Automatically/Use Generic Type

◦ Microsoft

◦ Novell

◦ OpenLDAP

◦ Sun（現在では Oracle Directory Server Enterprise Editionの一部）

• [Base DN]：ベース識別名（DN）、または LDAP要求を受け取ったサーバで検索が開始され
る LDAP階層内の位置を指定します（例：OU=people, dc=cisco, dc=com）。

• [Scope]：ドロップダウンリストからの認証要求を受信する場合に、LDAP階層内でサーバの
実行が必要な検索範囲を指定します。次のオプションを使用できます。

◦ [One Level]：ベース DNの 1つ下のレベルだけが検索対象となります。このオプション
を選択すると、検索の実行時間が短縮されます。

◦ [All Levels]：ベース DNの下にあるすべてのレベル（つまりサブツリー階層全体）が検
索対象となります。このオプションを選択すると、検索の実行に時間がかかります。

• [Naming Attribute（s）]：LDAPサーバのエントリを一意に識別する相対識別名属性を入力し
ます。共通の名前付き属性は、CommonName（CN）、sAMAccountName、userPrincipalName、
および User ID（uid）です。

• [Login DN and Login Password]：ASAは、LDAPサーバとの信頼（バインド）を確立するため
に、ログインDNとログインパスワードを使用します。ログインDNのユーザアカウントの
パスワードをログインパスワードとして指定します。

• [LDAP Attribute Map]：このLDAPサーバで使用するために作成された属性マップの 1つを選
択します。これらの属性マップは、LDAP属性名をシスコの属性名と値にマップします。

• [SASL MD5 authentication]：ASAと LDAPサーバの間の通信を認証するための SASLのMD5
メカニズムをイネーブルにします。
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• [SASLKerberos authentication]：ASAとLDAPサーバの間のセキュアな認証通信のためのSASL
の Kerberosメカニズムをイネーブルにします。このオプションを有効にするためには、
Kerberosサーバを定義しておく必要があります。

• [LDAP Parameters for Group Search]：この領域のフィールドは、ASAが ADグループを要求す
る方法を設定します。

◦ [Group Base DN]：このDNにより、LDAP階層内でADグループ（つまり、memberOf列
挙のリスト）の検索を開始する位置が指定されます。このフィールドの設定を行わない

場合、ASAでは、ADグループの取得にベースDNが使用されます。ASDMでは、取得
したADグループのリストに基づいて、ダイナミックアクセスポリシーのAAA選択基
準が定義されます。詳細については、「show ad-groupsコマンド」を参照してくださ
い。

◦ [Group Search Timeout]：使用できるグループについてのクエリーに対してADサーバか
ら応答があるまでの最長待機時間を指定します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。
[Add AAA Server]ダイアログボックスが閉じ、AAAサーバが AAAサーバグループに追加されま
す。

ステップ 8 [Apply]をクリックして変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

LDAP サーバによる認証および許可のテスト
ASAが LDAPサーバに接続してユーザを認証または承認できるかどうかを判別するには、次の手
順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Server Groups]の順に選択します。

ステップ 2 サーバが存在するサーバグループを選択します。

ステップ 3 テストするサーバを選択します。

ステップ 4 [Test]をクリックします。
選択したサーバに対応する [Test AAA Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 実行するテストのタイプ（[Authentication]または [Authorization]）をクリックします。

ステップ 6 ユーザ名を入力します。

ステップ 7 認証をテストする場合は、ユーザ名のパスワードを入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
認証または認可のテストメッセージが ASAからサーバへ送信されます。テストが失敗した場合
は、エラーメッセージが表示されます。
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AAA の LDAP サーバのモニタリング
AAAの LDAPサーバのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

• [Monitoring] > [Properties] > [AAA Servers]

このペインは、設定された AAAサーバの統計情報を表示します。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。

AAA の LDAP サーバの履歴

表 45：AAA サーバの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

LDAPサーバの AAAのサポートと LDAPサーバの設定
方法について説明します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[AAA Server Groups Configuration] > [Remote Access VPN]
> [AAA Local Users] > [LDAP Attribute Map]。

7.0(1)AAAの LDAPサーバ
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第 VII 部

システム管理
• 管理アクセス, 821 ページ

• ソフトウェアおよびコンフィギュレーション, 857 ページ

• システムイベントに対する応答の自動化, 909 ページ

• テストとトラブルシューティング, 917 ページ





第 36 章

管理アクセス

この章では、Telnet、SSH、および HTTPS（ASDMを使用）経由でシステム管理を行うために
CiscoASAにアクセスする方法と、ユーザを認証および許可する方法、ログインバナーを作成す
る方法について説明します。

• 管理リモートアクセスの設定, 821 ページ

• システム管理者用 AAAの設定, 832 ページ

• デバイスアクセスのモニタリング, 851 ページ

• 管理アクセスの履歴, 852 ページ

管理リモートアクセスの設定

ここでは、ASDM用の ASAアクセス、Telnetまたは SSH、およびログインバナーなどのその他
のパラメータの設定方法について説明します。

ASDM、Telnet、または SSH 用の ASA アクセスの設定
ここでは、ASDM、Telnet、または SSH用に ASAアクセスを設定する方法について説明します。

はじめる前に

•マルチコンテキストモードでは、コンテキスト実行スペースで次の手順を実行します。シ
ステムコンフィギュレーションからコンテキストコンフィギュレーションに切り替えるに

は、[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある
コンテキスト名をダブルクリックします。

• ASAインターフェイスに管理アクセスの目的でアクセスするには、ホスト IPアドレスを許
可するアクセスルールは必要ありません。必要なのは、この章の各項の説明に従って管理ア

クセスを設定することだけです。ただし、HTTPリダイレクトを設定してHTTP接続をHTTPS
に自動的にリダイレクトするには、HTTPを許可するアクセスルールを有効化する必要があ
ります。そうしないと、インターフェイスが HTTPポートをリッスンできません。
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• ASAへの通過ルートとなるインターフェイス以外のインターフェイスへの管理アクセスはサ
ポートされません。たとえば、管理ホストが外部インターフェイスにある場合、外部イン

ターフェイスへの直接管理接続のみ開始できます。このルールの例外は、VPN接続を介した
場合のみです。VPNトンネルを介した管理アクセスの設定,（828ページ）を参照してくださ
い。

• ASAでは以下の接続が許可されます。

◦コンテキストごとに最大 5つの同時 Telnet接続を許可し、可能な場合は、最大 100の接
続がすべてのコンテキストの間で分割されます。

◦コンテキストごとに最大 5つの同時 SSH接続を許可し、可能な場合は、最大 100の接
続がすべてのコンテキストの間で分割されます。

◦コンテキストごとに最大 5つの同時 ASDMインスタンスを使用でき、全コンテキスト
間で最大 32の ASDMインスタンスの使用が可能です。

• VPNトンネル内で Telnetを使用する場合を除き、最も低いセキュリティインターフェイス
に対して Telnetは使用できません。

• ASA CLIに Telnetを使用してアクセスするには、ログインパスワードを入力します。Telnet
を使用する前に手動でパスワードを設定する必要があります。

•（8.4以降）SSHデフォルトユーザ名はサポートされなくなりました。pixまたは asaユーザ
名とログインパスワードで SSHを使用して ASAに接続することができなくなりました。
SSHを使用するには、AAA認証を設定し（[Configuration] > [DeviceManagement] > [Users/AAA]
> [AAA Access] > [Authentication]の順に選択）、続いてローカルユーザを定義する必要があ
ります（[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA]の順に選択）。ローカルデータ
ベースの代わりに AAAサーバを認証に使用する場合、ローカル認証もバックアップの手段
として設定しておくことをお勧めします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [ASDM/HTTPS/Telnet/SSH]の順に選
択し、[Add]をクリックします。
[Add Device Access Configuration]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 セッションのタイプとして、[ASDM/HTTPS]、[Telnet]、[SSH]のいずれかを選択します。

ステップ 3 管理インターフェイスを選択し、許可するホスト IPアドレス設定して、[OK]をクリックします。

ステップ 4 HTTPの設定を行います。

• [Enable HTTP Server]チェックボックスがオンになっていることを確認します。この設定はデ
フォルトでイネーブルになっています。

•必要に応じて、[Port Number]、[Idle Timeout]、[Session Timeout]の値を変更します。

•証明書認証を要件にするには、[Require client certificate to accessASDMon the following interfaces]
の下にあるドロップダウン矢印をクリックし、ASDMがイネーブルにされているすべてのイ
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ンターフェイスに対応するチェックボックスをオンにします。詳細については、ASDM証明
書認証の設定, （838ページ）を参照してください。

ステップ 5 （オプション）Telnetの設定を行います。デフォルトのタイムアウト値は 5分です。

ステップ 6 （オプション）SSHの設定を行います。[DHKeyExchange]で該当するオプションボタンをクリッ
クして、Diffie-Hellman（DH）キー交換グループ 1またはグループ 14を選択します。ASAでは、
DHグループ 1およびグループ 14キー交換の両方の方法がサポートされます。DHグループキー
交換方式が指定されないと、DHグループ 1のキー交換方式が使用されます。DHキー交換方法の
使用方法の詳細については、RFC 4253を参照してください。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。

ステップ 8 （Telnetに必要）Telnetで接続する前に、ログインパスワードを設定します。デフォルトのパス
ワードはありません。

a) [Configuration] > [Device Setup] > [Device Name/Password]の順に選択します。
b) [Telnet Password]領域で [Change the password to access the console of the security appliance]チェッ
クボックスをオンにします。

c) 古いパスワードを入力して（新しい ASAの場合はこのフィールドを空白にする）、新しいパ
スワードを入力してから、確認として新しいパスワードを再入力します。

d) [Apply]をクリックします。

ステップ 9 （SSHに必要）SSHユーザ認証を設定します。
a) [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authentication]の順に選
択します。

b) [SSH]チェックボックスをオンにします。
c) [ServerGroup]ドロップダウンリストから [LOCAL]データベースを選択します。AAAサーバを
使用して認証を設定することもできます。

d) [Apply]をクリックします。
e) ローカルユーザを追加します。[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [User

Accounts]の順に選択し、[Add]をクリックします。
[Add User Account-Identity]ダイアログボックスが表示されます。

f) ユーザ名とパスワードを入力し、パスワードを確認します。
g) （オプション）個々のユーザごとにパスワード認証ではなく公開キー認証をイネーブルにする
には、次のいずれかのペインを選択します。

• [PublicKeyAuthentication]：Base64でエンコードされた公開キーに貼り付けます。SSH-RSA
rawキー（証明書なし）を生成可能な任意の SSHキー生成ソフトウェア（ssh keygenな
ど）を使用して、キーを生成できます。既存のキーを表示する場合は、キーは SHA-256
ハッシュを使用して暗号化されます。ハッシュキーをコピーして貼りつける場合は、[Key
is hashed]チェックボックスをオンにします。

•認証キーを削除するには、[Delete Key]をクリックして、確認ダイアログボックスを表示
します。認証キーを削除する場合は [Yes]をクリックし、認証キーを保持する場合は [No]
をクリックします。
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• [PublicKey Using PKF]：[Specify a new PKF key]チェックボックスをクリックして、公開
キーファイル（PKF）でフォーマットされたキー（4096ビットまで）を貼りつけるかイ
ンポートします。Base64形式で貼り付けるには大きすぎるキーにはこのフォーマットを
使用します。たとえば、sshの keygenを使用して 4096ビットキーを生成し、PKFに変換
して、このペインでインポートします。既存のキーを表示する場合は、SHA-256ハッシュ
を使用して暗号化されます。ハッシュキーをコピーして貼り付ける必要がある場合は、

[Public Key Athentication]ペインからコピーし、[Key is hashed]チェックボックスをオンに
した新しい ASAのペインに貼り付けます。

認証キーを削除するには、[Delete Key]をクリックして、確認ダイアログボックスを表示
します。認証キーを削除する場合は [Yes]をクリックし、認証キーを保持する場合は [No]
をクリックします。

h) [OK]をクリックし、続いて [Apply]をクリックします。

ステップ 10 （SSHの場合は必須）RSAキーのペアを生成します（物理ASAの場合のみ。ASAvの場合は、導
入後に自動的に RSAキーペアが作成されます）。
a) [Configuration] > [Device Management] > [Certificate Management] > [Identity Certificates]の順に選
択します。

b) [Add]をクリックし、[Add a new identity certificate]オプションボタンをクリックします。
c) [New]をクリックします。
d) [AddKey Pair]ダイアログボックスで、デフォルトを受け入れて [Generate Now]をクリックしま
す。

ステップ 11 （SSHの場合はオプション）SSH暗号の暗号化アルゴリズムと整合性アルゴリズムを設定します。
a) [Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [SSH Ciphers]の順に選択します。
b) [Encryption]を選択し、[Edit]をクリックします。
c) [SSH cipher security level]ドロップダウンリストから、次のいずれかのレベルを選択します。

• [All]：すべての暗号方式（3des-cbc aes128-cbc aes192-cbc aes256-cbc aes128-ctr aes192-ctr
aes256-ctr）を使用する場合は、このオプションを選択します。

• [Custom]：カスタム暗号ストリングを設定する場合はこのオプションを選択し、[Cipher
algorithms/custom string]フィールドに各暗号ストリングをコロンで区切って入力します。

• [Fips]：FIPS対応の暗号方式（aes128-cbc aes256-cbc）のみを使用する場合は、このオプ
ションを選択します。

• [High]：強度が高の暗号方式のみ（aes256-cbc aes256-ctr）を使用する場合は、このオプ
ションを選択します。

• [Low]：強度が低、中、高の暗号方式（3des-cbc aes128-cbc aes192-cbc aes256-cbc aes128-ctr
aes192-ctr aes256-ctr）を使用する場合は、このオプションを選択します。

• [Medium]：強度が中および高の暗号方式（3des-cbc aes128-cbc aes192-cbc aes256-cbc aes128-ctr
aes192-ctr aes256-ctr）を使用する場合は、このオプションを選択します（デフォルト）。

d) [Integrity]を選択し、[Edit]をクリックします。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
824

管理リモートアクセスの設定



e) [SSH cipher security level]ドロップダウンリストから、次のいずれかのレベルを選択します。

• [All]：すべての暗号方式（hmac-sha1 hmac-sha1-96 hmac-md5 hmac-md5-96）を使用する場
合は、このオプションを選択します。

• [Custom]：カスタム暗号ストリングを設定する場合はこのオプションを選択し、[Cipher
algorithms/custom string]フィールドに各暗号ストリングをコロンで区切って入力します。

• [Fips]：FIPS対応の暗号方式（hmac-sha1）のみを使用する場合は、このオプションを選択
します。

• [High]：強度が高の暗号方式（hmac-sha1）のみを使用する場合は、このオプションを選択
します。

• [Low]：強度が低、中、高の暗号方式（hmac-sha1 hmac-sha1-96 hmac-md5 hmac-md5-96）
を使用する場合は、このオプションを選択します。

• [Medium]：強度が中および高の暗号方式（hmac-sha1 hmac-sha1-96）を使用する場合は、
このオプションを選択します（デフォルト）。

例

次の例では、LinuxまたはMacintoshシステムの SSHの共有キーを生成して、ASAにインポート
します。

1 コンピュータで 4096ビットの ssh-rsa公開キーおよび秘密キーを生成します。

jcrichton-mac:~ john$ ssh-keygen -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/john/.ssh/id_rsa):
/Users/john/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase): pa$$phrase
Enter same passphrase again: pa$$phrase
Your identification has been saved in /Users/john/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /Users/john/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
c0:0a:a2:3c:99:fc:00:62:f1:ee:fa:f8:ef:70:c1:f9 john@jcrichton-mac
The key's randomart image is:
+--[ RSA 4096]----+
| . |
| o . |
|+... o |
|B.+..... |
|.B ..+ S |
| = o |
| + . E |
| o o |
| ooooo |
+-----------------+

2 PKF形式にキーを変換します。

jcrichton-mac:~ john$ cd .ssh
jcrichton-mac:.ssh john$ ssh-keygen -e -f id_rsa.pub
---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
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Comment: "4096-bit RSA, converted by ramona@rboersma-mac from OpenSSH"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDNUvkgza37lB/Q/fljpLAv1BbyAd5PJCJXh/U4LO
hleR/qgIROjpnDaS7Az8/+sjHmq0qXC5TXkzWihvRZbhefyPhPHCi0hIt4oUF2ZbXESA/8
jUT4ehXIUE7FrChffBBtbD4d9FkV8A2gwZCDJBxEM26ocbZCSTx9QC//wt6E/zRcdoqiJG
p4ECEdDaM+56l+yf73NUigO7wYkqcrzjmI1rZRDLVcqtj8Q9qD3MqsV+PkJGSGiqZwnyIl
QbfYxXHU9wLdWxhUbA/xOjJuZ15TQMa7KLs2u+RtrpQgeTGTffIh6O+xKh93gwTgzaZTK4
CQ1kuMrRdNRzza0byLeYPtSlv6Lv6F6dGtwlqrX5a+w/tV/aw9WUg/rapekKloz3tsPTDe
p866AFzU+Z7pVR1389iNuNJHQS7IUA2m0cciIuCM2we/tVqMPYJl+xgKAkuHDkBlMS4i8b
Wzyd+4EUMDGGZVeO+corKTLWFO1wIUieRkrUaCzjComGYZdzrQT2mXBcSKQNWlSCBpCHsk
/r5uTGnKpCNWfL7vd/sRCHyHKsxjsXR15C/5zgHmCTAaGOuIq0Rjo34+61+70PCtYXebxM
Wwm19e3eH2PudZd+rj1dedfr2/IrislEBRJWGLoR/N+xsvwVVM1Qqw1uL4r99CbZF9NghY
NRxCQOY/7K77IQ==
---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
jcrichton-mac:.ssh john$

3 キーをクリップボードにコピーします。

4 ASDMで、[Configuration] > [DeviceManagement] > [Users/AAA] > [User Accounts]の順に選択し、
ユーザ名を選択してから [Edit]をクリックします。[PublicKeyUsingPKF]をクリックして、ウィ
ンドウにキーを貼り付けます。

5 ユーザが ASAに SSHできることを確認（テスト）します。

jcrichton-mac:.ssh john$ ssh test@10.86.118.5
The authenticity of host '10.86.118.5 (10.86.118.5)' can't be established.
RSA key fingerprint is 39:ca:ed:a8:75:5b:cc:8e:e2:1d:96:2b:93:b5:69:94.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

次のダイアログボックスが、パスフレーズを入力するために表示されます。
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一方、端末セッションでは、以下が表示されます。

Warning: Permanently added '10.86.118.5' (RSA) to the list of known hosts.
Identity added: /Users/john/.ssh/id_rsa (/Users/john/.ssh/id_rsa)
Type help or '?' for a list of available commands.
asa>

ASDM アクセスまたはクライアントレス SSL VPN のための HTTP リダイレクトの設定
ASDMまたはクライアントレス SSL VPNを使用して ASAに接続するには、HTTPSを使用する必
要があります。利便性のために、HTTP管理接続をHTTPSにリダイレクトすることができます。
たとえば、HTTPをリダイレクトすることによって、http://10.1.8.4/admin/または
https://10.1.8.4/admin/と入力し、ASDM起動ページで HTTPSアドレスにアクセスできます。

この機能は、IPv4のリダイレクションのみをサポートします。

はじめる前に

通常、ホスト IPアドレスを許可するアクセスルールは必要ありません。ただし、HTTPリダイレ
クトのためには、HTTPを許可するアクセスルールを有効化する必要があります。そうしないと、
インターフェイスが HTTPポートをリッスンできません。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [HTTP Redirect]の順に選択します。
表には、現在設定されているインターフェイスと、リダイレクトがインターフェイスで有効化さ

れているかどうかを示しています。

ステップ 2 ASDMに使用するインターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。

ステップ 3 [Edit HTTP/HTTPS Settings]ダイアログボックスで次のオプションを設定します。

• [Redirect HTTP to HTTPS]：HTTP要求を HTTPSにリダイレクトします。

• [HTTP Port]：インターフェイスが HTTP接続のリダイレクトに使用するポートを指定しま
す。デフォルトは 80です。
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ステップ 4 [OK]をクリックします。

VPN トンネルを介した管理アクセスの設定
あるインターフェイスでVPNトンネルが終端している場合、別のインターフェイスにアクセスし
て ASAを管理するために、そのインターフェイスを管理アクセスインターフェイスとして指定
できます。たとえば、outsideインターフェイスから ASAに入る場合は、この機能を使用して、
ASDM、SSH、Telnet、または SNMP経由で Insideインターフェイスに接続するか、outsideイン
ターフェイスから入るときに Insideインターフェイスに pingを実行できます。管理アクセスは、
IPsecクライアント、IPsec site-to-site、AnyConnect SSL VPNクライアントの VPNトンネルタイプ
経由で行えます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [Management Interface]の順に選択
します。

ステップ 2 [Management Access Interface]ドロップダウンリストからセキュリティが最も高いインターフェイ
ス（内部インターフェイス）を選択します。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。
管理インターフェイスが割り当てられ、変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

コンソールタイムアウトの変更

コンソールタイムアウトでは、接続を特権EXECモードまたはコンフィギュレーションモードに
しておくことができる時間を設定します。タイムアウトに達すると、セッションはユーザ EXEC
モードになります。デフォルトでは、セッションはタイムアウトしません。この設定は、コンソー

ルポートへの接続を保持できる時間には影響しません。接続がタイムアウトすることはありませ

ん。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [Command Line (CLI)] > [Console
Timeout]の順に選択します。

ステップ 2 新しいタイムアウト値を分単位で定義します。無制限の時間を指定する場合は、「0」と入力しま
す。デフォルト値は 0です

ステップ 3 [Apply]をクリックします。
タイムアウト値の変更が実行コンフィギュレーションに保存されます。
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CLI プロンプトのカスタマイズ
デフォルトでは、プロンプトに ASAのホスト名が表示されます。マルチコンテキストモードで
は、プロンプトにコンテキスト名も表示されます。CLIプロンプトには、次の項目を表示できま
す。

クラスタユニット名を表示します。クラスタの各ユニットは一意の名

前を持つことができます。

cluster-unit

（マルチモードのみ）現在のコンテキストの名前を表示します。コンテキスト

ドメイン名を表示します。domain

ホスト名を表示します。hostname

フェールオーバープライオリティを [pri]（プライマリ）または [sec]（セ
カンダリ）として表示します。

priority

装置のトラフィック通過状態を表示します。状態には次の値が表示され

ます。

• [act]：フェールオーバーがイネーブルになっており、ユニットは積
極的にトラフィックを通過させています。

• [stby]：フェールオーバーがイネーブルであり、ユニットはトラ
フィックを通過させておらず、スタンバイ、失敗、またはその他

の非アクティブ状態になっています。

• [actNoFailover]：フェールオーバーがイネーブルではなく、ユニッ
トは積極的にトラフィックを通過させています。

• [stbyNoFailover]：フェールオーバーがイネーブルではなく、ユニッ
トはトラフィックを通過させていません。この状況は、スタンバ

イユニットでしきい値を上回るインターフェイス障害が発生した

ときに生じることがあります。

クラスタのユニットのロール（マスターまたはスレーブ）を示します。

たとえば、プロンプト ciscoasa/cl2/slaveでは、ホスト名は ciscoasa、ユ
ニット名は cl2、状態名は slaveです。

state
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [Command Line (CLI)] > [CLI Prompt]
の順に選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行してプロンプトをカスタマイズします。

• [Available Prompts]リストで属性をクリックしてから、[Add]をクリックします。プロンプト
には複数の属性を追加できます。属性が [Available Prompts]リストから [Selected Prompts]リ
ストに移動します。

• [Selected Prompts]リストで属性をクリックしてから、[Delete]をクリックします。属性が
[Selected Prompts]リストから [Available Prompts]リストに移動します。

• [Selected Prompts]リストで属性をクリックして、[Move Up]または [Move Down]をクリック
して属性の表示順序を変更します。

プロンプトが変化して、[CLI Prompt Preview]フィールドに表示されます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。
変更されたプロンプトが、実行コンフィギュレーションに保存されます。

ログインバナーの設定

ユーザがASAに接続するとき、ログインする前、または特権EXECモードに入る前に表示される
メッセージを設定できます。

はじめる前に

•セキュリティの観点から、バナーで不正アクセスを防止することが重要です。「ウェルカ
ム」や「お願いします」などの表現は侵入者を招き入れているような印象を与えるので使用

しないでください。以下のバナーでは、不正アクセスに対して正しい表現を設定していま

す。

You have logged in to a secure device.
If you are not authorized to access this device,
log out immediately or risk possible criminal consequences.

•バナーが追加された後、次の場合に ASAに対する Telnetまたは SSHセッションが終了する
可能性があります。

◦バナーメッセージを処理するためのシステムメモリが不足している場合。

◦バナーメッセージの表示を試みたときに、TCP書き込みエラーが発生した場合。

•バナーメッセージのガイドラインについては、RFC 2196を参照してください。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [Command Line (CLI)] > [Banner]の順
に選択します。

ステップ 2 CLI用に作成するバナータイプ用のフィールドにバナーテキストを追加します。

• [session (exec)]バナーは、ユーザが CLIで特権 EXECモードにアクセスした場合に表示され
ます。

• [login]バナーは、ユーザが CLIにログインした場合に表示されます。

• [message-of-the-day (motd)]バナーは、ユーザが CLIに初めて接続する場合に表示されます。

• [ASDM]バナーは、ユーザが認証を受けた後ASDMに接続した場合に表示されます。ユーザ
は、次のいずれかのオプションを使用して、表示されたバナーを消去できます。

◦ [Continue]：バナーを消去して、ログインを完了します。

◦ [Disconnect]：バナーを消去して、接続を終了します。

•使用できるのは、改行（Enterキー）も含めて ASCII文字だけです。ただし、改行文字は 2
文字に相当します。

•また、タブ文字は、CLIバージョンでは無視されるため、バナーには使用しないでください。

• RAMおよびフラッシュメモリに関するもの以外、バナーに長さ制限はありません。

• ASAのホスト名またはドメイン名は、$(hostname)文字列と $(domain)文字列を組み込むこ
とによって動的に追加できます。

•システムコンフィギュレーションでバナーを設定する場合は、コンテキストコンフィギュ
レーションで $(system)文字列を使用することによって、コンテキスト内でそのバナーテキ
ストを使用できます。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。
新しいバナーが、実行コンフィギュレーションに保存されます。

管理セッションクォータの設定

ASAで許可する ASDM、SSH、および Telnetの同時最大セッション数を設定できます。この最大
値に達すると、それ以降のセッションは許可されず、syslogメッセージが生成されます。システ
ムロックアウトを回避するために、管理セッション割り当て量のメカニズムではコンソールセッ

ションをブロックできません。

管理セッションクォータを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [Management Session Quota]の順に選
択します。

ステップ 2 ASAで許可される ASDM、SSH、および Telnetの同時セッションの最大数を入力します。有効値
の範囲は 0～ 10000です。

クォータ管理セッション数を超えた場合、エラーメッセージが表示され、ASDMが閉
じます。

（注）

ステップ 3 [Apply]をクリックして、設定の変更を保存します。

システム管理者用 AAA の設定
この項では、システム管理者の認証、管理許可、コマンド許可を設定する方法について説明しま

す。

システム管理者用 AAA について
ASAへのログイン方法は、認証を有効にしているかどうかによって異なります。

また、コマンド認可を有効にし、承認済みのユーザにのみコマンド入力を許容することもできま

す。

SSH 認証の概要

認証ありまたは認証なしでの SSHアクセスについては、次の動作を参照してください。

•認証なし：SSHは認証なしでは使用できません。

•認証あり：SSH認証を有効にした場合は、AAAサーバまたはローカルユーザデータベース
に定義されているユーザ名とパスワードを入力します。ユーザ EXECモードにアクセスしま
す。

Telnet 認証の概要

認証の有無にかかわらず、Telnetアクセスについては、次の動作を参照してください。

•認証なし：Telnetの認証を有効にしていない場合は、ユーザ名を入力しません。ログインパ
スワードを入力します。デフォルトのパスワードはありません。したがって、ASAへ Telnet
接続するには、パスワードを設定する必要があります。ユーザ EXECモードにアクセスしま
す。
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•認証あり：Telnet認証を有効にした場合は、AAAサーバまたはローカルユーザデータベース
に定義されているユーザ名とパスワードを入力します。ユーザ EXECモードにアクセスしま
す。

ASDM 認証の概要

認証ありまたは認証なしでの ASDMアクセスに関しては、次の動作を参照してください。AAA
認証の有無にかかわらず、証明書認証を設定することも可能です。

•認証なし：デフォルトでは、ブランクのユーザ名とイネーブルパスワードを使用してASDM
にログインできます。イネーブルパスワードはデフォルトでブランクになっています。ログ

イン画面で（ユーザ名をブランクのままにしないで）ユーザ名とパスワードを入力した場合

は、ASDMによってローカルデータベースで一致がチェックされることに注意してくださ
い。

•証明書認証（シングル、ルーテッドモードのみ）：ユーザに有効な証明書を要求できます。
証明書のユーザ名とパスワードを入力すると、ASAがPKIトラストポイントに対して証明書
を検証します。

• AAA認証：ASDM（HTTPS）認証を有効にした場合は、AAAサーバまたはローカルユーザ
データベースに定義されているユーザ名とパスワードを入力します。これで、ブランクの

ユーザ名とイネーブルパスワードで ASDMを使用できなくなりました。

• AAA認証と証明書認証の併用（シングル、ルーテッドモードのみ）：ASDM（HTTPS）認
証を有効にした場合は、AAAサーバまたはローカルユーザデータベースに定義されている
ユーザ名とパスワードを入力します。証明書認証用のユーザ名とパスワードが異なる場合

は、これらも入力するように求められます。ユーザ名を証明書から取得してあらかじめ入力

しておくよう選択できます。

シリアル認証の概要

認証ありまたは認証なしでのシリアルコンソールポートへのアクセスに関しては、次の動作を参

照してください。

•認証なし：シリアルアクセスの認証を有効にしていない場合は、ユーザ名、パスワードを入
力しません。ユーザ EXECモードにアクセスします。

•認証あり：シリアルアクセスの認証を有効にした場合は、AAAサーバまたはローカルユー
ザデータベースで定義されているユーザ名とパスワードを入力します。ユーザEXECモード
にアクセスします。

enable 認証の概要

ログイン後に特権 EXECモードに入るには、enableコマンドを入力します。このコマンドの動作
は、認証がイネーブルかどうかによって異なります。
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•認証なし：enable認証を設定していない場合は、enableコマンドを入力するときにシステム
イネーブルパスワードを入力します。ただし、enable認証を使用しない場合、enableコマン
ドを入力した後は、特定のユーザとしてログインしていません。これにより、コマンド認可

などユーザベースの各機能が影響を受けることがあります。ユーザ名を維持するには、enable
認証を使用してください。

•認証あり：enable認証を設定した場合は、ASAはプロンプトにより AAAサーバまたはロー
カルユーザデータベースで定義されているユーザ名とパスワードを要求します。この機能

は、ユーザが入力できるコマンドを判別するためにユーザ名が重要な役割を果たすコマンド

許可を実行する場合に特に役立ちます。

ローカルデータベースを使用する enable認証の場合は、enableコマンドの代わりに loginコマン
ドを使用できます。loginコマンドによりユーザ名が維持されますが、認証をオンにするための設
定は必要ありません。

CLIにアクセスできるユーザや特権EXECモードを開始できないようにするユーザをローカル
データベースに追加する場合は、コマンド認可を設定する必要があります。コマンド認可がな

い場合、特権レベルが 2以上（2がデフォルト）のユーザは、CLIで自分のパスワードを使用
して特権EXECモード（およびすべてのコマンド）にアクセスできます。あるいは、認証処理
でローカルデータベースではなくAAAサーバを使用してログインコマンドを回避するか、ま
たはすべてのローカルユーザをレベル 1に設定することにより、システムイネーブルパス
ワードを使用して特権 EXECモードにアクセスできるユーザを制御できます。

注意

スイッチから ASA サービスモジュールへのセッション

スイッチから ASASMへのセッション（sessionコマンドを使用）の場合は、Telnet認証を設定で
きます。スイッチから ASASMへの仮想コンソール接続の場合は（service-module sessionコマン
ドを使用）、シリアルポート認証を設定できます。

マルチコンテキストモードでは、システムコンフィギュレーションでAAAコマンドを設定でき
ません。ただし、Telnetまたはシリアル認証を管理コンテキストで設定した場合、認証はスイッ
チからASASMへのセッションにも適用されます。この場合、管理コンテキストのAAAサーバま
たはローカルユーザデータベースが使用されます。

サポートされるコマンド認可方式

次の 2つのコマンド許可方式のいずれかを使用できます。

•ローカル特権レベル：ASAでコマンド特権レベルを設定します。ローカルユーザ、RADIUS
ユーザ、または LDAPユーザ（LDAP属性を RADIUS属性にマッピングする場合）を CLIア
クセスについて認証する場合、ASAはそのユーザをローカルデータベース、RADIUS、また
は LDAPサーバで定義されている特権レベルに所属させます。ユーザは、割り当てられた特
権レベル以下のコマンドにアクセスできます。すべてのユーザは、初めてログインするとき

に、ユーザ EXECモード（レベル 0または 1のコマンド）にアクセスします。ユーザは、特
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権 EXECモード（レベル 2以上のコマンド）にアクセスするために再び enableコマンドで認
証するか、loginコマンドでログイン（ローカルデータベースに限る）できます。

ローカルデータベース内にユーザが存在しなくても、また CLI認証や enable
認証がない場合でも、ローカルコマンド許可を使用できます。代わりに、

enableコマンドを入力するときにシステムイネーブルパスワードを入力する
と、ASAによってレベル 15に置かれます。次に、すべてのレベルのイネーブ
ルパスワードを作成します。これにより、enablen（2～ 15）を入力したとき
に、ASAによってレベル nに置かれるようになります。これらのレベルは、
ローカルコマンド許可を有効にするまで使用されません。

（注）

• TACACS+サーバ特権レベル：TACACS+サーバで、ユーザまたはグループが CLIアクセス
について認証した後で使用できるコマンドを設定します。CLIでユーザが入力するすべての
コマンドは、TACACS+サーバで検証されます。

セキュリティコンテキストとコマンド許可

マルチセキュリティコンテキストでコマンド許可を実装する場合の重要な考慮点を次に示しま

す。

• AAA設定はコンテキストごとに個別であり、コンテキスト間で共有されません。

コマンド許可を設定する場合は、各セキュリティコンテキストを別々に設定する必要があり

ます。この設定により、異なるセキュリティコンテキストに対して異なるコマンド許可を実

行できます。

セキュリティコンテキストを切り替える場合、管理者は、ログイン時に指定したユーザ名で

許可されるコマンドが新しいコンテキストセッションでは異なる可能性があることや、新し

いコンテキストではコマンド許可がまったく設定されていない可能性があることを念頭に置

いてください。コマンド許可がセキュリティコンテキストによって異なる場合があることを

管理者が理解していないと、混乱が生じる可能性があります。この動作は、次の仕組みに

よってさらに複雑になります。

• changetoコマンドによって開始された新しいコンテキストセッションでは、前のコンテキス
トセッションで使用されたユーザ名に関係なく、管理者 IDとして常にデフォルトのenable_15
ユーザ名が使用されます。これにより、enable_15ユーザに対してコマンド許可が設定されて
いない場合や、enable_15ユーザの認可が前のコンテキストセッションでのユーザの認可と
異なる場合に、混乱が生じる可能性があります。

これは、発行される各コマンドを特定の管理者に正確に関連付けることができる場合に限り

有効となる、コマンドアカウンティングにも影響します。changetoコマンドの使用が許可さ
れているすべての管理者はenable_15ユーザ名を他のコンテキストで使用できるため、enable_15
ユーザ名でログインしたユーザをコマンドアカウンティングレコードで簡単に特定できる

とは限りません。コンテキストごとに異なるアカウンティングサーバを使用する場合は、

enable_15ユーザ名を使用していたユーザを追跡するために数台のサーバのデータを相関させ
る必要が生じます。
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コマンド許可を設定する場合は、次の点を考慮します。

◦ changetoコマンドの使用が許可されている管理者は、実質的に、他のコンテキストそれ
ぞれでenable_15ユーザに許可されているすべてのコマンドを使用する許可を持ちます。

◦コンテキストごとに別々にコマンドを認可する場合は、changetoコマンドの使用許可を
持つ管理者に対しても拒否されるコマンドがenable_15ユーザ名でも拒否されることを、
各コンテキストで確認してください。

セキュリティコンテキストを切り替える場合、管理者は特権 EXECモードを終了し、
再度 enableコマンドを入力して必要なユーザ名を使用できます。

システム実行スペースでは AAAコマンドがサポートされないため、システム実行スペースで
はコマンド許可を使用できません。

（注）

コマンド権限レベル

デフォルトでは、次のコマンドが特権レベル 0に割り当てられます。その他のすべてのコマンド
は特権レベル 15に割り当てられます。

• show checksum

• show curpriv

• enable

• help

• show history

• login

• logout

• pager

• show pager

• clear pager

• quit

• show version

コンフィギュレーションモードコマンドを 15より低いレベルに移動する場合は、configureコマ
ンドも同じレベルに移動してください。このようにしないと、ユーザはコンフィギュレーション

モードに入ることができません。
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CLI、ASDM、および enable コマンドアクセス認証の設定

はじめる前に

• Telnet、SSH、または HTTPアクセスを設定します。

•外部認証の場合は、AAAサーバグループを設定します。ローカル認証の場合は、ローカル
データベースにユーザを追加します。

• HTTP管理認証では、AAAサーバグループの SDIプロトコルをサポートしていません。

手順

ステップ 1 enableコマンドを使用するユーザを認証する場合は、[Configuration] > [Device Management] >
[Users/AAA] > [AAA Access] > [Authentication]の順に選択し、次の設定を構成します。
a) [Enable]チェックボックスを選択します。
b) サーバグループ名または LOCALデータベースを選択します。
c) （オプション）AAAサーバを選択する場合は、AAAサーバが使用不可になった場合のフォー
ルバック方式としてローカルデータベースが使用されるように ASAを設定できます。[Use
LOCAL when server group fails]チェックボックスをオンにします。ローカルデータベースでは
AAAサーバと同じユーザ名およびパスワードを使用することを推奨します。これは、ASAの
プロンプトでは、どの方式が使用されているかが示されないためです。

ステップ 2 CLIまたはASDMにアクセスするユーザを認証する場合は、[Configuration] > [DeviceManagement]
> [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authentication]の順に選択し、次の設定を構成します。
a) 次のチェックボックスをオンにします（複数可）。

• [HTTP/ASDM]：HTTPSを使用して ASAにアクセスする ASDMクライアントを認証しま
す。

• [Serial]：コンソールポートを使用してASAにアクセスするユーザを認証します。ASASM
の場合、このパラメータは service-module sessionコマンドを使用してスイッチからアク
セスする仮想コンソールにも影響します。

• [SSH]：SSHを使用して ASAにアクセスするユーザを認証します。

• [Telnet]：Telnetを使用して ASAにアクセスするユーザを認証します。ASASMの場合、
このパラメータはsessionコマンドを使用するスイッチからのセッションにも影響します。

b) チェックボックスをオンにしたサービスごとに、サーバグループ名またはLOCALデータベー
スを選択します。

c) （オプション）AAAサーバを選択する場合は、AAAサーバが使用不可になった場合のフォー
ルバック方式としてローカルデータベースが使用されるように ASAを設定できます。[Use
LOCAL when server group fails]チェックボックスをオンにします。ローカルデータベースでは
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AAAサーバと同じユーザ名およびパスワードを使用することを推奨します。これは、ASAの
プロンプトでは、どの方式が使用されているかが示されないためです。

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ASDM 証明書認証の設定
AAA認証の有無にかかわらず証明書認証を必須にできます。ASAは証明書を PKIトラストポイ
ントに照合して検証します。

はじめる前に

この機能は、シングルルーテッドモードでのみサポートされます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [ASDM/HTTPS/Telnet/SSH]の順に選
択します。

ステップ 2 [Require client certificate to access ASDM on the following interfaces]の下にあるドロップダウン矢印を
クリックし、ASDMがイネーブルにされているすべてのインターフェイスに対応するチェックボッ
クスをオンにします。

証明書認証はインターフェイスごとに設定できます。その結果、信頼できるインターフェイスま

たは内部インターフェイス上の接続については証明書の提示が不要になります。

ステップ 3 （任意） ASDMで証明書からユーザ名を抽出する際に使用する属性を設定するには、[Configuration]
> [Device Management] > [Management Access] > [HTTP Certificate Rule]の順に選択します。
次の方法の中から 1つを選択してください。

• [Specify the Certificate Fields to be used]：[Primary Field]ドロップダウンリストと [Secondary
Field]ドロップダウンリストから値を選択します。

• [Use the entire DN as the username]

• [Use script to select username]：[Add]をクリックし、スクリプトの内容を追加します。

認証を求めるプロンプトにユーザ名を事前入力するには、[PrefillUsername]チェックボックスをオ
ンにします。そのユーザ名が最初に入力したものと異なる場合、最初のユーザ名が事前入力され

た新しいダイアログボックスが表示されます。そこに、認証用のパスワードを入力できます。

デフォルトでは、ASDMは CN OU属性を使用します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。
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管理許可による CLI および ASDM アクセスの制限
ASAではユーザの認証時に管理アクセスユーザとリモートアクセスユーザを区別できるように
なっています。ユーザロールを区別することで、リモートアクセス VPNユーザやネットワーク
アクセスユーザが ASAに管理接続を確立するのを防ぐことができます。

はじめる前に

RADIUSまたは LDAP（マッピング済み）ユーザ

ユーザが LDAP経由で認証されると、ネイティブ LDAP属性およびその値が Cisco ASA属性に
マッピングされ、特定の許可機能が提供されます。Cisco VSA CVPN3000-Privilege-Levelの値を 0
～ 15の範囲で設定した後、LDAP属性を Cisco VAS CVPN3000-Privilege-Levelにマッピングしま
す。

RADIUS IETFの service-type属性が、RADIUS認証および許可要求の結果として access-acceptメッ
セージで送信される場合、この属性は認証されたユーザにどのタイプのサービスを付与するかを

指定するために使用されます。

RADIUS Cisco VSA privilege-level属性（ベンダー ID 3076、サブ ID 220）が access-acceptメッセー
ジで送信される場合は、ユーザの権限レベルを指定するために使用されます。

TACACS+ユーザ

「service=shell」で許可が要求され、サーバは PASSまたは FAILで応答します。

ローカルユーザ

指定したユーザ名に対する [AccessRestriction]オプションを設定します。アクセス制限のデフォル
ト値は [Full Access]です。この場合、[Authentication]タブのオプションで指定されたすべてのサー
ビスに対して、フルアクセスが許可されます。

管理許可の属性

管理許可の AAAサーバタイプおよび有効な値については、次の表を参照してください。ASAで
はこれらの値を使用して管理アクセスレベルを決定します。

ローカルデータベースの属

性

TACACS+ 属性RADIUS/LDAP の
（マッピングされ

た）属性

管理レベル

adminPASS、特権レベル 1Service-Type 6（アド
ミニストレーティ

ブ）、Privilege-Level
1

[Full Access]：[Authentication]タブのオプ
ションで指定されたすべてのサービスに対

してフルアクセスが許可されます。
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ローカルデータベースの属

性

TACACS+ 属性RADIUS/LDAP の
（マッピングされ

た）属性

管理レベル

nas-promptPASS、特権レベル 2
以上

Service-Type 7（NAS
プロンプト）、

Privilege-Level 2以上

Framed (2)および
Login (1)サービスタ
イプは同様に扱われ

ます。

[Partial Access]：[Authentication]タブのオプ
ションで設定すると、CLIまたはASDMに
対するアクセスが許可されます。ただし、

[Enable]オプションでイネーブル認証を設
定している場合、CLIユーザは enableコマ
ンドを使用して特権 EXECモードにアクセ
スできません。

remote-accessFAILService-Type 5（アウ
トバウンド）

[No Access]：管理アクセスが拒否されま
す。ユーザは [Authentication]タブのオプ
ションで指定されたすべてのサービスを使

用できません（ただし、[Serial]オプション
を指定した場合は、シリアルアクセスが許

可されます）。リモートアクセス（IPsec
および SSL）ユーザは、引き続き自身のリ
モートアクセスセッションを認証および

終了できます。他のすべてのサービスタイ

プ（ボイス、ファクスなど）も同様に処理

されます。

その他のガイドライン

•シリアルコンソールアクセスは管理許可に含まれません。

•この機能を使用するには、管理アクセスに AAA認証も設定する必要があります。CLI、
ASDM、および enableコマンドアクセス認証の設定, （837ページ）を参照してください。

•外部認証を使用する場合は、この機能をイネーブルにする前に、AAAサーバグループを設
定しておく必要があります。

• HTTP許可は、シングルルーテッドモードでのみサポートされます。

手順

ステップ 1 HTTPセッションの管理許可をイネーブルにするには、[Configuration] > [Device Management] >
[Users/AAA] > [AAAAccess] > [Authorization]の順に選択し、[Enable Authorization for ASACommand
Access]領域の [HTTP]チェックボックスをオンにします。

ASAコマンドアクセスを設定するには、ローカルコマンド許可の設定, （841ページ）
を参照してください。

（注）
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ステップ 2 Telnetおよび SSHセッションの管理許可をイネーブルにするには、[Configuration] > [Device
Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authorization]の順に選択し、[Perform authorization
for exec shell access]領域の [Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Remote]または [Local]オプションボタンを選択して、EXECシェルアクセスの許可に使用する
サーバを指定します。

ステップ 4 管理許可をイネーブルにするには、[Allow privileged users to enter into EXEC mode on login]チェッ
クボックスをオンにします。

[auto-enable]オプションを選択すると、フルアクセスが許可されたユーザが直接特権EXECモード
を開始できます。それ以外では、ユーザはユーザ EXECモードになります。

コマンド認可の設定

コマンドへのアクセスを制御する場合、ASAではコマンド許可を設定でき、ユーザが使用できる
コマンドを決定できます。デフォルトでは、ログインするとユーザEXECモードにアクセスでき、
最低限のコマンドだけが提供されます。enableコマンド（または、ローカルデータベースを使用
するときは loginコマンド）を入力すると、特権 EXECモードおよびコンフィギュレーションコ
マンドを含む高度なコマンドにアクセスできます。

次の 2つのコマンド許可方式のいずれかを使用できます。

•ローカル特権レベル

• TACACS+サーバ特権レベル

ローカルコマンド許可の設定

ローカルコマンド許可を使用して、コマンドを 16の特権レベル（0～ 15）の 1つに割り当てる
ことができます。デフォルトでは、各コマンドは特権レベル 0または 15に割り当てられます。各
ユーザを特定の特権レベルに定義でき、各ユーザは割り当てられた特権レベル以下のコマンドを

入力できます。ASAは、ローカルデータベース、RADIUSサーバ、または LDAPサーバ（LDAP
属性を RADIUS属性にマッピングする場合）に定義されているユーザ特権レベルをサポートして
います。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authorization]の順に選択
します。

ステップ 2 [Enable authorization for ASA command access] > [Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Server Group]ドロップダウンリストから [LOCAL]を選択します。

ステップ 4 ローカルコマンド許可をイネーブルにすると、オプションで、特権レベルを個々のコマンドまた

はコマンドグループに手動で割り当てたり、事前定義済みユーザアカウント特権をイネーブルに

したりできます。
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事前定義のユーザアカウント特権を使用するには、[SetASDMDefinedUserRoles]をクリック
します。

•

[ASDM Defined User Roles Setup]ダイアログボックスが表示されます。[Yes]をクリックする
と、事前定義済みユーザアカウント特権を使用できるようになります。事前定義済みユーザ

アカウント特権には、[Admin]（特権レベル 15、すべての CLIコマンドへのフルアクセス
権）、[Read Only]（特権レベル 5、読み取り専用アクセス権）、[Monitor Only]（特権レベル
3、[Monitoring]セクションへのアクセス権のみ）があります。

•コマンドレベルを手動で設定するには、[Configure Command Privileges]をクリックします。

[Command Privileges Setup]ダイアログボックスが表示されます。[Command Mode]ドロップダ
ウンリストから [AllModes]を選択すると、すべてのコマンドを表示できます。代わりに、コ
ンフィギュレーションモードを選択し、そのモードで使用可能なコマンドを表示することも

できます。たとえば、[context]を選択すると、コンテキストコンフィギュレーションモード
で使用可能なすべてのコマンドを表示できます。コンフィギュレーションモードだけでな

く、ユーザ EXECモードや特権 EXECモードでも入力が可能で、かつモードごとに異なるア
クションが実行されるようなコマンドを使用する場合は、これらのモードに対して別個に特

権レベルを設定できます。

[Variant]カラムには、[show]、[clear]、または [cmd]が表示されます。特権は、コマンドの
show形式、clear形式、または configure形式に対してのみ設定できます。コマンドの configure
形式は、通常、未修正コマンド（showまたは clearプレフィックスなしで）または no形式と
して、コンフィギュレーションの変更を引き起こす形式です。

コマンドのレベルを変更する場合は、コマンドをダブルクリックするか、[Edit]をクリック
します。レベルは 0～ 15の範囲で設定できます。設定できるのは、mainコマンドの特権レ
ベルだけです。たとえば、すべてのaaaコマンドのレベルを設定できますが、aaaauthentication
コマンドと aaa authorizationコマンドのレベルを個別に設定できません。

表示されているすべてのコマンドのレベルを変更する場合は、[Select All]をクリックした後
に、[Edit]をクリックします。

[OK]をクリックして変更内容を確定します。

ステップ 5 （任意） [Perform authorization for exec shell access] > [Enable]チェックボックスをオンにして、コ
マンド認可のための AAAユーザを有効にします。このオプションを入力しない場合、ASAは、
ローカルデータベースユーザの特権レベルだけをサポートし、他のタイプのユーザをすべてデ

フォルトでレベル 15に割り当てます。
さらに、このコマンドは管理認証を有効にします。管理許可によるCLIおよびASDMアクセスの
制限, （839ページ）を参照してください。

ステップ 6 [Apply]をクリックします。
許可設定が割り当てられ、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。
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TACACS+ サーバでのコマンドの設定

グループまたは個々のユーザの共有プロファイルコンポーネントとしての Cisco Secure Access
Control Server（ACS）TACACS+サーバでコマンドを設定できます。サードパーティの TACACS+
サーバの場合は、コマンド許可サポートの詳細については、ご使用のサーバのマニュアルを参照

してください。

Cisco Secure ACSバージョン 3.1でコマンドを設定する場合は、次のガイドラインを参照してくだ
さい。

• ASAは、シェルコマンドとして許可するコマンドを送信し、TACACS+サーバでシェルコ
マンドとしてコマンドを設定します。

Cisco Secure ACSには、「pix-shell」と呼ばれるコマンドタイプが含まれてい
る場合があります。このタイプは ASAコマンド許可に使用しないでくださ
い。

（注）

•コマンドの最初のワードは、メインコマンドと見なされます。その他のワードはすべて引数
と見なされます。これは、permitまたは denyの後に置く必要があります。

たとえば、show running-configuration aaa-serverコマンドを許可するには、コマンドフィー
ルドに show running-configurationを追加し、引数フィールドに permit aaa-serverを入力しま
す。

• [PermitUnmatchedArgs]チェックボックスをオンにすると、明示的に拒否していないすべての
コマンド引数を許可できます。

たとえば、特定の showコマンドを設定するだけで、すべての showコマンドが許可されま
す。CLIの使用法を示す疑問符や省略形など、コマンドの変形をすべて予想する必要がなく
なるので、この方法を使用することをお勧めします（次の図を参照）。

図 52：関連するすべてのコマンドの許可
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• enableや helpなど、単一ワードのコマンドについては、そのコマンドに引数がない場合で
も、一致しない引数を許可する必要があります（次の図を参照）。

図 53：単一ワードのコマンドの許可

•引数を拒否するには、その引数の前に denyを入力します。

たとえば、enableコマンドを許可し、enablepasswordコマンドを許可しない場合には、コマ
ンドフィールドに enableを入力し、引数フィールドに deny passwordを入力します。enable
だけが許可されるように、必ず、[Permit Unmatched Args]チェックボックスをオンにしてく
ださい（次の図を参照）。

図 54：引数の拒否

•コマンドラインでコマンドを省略形で入力した場合、ASAはプレフィックスとメインコマ
ンドを完全なテキストに展開しますが、その他の引数は入力したとおりに TACACS+サーバ
に送信します。

たとえば、sh logと入力すると、ASAは完全なコマンド show loggingを TACACS+サーバに
送信します。一方、sh log messと入力すると、ASAは展開されたコマンド show logging
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messageではなく、show logging messを TACACS+サーバに送信します。省略形を予想して
同じ引数の複数のスペルを設定できます（次の図を参照）。

図 55：省略形の指定

•すべてのユーザに対して次の基本コマンドを許可することをお勧めします。

◦ show checksum

◦ show curpriv

◦イネーブル化

◦ help

◦ show history

◦ login

◦ logout

◦ pager

◦ show pager

◦ clear pager

◦ quit

◦ show version

TACACS+ コマンド許可の設定

TACACS+コマンド認可をイネーブルにし、ユーザが CLIでコマンドを入力すると、ASAはその
コマンドとユーザ名を TACACS+サーバに送信し、コマンドが認可されているかどうかを判別し
ます。

TACACS+コマンド許可をイネーブルにする前に、TACACS+サーバで定義されたユーザとして
ASAにログインしていること、および ASAの設定を続けるために必要なコマンド許可があるこ
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とを確認してください。たとえば、すべてのコマンドが認可された管理ユーザとしてログインす

る必要があります。このようにしないと、意図せずロックアウトされる可能性があります。

意図したとおりに機能することが確認できるまで、設定を保存しないでください。間違いにより

ロックアウトされた場合、通常は ASAを再始動することによってアクセスを回復できます。

TACACS+システムが完全に安定して信頼できることを確認します。必要な信頼性レベルについ
て、通常は、完全冗長 TACACS+サーバシステムと ASAへの完全冗長接続が必要です。たとえ
ば、TACACS+サーバプールに、インターフェイス 1に接続された 1つのサーバとインターフェ
イス2に接続された別のサーバを含めます。TACACS+サーバが使用できない場合にフォールバッ
ク方式としてローカルコマンド許可を設定することもできます。

TACACS+サーバを使用したコマンド許可を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Authorization]の順に選択し
ます。

ステップ 2 [Enable authorization for command access] > [Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Server Group]ドロップダウンリストから AAAサーバグループ名を選択します。

ステップ 4 （オプション）AAAサーバが使用不可になった場合のフォールバック方式としてローカルデータ
ベースが使用されるように ASAを設定できます。それには、[Use LOCAL when server group fails]
チェックボックスをオンにします。ローカルデータベースでは AAAサーバと同じユーザ名およ
びパスワードを使用することを推奨します。これは、ASAのプロンプトでは、どの方式が使用さ
れているかが示されないためです。必ずローカルデータベースのユーザとコマンド特権レベルを

設定してください。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。
コマンド許可設定が割り当てられ、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

ローカルデータベースユーザのパスワードポリシーの設定

ローカルデータベースを使用して CLIまたは ASDMアクセスの認証を設定する場合は、指定期
間を過ぎるとユーザにパスワードの変更を要求し、パスワードの最短長と最低変更文字数などの

パスワード標準に従うことを要求するパスワードポリシーを設定することができます。

パスワードポリシーはローカルデータベースを使用する管理ユーザに対してのみ適用されます。

ローカルデータベースを使用するその他のタイプのトラフィック（VPNやAAAによるネットワー
クアクセスなど）や、AAAサーバによって認証されたユーザには適用されません。

パスワードポリシーの設定後は、自分または別のユーザのパスワードを変更すると、新しいパス

ワードに対してパスワードポリシーが適用されます。既存のパスワードについては、現行のポリ

シーが適用されます。新しいポリシーは、[User Accounts]ペインおよび [Change My Password}ペ
インを使用したパスワードの変更に適用されます。
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はじめる前に

•ローカルデータベースを使用して CLIまたは ASDMアクセスの AAA認証を設定します。

•ローカルデータベース内にユーザ名を指定します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [Password Policy]の順に選択します。

ステップ 2 次のオプションを任意に組み合わせて設定します。

• [Minimum Password Length]：パスワードの最小長を入力します。有効値の範囲は 3～ 64文字
です。推奨されるパスワードの最小長は 8文字です。

• [Lifetime]：リモートユーザ（SSH、Telnet、HTTP）のパスワードの有効期間を日数で指定し
ます。コンソールポートのユーザが、パスワードの有効期限切れでロックされることはあり

ません。有効な値は、0～ 65536です。デフォルト値は 0日です。この場合、パスワードは
決して期限切れになりません。

パスワードの有効期限が切れる 7日前に、警告メッセージが表示されます。パスワードの有
効期限が切れると、リモートユーザのシステムアクセスは拒否されます。有効期限が切れ

た後アクセスするには、次のいずれかの手順を実行します。

◦他の管理者にパスワードを変更してもらいます。

◦物理コンソールポートにログインして、パスワードを変更します。

• [Minimum Number Of]：次のタイプの最短文字数を指定します。

◦ [Numeric Characters]：パスワードに含めなければならない数字の最小文字数を入力しま
す。有効な値は、0～ 64文字です。デフォルト値は 0です

◦ [LowerCaseCharacters]：パスワードに含めなければならない小文字の最小文字数を入力
します。有効値の範囲は 0～ 64文字です。デフォルト値は 0です

◦ [Upper Case Characters]：パスワードに含めなければならない大文字の最小文字数を入力
します。有効値の範囲は 0～ 64文字です。デフォルト値は 0です

◦ [SpecialCharacters]：パスワードに含めなければならない特殊文字の最小文字数を入力し
ます。有効値の範囲は 0～ 64文字です。特殊文字には、!、@、#、$、%、^、&、*、
(、)が含まれます。デフォルト値は 0です。

◦ [Different Characters from Previous Password]：新しいパスワードと古いパスワードで変え
なければならない最小文字数を入力します。有効な値は、0～64文字です。デフォルト
値は0です文字マッチングは位置に依存しません。したがって、新しいパスワードで使
用される文字が、現在のパスワードのどこにも使用されていない場合に限り、パスワー

ドが変更されたとみなされます。
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ステップ 3 （オプション）[Enable Password and Account Protection]チェックボックスをオンにして、ユーザが
[User Accounts]ペインではなく、[ChangeMy Password]ペインでパスワードを変更することを要件
とします。デフォルト設定はディセーブルです。どちらの方法でも、ユーザはパスワードを変更

することができます。

この機能をイネーブルにして、[UserAccounts]ペインでパスワードを変更しようとすると、次のエ
ラーメッセージが表示されます。

ERROR: Changing your own password is prohibited

ステップ 4 [Apply]をクリックして、設定内容を保存します。

パスワードの変更

パスワードポリシーでパスワードの有効期間を設定した場合、有効期間を過ぎるとパスワードを

新しいパスワードに変更する必要があります。パスワードポリシー認証をイネーブルにした場合

は、このパスワード変更のスキームが必須です。パスワードポリシー認証がイネーブルでない場

合は、このメソッドを使用することも、直接ユーザアカウントを変更することもできます。

usernameパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [Change Password]の順に選択します。

ステップ 2 古いパスワードを入力します。

ステップ 3 新しいパスワードを入力します。

ステップ 4 確認のために新しいパスワードを再度入力します。

ステップ 5 [Make Change]をクリックします。

ステップ 6 [Save]アイコンをクリックして、実行コンフィギュレーションに変更を保存します。

管理アクセスアカウンティングの設定

CLIで showコマンド以外のコマンドを入力する場合、アカウンティングメッセージを TACACS+
アカウンティングサーバに送信できます。ユーザがログインするとき、ユーザが enableコマンド
を入力するとき、またはユーザがコマンドを発行するときのアカウンティングを設定できます。

コマンドアカウンティングに使用できるサーバは、TACACS+だけです。

管理アクセスおよびイネーブルコマンドアカウンティングを設定するには、次の手順を実行しま

す。
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手順

ステップ 1 ユーザが enableコマンドを入力した場合にそのユーザのアカウンティングを有効にするには、次
の手順を実行します。

a) [Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] > [Accounting]の順に選
択し、[Require accounting to allow accounting of user activity] > [Enable]チェックボックスをオン
にします。

b) RADIUSまたは TACACS+サーバグループ名を選択します。

ステップ 2 ユーザが Telnet、SSH、またはシリアルコンソールを使用して ASAにアクセスした場合にその
ユーザのアカウンティングを有効化するには、次の手順を実行します。

a) [Require accounting for the following types of connections]領域で、[Serial]、[SSH]、または [Telnet]
チェックボックスをオンにします。

b) 各接続タイプの RADIUSまたは TACACS+サーバグループ名を選択します。

ステップ 3 コマンドアカウンティングを設定するには、次の手順を実行します。

a) [Require accounting for the following types of connections]エリアで [Enable]チェックボックスをオ
ンにします。

b) TACACS+サーバグループ名を選択します。RADIUSはサポートされていません。
CLIでshowコマンド以外のコマンドを入力する場合、アカウンティングメッセージをTACACS+
アカウンティングサーバに送信できます。

c) [CommandPrivilegeSetup]ダイアログボックスを使用してコマンド特権レベルをカスタマイズす
る際、[Privilege level]ドロップダウンリストで最小特権レベルを指定することで、ASAのアカ
ウンティング対象となるコマンドを制限できます。最小特権レベルよりも下のコマンドは、

ASAで処理の対象となりません。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。
アカウンティング設定が割り当てられ、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保存され

ます。

ロックアウトからの回復

状況によっては、コマンド許可や CLI認証をオンにすると、ASA CLIからロックアウトされる場
合があります。通常は、ASAを再起動することによってアクセスを回復できます。ただし、すで
にコンフィギュレーションを保存した場合は、ロックアウトされたままになる可能性があります。

次の表に、一般的なロックアウト条件とその回復方法を示します。
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表 46：CLI 認証およびコマンド許可のロックアウトシナリオ

対応策：マルチモード対応策：シングルモード説明

ロックアウト条

件機能

スイッチから ASAへの
セッションを接続します。

システム実行スペースか

ら、コンテキストに切り替

えてユーザを追加すること

ができます。

ログインし、パスワードと

aaaコマンドをリセットし
ます。

ローカルデータベー

ス内にユーザが存在し

ない場合は、ログイン

できず、ユーザの追加

もできません。

ローカルデータ

ベースにユーザ

が設定していな

い。

ローカル CLI認証

1 ASAでネットワークコ
ンフィギュレーション

が正しくないために

サーバが到達不能であ

る場合は、スイッチか

ら ASAへのセッション
を接続します。システ

ム実行スペースから、

コンテキストに切り替

えてネットワークを再

設定することができま

す。

2 サーバがダウンしたと

きにロックアウトされ

ないように、ローカル

データベースをフォー

ルバック方式として設

定します。

1 ログインし、パスワー

ドとAAAコマンドをリ
セットします。

2 サーバがダウンしたと

きにロックアウトされ

ないように、ローカル

データベースをフォー

ルバック方式として設

定します。

サーバが到達不能であ

る場合は、ログインも

コマンドの入力もでき

ません。

サーバがダウン

しているか到達

不能で、フォー

ルバック方式を

設定していな

い。

TACACS+コマン
ド許可

TACACS+ CLI認
証

RADIUS CLI認証

スイッチから ASAへの
セッションを接続します。

システム実行スペースか

ら、コンテキストに切り替

えてコンフィギュレーショ

ンの変更を完了することが

できます。また、

TACACS+コンフィギュ
レーションを修正するまで

コマンド許可をディセーブ

ルにすることもできます。

TACACS+サーバのユーザ
アカウントを修正します。

TACACS+サーバへのアク
セス権がなく、ASAをすぐ
に設定する必要がある場合

は、メンテナンスパーティ

ションにログインして、パ

スワードと aaaコマンドを
リセットします。

コマンド許可がイネー

ブルになりますが、

ユーザはこれ以上コマ

ンドを入力できなくな

ります。

十分な特権のな

いユーザまたは

存在しないユー

ザとしてログイ

ンした。

TACACS+コマン
ド許可
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対応策：マルチモード対応策：シングルモード説明

ロックアウト条

件機能

スイッチから ASAへの
セッションを接続します。

システム実行スペースか

ら、コンテキストに切り替

えてユーザレベルを変更す

ることができます。

ログインし、パスワードと

aaaコマンドをリセットし
ます。

コマンド許可がイネー

ブルになりますが、

ユーザはこれ以上コマ

ンドを入力できなくな

ります。

十分な特権のな

いユーザとして

ログインしてい

る。

ローカルコマンド

許可

デバイスアクセスのモニタリング

デバイスアクセスのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

• [Monitoring] > [Properties] > [Device Access] > [ASDM/HTTPS/Telnet/SSH Sessions]

上部ペインには、ASDM、HTTPS、および Telnetのセッションを介して接続するユーザの接
続タイプ、セッション ID、および IPアドレスが示されます。特定のセッションを切断する
には、[Disconnect]をクリックします。

下部ペインには、クライアント、ユーザ名、接続ステータス、ソフトウェアバージョン、入

力暗号化タイプ、出力暗号化タイプ、入力 HMAC、出力 HMAC、SSHセッション ID、残り
のキー再生成データ、残りのキー再生成時間、データベースのキー再生成、時間ベースの

キー再生成、最後のキー再生成の時間が表示されます。特定のセッションを切断するには、

[Disconnect]をクリックします。

• [Monitoring] > [Properties] > [Device Access] > [Authenticated Users]

このペインには、AAAサーバによって認証されたユーザのユーザ名、IPアドレス、ダイナ
ミックACL、非活動タイムアウト（存在する場合）、および絶対タイムアウトが一覧表示さ
れます。

• [Monitoring] > [Properties] > [Device Access] > [AAA Locked Out Users]

このペインには、ロックアウトされた AAAローカルユーザのユーザ名、失敗した認証の試
行回数、およびユーザがロックアウトされた回数が一覧表示されます。ロックアウトされた

特定のユーザをクリアするには、[Clear Selected Lockout]をクリックします。ロックアウトさ
れたすべてのユーザをクリアするには、[Clear All Lockouts]をクリックします。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。
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管理アクセスの履歴

表 47：管理アクセスの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

この機能が導入されました。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Management
Access] > [ASDM/HTTPS/Telnet/SSH] [Configuration] >
[Device Management] > [Management Access] > [Command
Line (CLI)] > [Banner] [Configuration] > [DeviceManagement]
> [Management Access] > [CLI Prompt Configuration] >
[Device Management] > [Management Access] > [ICMP]
[Configuration] > [Device Management] > [Management
Access] > [File Access] > [FTP Client] [Configuration] >
[DeviceManagement] > [Management Access] > [File Access]
> [Secure Copy (SCP) Server] [Configuration] > [Device
Management] > [Management Access] > [File Access] >
[Mount-Points] [Configuration] > [Device Management] >
[Users/AAA] > [AAA Access] > [Authentication]
[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[AAA Access] > [Authorization] [Configuration] > [Device
Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] >
[Accounting]。

7.0(1)管理アクセス

8.4(2)以降、pixまたは asaユーザ名とログインパスワー
ドで SSHを使用して ASAに接続することができなくな
りました。SSHを使用するには、aaa authentication ssh
console LOCALコマンド（CLI）または [Configuration]
> [Device Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] >
[Authentication (ASDM)]を使用して AAA認証を設定し
てから、ローカルユーザを定義する必要があります。

定義するには、usernameコマンド（CLI）を入力する
か、[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA]
> [User Accounts (ASDM)]を選択します。ローカルデー
タベースの代わりにAAAサーバを認証に使用する場合、
ローカル認証もバックアップの手段として設定しておく

ことをお勧めします。

8.4(2)SSHセキュリティが向上し、SSHデフォルト
ユーザ名はサポートされなくなりました。
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ローカルデータベースを使用して CLIまたは ASDMア
クセスの認証を設定する場合は、指定期間を過ぎると

ユーザにパスワードの変更を要求し、パスワードの最短

長と最低変更文字数などのパスワード標準に従うことを

要求するパスワードポリシーを設定することができま

す。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Users/AAA] > [Password Policy]。

8.4(4.1)、
9.1(2)

ローカルデータベースを使用する場合の管理

者パスワードポリシーのサポート

ASAへの SSH接続の公開キー認証は、ユーザ単位で有
効にできます。公開キーファイル（PKF）でフォーマッ
トされたキーまたは Base64キーを指定できます。PKF
キーは、4096ビットまで使用できます。ASAがサポー
トする Base64形式（最大 2048ビット）では大きすぎる
キーについては、PKF形式を使用します。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Users/AAA] >
[User Accounts] > [Edit User Account] > [Public Key
Authentication][Configuration] > [Device Management] >
[Users/AAA] > [User Accounts] > [Edit User Account] >
[Public Key Using PKF]。

PKFキー形式のサポートは 9.1(2)以降のみです。

8.4(4.1)、
9.1(2)

SSH公開キー認証のサポート

SSHキー交換にDiffie-Hellmanグループ 14が追加されま
した。これまでは、グループ1だけがサポートされてい
ました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Management Access] >
[ASDM/HTTPS/Telnet/SSH]。

8.4(4.1)、
9.1(2)

SSHキー交換のDiffie-Hellmanグループ 14の
サポート

同時 ASDM、SSH、Telnetセッションの最大数を設定す
ることができます。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Management Access] > [Management Session
Quota]。

8.4(4.1)、
9.1(2)

管理セッションの最大数のサポート

マルチコンテキストモードのスイッチから ASASMへ
の接続はシステム実行スペースに接続しますが、これら

の接続を制御するために管理コンテキストでの認証を設

定できます。

8.5(1)マルチコンテキストモードの ASASMにお
いて、スイッチからの Telnet認証および仮想
コンソール認証をサポートしました。
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASAでの SSHサーバの実装が、AES-CTRモードの暗号
化をサポートするようになりました。

9.1(2)SSHの AES-CTR暗号化

SSH接続は、接続時間 60分間またはデータトラフィッ
ク 1 GBごとに再生成されます。

。

9.1(2)SSHキー再生成間隔の改善

十分な認可特権を持つ管理者は、認証クレデンシャルを

一度入力すると特権 EXECモードに移行できます。
auto-enableオプションが aaa authorization execコマン
ドに追加されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] >
[Authorization]。

9.2(1)改善されたワンタイムパスワード認証

HTTPアクセスと Telnetおよび SSHアクセス別に管理認
証を設定できるようになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Users/AAA] > [AAA Access] >
[Authorization]

9.4(1)ASDM管理認証

ASDMの証明書認証を有効にすると、ASDMが証明書
からユーザ名を抽出する方法を設定できます。また、ロ

グインプロンプトでユーザ名を事前に入力して表示で

きます。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Management Access] > [HTTPCertificate
Rule]

9.4(1)証明書コンフィギュレーションのASDMユー
ザ名
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ユーザは SSH暗号化を管理するときに暗号化モードを
選択し、さまざまなキー交換アルゴリズムに対して

HMACと暗号化を設定できます。アプリケーションに応
じて、暗号の強度を強くしたり弱くする必要がある場合

があります。セキュアなコピーのパフォーマンスは暗号

化アルゴリズムに一部依存します。デフォルトで、ASA
は 3des-cbc aes128-cbc aes192-cbc aes256-cbc aes128-ctr
aes192-ctr aes256-ctrの順にアルゴリズムをネゴシエート
します。提示された最初のアルゴリズム（3des-cbc）が
選択された場合、aes128-cbcなどの一層効率的なアルゴ
リズムが選択された場合よりも大幅にパフォーマンスが

低下します。提案されたアルゴリズムを変更するには、

たとえば、ssh cipher encryption custom aes128-cbcを使
用します。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Advanced] > [SSH Ciphers]

9.1(7)/9.4(3)設定可能なSSH暗号機能と整合性アルゴリズ
ム

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

855

管理アクセスの履歴



   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
856

管理アクセスの履歴



第 37 章

ソフトウェアおよびコンフィギュレーショ

ン

この章では、Cisco ASAソフトウェアおよびコンフィギュレーションの管理方法について説明し
ます。

• ソフトウェアのアップグレード, 857 ページ

• ファイルの管理, 885 ページ

• ASAイメージ、ASDM、およびスタートアップコンフィギュレーションの設定, 892 ページ

• コンフィギュレーションまたはその他のファイルのバックアップおよび復元, 894 ページ

• システム再起動のスケジュール, 899 ページ

• Auto Updateの設定, 900 ページ

• ソフトウェアとコンフィギュレーションの履歴, 906 ページ

ソフトウェアのアップグレード

この項では、単一のデバイス、フェールオーバーデバイス、またはクラスタリングデバイスを

アップグレードする方法について説明します。

アップグレードパス、ガイドライン、および移行

アップグレードを行う前に、アップグレードパス、移行、その他のガイドラインを確認してくだ

さい。

アップグレードパス

次の表で、お使いのバージョンのアップグレードパスを参照してください。バージョンによって

は、最新バージョンにアップグレードする前に、中間アップグレードが必要な場合があります。
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次のアップグレード先：最初のアップグレード先：現在の ASA バージョン

9.1(3)以降8.4(5)8.2(x)以前

9.1(3)以降8.4(5)8.3(x)

9.1(3)以降8.4(5)、または 9.0(4)8.4(1)～ 8.4(4)

9.1(3)以降—8.4(5)以降

9.1(3)以降9.0(4)8.5(1)

9.1(3)以降9.0(4)8.6(1)

9.1(3)以降9.0(4)9.0(1)

9.1(3)以降—9.0(2)以降

9.1(3)以降9.1(2)9.1(1)

9.1(3)以降—9.1(2)以降

9.2(2)以降—9.2(x)

9.3(2)以降—9.3(x)

9.4(2)以降—9.4(x)

設定の移行

現在のバージョンによっては、アップグレード時に、1つ以上の設定移行が実行される場合があ
ります。たとえば、8.2からアップグレードした場合、次のすべての移行を発生します：

• 8.3：『バージョン 8.3への Cisco ASA5500移行ガイド』を参照してください。

• 8.4：『8.4アップグレードガイド』を参照してください。

• 9.0：『9.0アップグレードガイド』を参照してください。

• 9.1：『9.1アップグレードガイド』を参照してください。

• 9.2：『9.2アップグレードガイド』を参照してください。

• 9.3：『9.3アップグレードガイド』を参照してください。

• 9.4：『9.4アップグレードガイド』を参照してください。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/upgrading/migrating.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa84/upgrade/upgrade84.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/upgrade/upgrade90.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa91/upgrade/upgrade91.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa92/upgrade/upgrade92.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa93/upgrade/upgrade93.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa94/upgrade/upgrade94.html


クラスタリングのガイドライン

次の例外を除いて、ASAクラスタリングのゼロダウンタイムアップグレードに関する特別な要
件はありません。

ゼロダウンタイムダウングレードは、正式にはクラスタリングでサポートされていません。（注）

• 9.0(1)または 9.1(1)からのアップグレード（CSCue72961）：ゼロダウンタイムアップグレー
ドはサポートされていません。

•完全修飾ドメイン名（FQDN）ACLのアップグレードに関する問題：CSCuv92371が原因で、
FQDNを含む ACLは、クラスタまたはフェールオーバーペアのセカンダリユニットへの不
完全な ACL複製を引き起こす可能性があります。このバグは、9.1(7)、9.5(2)、9.6(1)、およ
びいくつかの暫定リリースにおいて発生します。CSCuy34265の修正プログラムを含む9.1(7.6)
以降、9.5(3)以降、9.6(2)以降にアップグレードすることをお勧めします。ただし、設定の複
製の性質上、ゼロダウンタイムアップグレードは使用できません。さまざまなアップグレー

ド方法の詳細については、CSCuy34265を参照してください。

フェールオーバーのガイドライン

次の例外を除き、フェールオーバー用のゼロダウンタイムアップグレードに関する特別な要件は

ありません。

• 8.4(6)、9.0(2)、および9.1(2)のアップグレードの問題：CSCug88962が原因で、8.4(6)、9.0(2)、
および9.1(3)へのゼロダウンタイムアップグレードを実行することはできません。代わりに
8.4(5)または 9.0(3)にアップグレードする必要があります。9.1(1)をアップグレードする場
合、CSCuh25271が原因で、9.1(3)リリースに直接アップグレードすることはできません。し
たがってゼロダウンタイムアップグレードのための回避策はありません。9.1 (3)以降にアッ
プグレードする前に、9.1(2)にアップグレードする必要があります。

•完全修飾ドメイン名（FQDN）ACLのアップグレードに関する問題：CSCuv92371が原因で、
FQDNを含む ACLは、クラスタまたはフェールオーバーペアのセカンダリユニットへの不
完全な ACL複製を引き起こす可能性があります。このバグは、9.1(7)、9.5(2)、9.6(1)、およ
びいくつかの暫定リリースにおいて発生します。CSCuy34265の修正プログラムを含む9.1(7.6)
以降、9.5(3)以降、9.6(2)以降にアップグレードすることをお勧めします。ただし、設定の複
製の性質上、ゼロダウンタイムアップグレードは使用できません。さまざまなアップグレー

ド方法の詳細については、CSCuy34265を参照してください。

現在のバージョンの表示

ソフトウェアのバージョンは、ASDMのホームページに表示されます。ホームページを表示して、
ASAのソフトウェアのバージョンを確認してください。
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https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv92371
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy34265
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv92371
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy34265


Cisco.com からのソフトウェアのダウンロード
ASDMアップグレードウィザードを使用している場合は、ソフトウェアを事前にダウンロードす
る必要ありません。フェールオーバーアップグレードなど手動でのアップグレードの場合は、

ローカルコンピュータにイメージをダウンロードします。

ASAと、関連のソフトウェアは Cisco.comからダウンロードできます。この表には、ASAと関連
パッケージについての命名規則と情報が含まれています。

Cisco.comのログインおよびシスコサービス契約が必要です。（注）
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

http://www.cisco.com/go/asa-firepower-sw [英語]を参照してください。

• ASAソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive Security
Appliance (ASA)Software] >バージョンの順に選択します。ASA
ソフトウェアのファイルには asa962-lfbff-k8.SPAのような名前
が付いています。

• ASDMソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive Security
Appliance (ASA) Device Manager] >バージョンの順に選択しま
す。ASDMソフトウェアのファイルには asdm-762.binのよう
な名前が付いています。

• ASAFirePOWERモジュールソフトウェア：使用しているモデ
ル > [ASA用 FirePOWERサービスソフトウェア（FirePOWER
Services Software for ASA）] >バージョンの順に選択します。
Firepowerソフトウェアをインストールするには、『ASAファ
イアウォール構成ガイド』http://www.cisco.com/go/asa-config
(http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
asa-5500-series-next-generation-firewalls/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlまたは
Firepowerリリースノートを参照してください。

◦ブートイメージ：ブートイメージのファイルには
asasfr-5500x-boot-6.1.0-330.imgのような名前が付いていま
す。

◦システムソフトウェアインストールパッケージ：システ
ムソフトウェアインストールパッケージのファイルには

asasfr-sys-6.1.0-330.pkgのような名前が付いています。

◦パッチファイル：パッチファイルは末尾に.shがつきま
す。

• REST APIソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive
Security Appliance REST API Plugin] >バージョンの順に選択し
ます。APIソフトウェアのファイルには
asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付いています。REST
APIをインストールするには、『APIクイックスタートガイ
ド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/api/
qsg-asa-api.htmlを参照してください。

• ROMMONソフトウェア：使用しているモデル> [ASARommon
Software] >バージョンの順に選択します。ROMMONソフト
ウェアのファイルには asa5500-firmware-1108.SPAのような名
前が付いています。

ASA 5506-X、ASA
5508-X、および ASA
5516-X
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

ASA 5512-X～ ASA 5555-X
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

• ASAソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asa-software [英語]
を参照してください。使用しているモデル>[SoftwareonChassis]
> [Adaptive Security Appliance (ASA) Software] >バージョンの順
に選択します。ASAソフトウェアのファイルには
asa962-smp-k8.binのような名前が付いています。

• ASDMソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asa-software [英
語]を参照してください。使用しているモデル > [Software on
Chassis] > [Adaptive Security Appliance (ASA) Device Manager] >
バージョンの順に選択します。ASDMソフトウェアのファイ
ルには asdm-762.binのような名前が付いています。

• ASAFirepowerモジュールソフトウェア：http://www.cisco.com/
go/asa-firepower-sw [英語]を参照してください。使用している
モデル > [ASA用 FirePOWERサービスソフトウェア
（FirePOWER Services Software for ASA）] >バージョンの順に
選択します。Firepowerソフトウェアをインストールするには、
『ASAファイアウォール構成ガイド』http://www.cisco.com/go/
asa-config (http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
asa-5500-series-next-generation-firewalls/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlまたは
Firepowerリリースノートを参照してください。

◦ブートイメージ：ブートイメージのファイルには
asasfr-5500x-boot-6.1.0-330.imgのような名前が付いていま
す。

◦システムソフトウェアインストールパッケージ：システ
ムソフトウェアインストールパッケージのファイルには

asasfr-sys-6.1.0-330.pkgのような名前が付いています。

◦パッチファイル：パッチファイルは末尾に.shがつきま
す。

• REST APIソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asa-software
[英語]を参照してください。使用しているモデル > [Software
on Chassis] > [Adaptive Security Appliance RESTAPI Plugin] >バー
ジョンの順に選択します。APIソフトウェアのファイルには
asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付いています。REST
APIをインストールするには、『APIクイックスタートガイ
ド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/api/
qsg-asa-api.htmlを参照してください。

• Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のASA
デバイスパッケージ：http://www.cisco.com/go/asa-softwareを参
照してください。使用しているモデル > [Software on Chassis] >
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

[ASA for Application Centric Infrastructure (ACI) Device Packages]
>バージョンの順に選択します。APIC1.2(7)以降では、ファブ
リック挿入によるポリシーオーケストレーションまたはファ

ブリック挿入のみのパッケージを選択します。デバイスソフ

トウェアのファイルには asa-device-pkg-1.2.7.10.zipのような名
前が付いています。ASAデバイスパッケージをインストール
するには、『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Services Deployment
Guide』http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.htmlの「Importing a Device
Package」の章を参照してください。
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

ASA 5585-X
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

• ASAソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asa-software [英語]
を参照してください。使用しているモデル>[SoftwareonChassis]
> [Adaptive Security Appliance (ASA) Software] >バージョンの順
に選択します。ASAソフトウェアのファイルには
asa962-smp-k8.binのような名前が付いています。

• ASDMソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asa-software [英
語]を参照してください。使用しているモデル > [Software on
Chassis] > [Adaptive Security Appliance (ASA) Device Manager] >
バージョンの順に選択します。ASDMソフトウェアのファイ
ルには asdm-762.binのような名前が付いています。

• ASAFirepowerモジュールソフトウェア：http://www.cisco.com/
go/asa-firepower-sw [英語]を参照してください。ご使用のモデ
ル >バージョンを選択します。Firepowerソフトウェアをイン
ストールするには、『ASAファイアウォール構成ガイド』http:/
/www.cisco.com/go/asa-config (http://www.cisco.com/c/en/us/support/
security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlまたは
Firepowerリリースノートを参照してください。

◦ブートイメージ：ブートイメージのファイルには
asasfr-boot-6.1.0-330.imgのような名前が付いています。

◦システムソフトウェアインストールパッケージ：システ
ムソフトウェアインストールパッケージのファイルには

asasfr-sys-6.1.0-330.pkgのような名前が付いています。

◦パッチファイル：パッチファイルは末尾に.shがつきま
す。

• REST APIソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asa-software
[英語]を参照してください。使用しているモデル > [Software
on Chassis] > [Adaptive Security Appliance RESTAPI Plugin] >バー
ジョンの順に選択します。APIソフトウェアのファイルには
asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付いています。REST
APIをインストールするには、『APIクイックスタートガイ
ド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/api/
qsg-asa-api.htmlを参照してください。

• Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のASA
デバイスパッケージ：http://www.cisco.com/go/asa-softwareを参
照してください。使用しているモデル > [Software on Chassis] >
[ASA for Application Centric Infrastructure (ACI) Device Packages]
>バージョンの順に選択します。APIC1.2(7)以降では、ファブ
リック挿入によるポリシーオーケストレーションまたはファ
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

ブリック挿入のみのパッケージを選択します。デバイスソフ

トウェアのファイルには asa-device-pkg-1.2.7.10.zipのような名
前が付いています。ASAデバイスパッケージをインストール
するには、『Cisco APIC Layer 4 to Layer 7 Services Deployment
Guide』http://www.cisco.com/c/en/us/support/
cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.htmlの「Importing a Device
Package」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/go/asav-softwareを参照してください。

• ASAソフトウェア：[Adaptive SecurityAppliance (ASA)Software]>
バージョンの順に選択します。ハイパーバイザのファイルタ

イプを選択します。詳細については、『ASAvクイックスター
トガイド』http://www.cisco.com/go/asa-quickを参照してくださ
い。

• ASDMソフトウェア：[Adaptive Security Appliance (ASA)Device
Manager]>バージョンの順に選択します。ASDMソフトウェア
のファイルには asdm-762.binのような名前が付いています。

• RESTAPIソフトウェア：[Adaptive SecurityApplianceRESTAPI
Plugin]>バージョンの順に選択します。APIソフトウェアの
ファイルには asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付い
ています。REST APIをインストールするには、『APIクイッ
クスタートガイド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/
asa/api/qsg-asa-api.htmlを参照してください。

• Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のASA
デバイスパッケージ：[ASA for Application Centric Infrastructure
(ACI) Device Packages]>バージョンの順に選択します。APIC
1.2(7)以降では、ファブリック挿入によるポリシーオーケスト
レーションまたはファブリック挿入のみのパッケージを選択し

ます。デバイスソフトウェアのファイルには

asa-device-pkg-1.2.7.10.zipのような名前が付いています。ASA
デバイスパッケージをインストールするには、『Cisco APIC
Layer 4 to Layer 7 Services Deployment Guide』http://
www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/
application-policy-infrastructure-controller-apic/
tsd-products-support-series-home.htmlの「Importing a Device
Package」の章を参照してください。

ASAv
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

Http://www.cisco.com/go/firepower4100-softwareを参照してください。

• ASAおよび ASDMソフトウェア：ASAパッケージに ASAお
よび ASDMの両方が含まれます。使用しているモデル >
[Adaptive Security Appliance (ASA) Software] >バージョンの順
に選択します。ASAパッケージのファイルには
cisco-asa.9.6.2.SPA.cspのような名前が付いています。ASAパッ
ケージをインストールするには、『FXOS構成ガイド』 http://
www.cisco.com/go/firepower4100-configの「イメージ管理」の章
を参照してください。

• ASDMソフトウェア（アップグレード）：現状の ASDMまた
は ASA CLIを使って ASDMの以降のバージョンにアップグ
レードするには、使用しているモデル > [Adaptive Security
Appliance (ASA) Device Manager] >バージョンの順に選択しま
す。ASDMソフトウェアのファイルには asdm-762.binのよう
な名前が付いています。

• REST APIソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive
Security Appliance REST API Plugin] >バージョンの順に選択し
ます。APIソフトウェアのファイルには
asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付いています。REST
APIをインストールするには、『APIクイックスタートガイ
ド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/api/
qsg-asa-api.htmlを参照してください。

Firepower4100シリーズの
ASA
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

http://www.cisco.com/go/firepower9300-softwareを参照してください。

• ASAおよび ASDMソフトウェア：ASAパッケージに ASAお
よび ASDMの両方が含まれます。[Adaptive Security Appliance
(ASA)Software]>バージョンの順に選択します。ASAパッケー
ジのファイルには cisco-asa.9.6.2.SPA.cspのような名前が付い
ています。ASAパッケージをインストールするには、『FXOS
構成ガイド』 http://www.cisco.com/go/firepower4100-configの「イ
メージ管理」の章を参照してください。

• ASDMソフトウェア（アップグレード）：現状の ASDMまた
は ASA CLIを使って ASDMの以降のバージョンにアップグ
レードするには、[Adaptive Security Appliance (ASA) Device
Manager]>バージョンの順に選択します。ASDMソフトウェア
のファイルには asdm-762.binのような名前が付いています。

• RESTAPIソフトウェア：[Adaptive SecurityApplianceRESTAPI
Plugin]>バージョンの順に選択します。APIソフトウェアの
ファイルには asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付い
ています。REST APIをインストールするには、『APIクイッ
クスタートガイド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/
asa/api/qsg-asa-api.htmlを参照してください。

Firepower9300シリーズの
ASA

• ASAソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asasm-software [英
語]を参照してください。ご使用のバージョンを選択します。
ASAソフトウェアのファイルには asa962-smp-k8.binのような
名前が付いています。

• ASDMソフトウェア：http://www.cisco.com/go/asdm-software [英
語]を参照してください。[Adaptive Security Appliance (ASA)
DeviceManager]>バージョンの順に選択します。ASDMソフト
ウェアのファイルには asdm-762.binのような名前が付いてい
ます。

ASAサービスモジュール
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パッケージとダウンロードの場所ASA モデル

http://www.cisco.com/go/isa3000-softwareを参照してください。

• ASAソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive Security
Appliance (ASA)Software] >バージョンの順に選択します。ASA
ソフトウェアのファイルには asa962-lfbff-k8.SPAのような名前
が付いています。

• ASDMソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive Security
Appliance (ASA) Device Manager] >バージョンの順に選択しま
す。ASDMソフトウェアのファイルには asdm-762.binのよう
な名前が付いています。

• ASAFirePOWERモジュールソフトウェア：使用しているモデ
ル > [ASA用 FirePOWERサービスソフトウェア（FirePOWER
Services Software for ASA）] >バージョンの順に選択します。
Firepowerソフトウェアをインストールするには、『ASAファ
イアウォール構成ガイド』http://www.cisco.com/go/asa-config
(http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
asa-5500-series-next-generation-firewalls/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlまたは
Firepowerリリースノートを参照してください。

◦ブートイメージ：ブートイメージのファイルには
asasfr-ISA-3000-boot-5.4.1-213.imgのような名前が付いて
います。

◦システムソフトウェアインストールパッケージ：システ
ムソフトウェアインストールパッケージのファイルには

asasfr-sys-5.4.1-213.pkgのような名前が付いています。

◦パッチファイル：パッチファイルは末尾に.shがつきま
す。

• REST APIソフトウェア：使用しているモデル > [Adaptive
Security Appliance REST API Plugin] >バージョンの順に選択し
ます。APIソフトウェアのファイルには
asa-restapi-132-lfbff-k8.SPAのような名前が付いています。REST
APIをインストールするには、『APIクイックスタートガイ
ド』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/api/
qsg-asa-api.htmlを参照してください。

ISA 3000
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スタンドアロンユニットのアップグレード

この項では、ASDMおよびオペレーティングシステム（OS）のイメージをインストールする方法
について説明します。

ローカルコンピュータからのアップグレード

Upgrade Software from Local Computerツールにより、コンピュータからフラッシュファイルシス
テムにイメージファイルをアップロードし、ASAをアップグレードできます。

手順

ステップ 1 （設定の移行の場合）ASDMで、[Tools] > [Backup Configurations]ツールにより、現在の設定を
バックアップします。

ステップ 2 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [Upgrade Software from Local Computer]
の順に選択します。

[Upgrade Software]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Image to Upload]ドロップダウンリストから、[ASDM]を選択します。

ステップ 4 [LocalFilePath]フィールドにコンピュータ上のファイルへのローカルパスを入力するか、[Browse
Local Files]をクリックして PC上のファイルを見つけます。

ステップ 5 [FlashFileSystemPath]フィールドにフラッシュファイルシステムへのパスを入力するか、[Browse
Flash]をクリックしてフラッシュファイルシステム上のディレクトリまたはファイルを検索しま
す。

ステップ 6 [Upload Image]をクリックします。アップグレードプロセスには数分かかる場合があります。

ステップ 7 このイメージを ASDMイメージとして設定するように求められます。[Yes]をクリックします。

ステップ 8 ASDMを終了して、コンフィギュレーションを保存したことを確認します。[OK]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。注：ASAソフトウェアをアップグレードした後で、設
定を保存し、ASDMをリロードします。

ステップ 9 これらの手順を繰り返し、[Image to Upload]ドロップダウンリストで [ASA]を選択します。この
手順は、その他のタイプのファイルのアップロードでも同じです。

ステップ 10 [Tools] > [System Reload]を選択して、ASAをリロードします。
リロードの詳細の確認を求める新しいウィンドウが表示されます。

a) [Save the running configuration at the time of reload]オプションボタン（デフォルト）をクリック
します。

b) リロードする時刻を選択します（たとえば、デフォルトの[Now]）。
c) [Schedule Reload]をクリックします。

リロードが開始されると、[ReloadStatus]ウィンドウにリロードの進行状況が表示されます。ASDM
を終了するオプションも表示されます。

ステップ 11 ASAのリロード後、ASDMを再起動します。
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Cisco.com ウィザードを使用したアップグレード

Upgrade Software from Cisco.com Wizardにより、ASDMおよび ASAを最新のバージョンに自動的
にアップグレードできます。

このウィザードでは、次の操作を実行できます。

•アップグレード用の ASAイメージファイルまたは ASDMイメージファイルを選択する。

ASDMは最新のイメージバージョンをダウンロードし、そこにはビルド番号
が含まれています。たとえば、9.4(1)をダウンロードした場合、そのダウン
ロードは 9.4(1.2)になります。この動作は想定されているため、計画したアッ
プグレードを続行できます。

（注）

•実行したアップグレードの変更点を確認する。

•イメージをダウンロードし、インストールする。

•インストールのステータスを確認する。

•インストールが正常に完了した場合は、ASAを再起動して、コンフィギュレーションを保存
し、アップグレードを完了する。

手順

ステップ 1 （設定の移行の場合）ASDMで、[Tools] > [Backup Configurations]ツールにより、現在の設定を
バックアップします。

ステップ 2 [Tools] > [Check for ASA/ASDM Updates]を選択します。
マルチコンテキストモードでは、システムからこのメニューにアクセスします。

[Cisco.com Authentication]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 Cisco.comのユーザ IDとパスワードを入力して、[Login]をクリックします。
[Cisco.com Upgrade Wizard]が表示されます。

利用可能なアップグレードがない場合は、ダイアログボックスが表示されます。ウィ

ザードを終了するには、[OK]をクリックします。
（注）

ステップ 4 [Next]をクリックして [Select Software]画面を表示します。
現在の ASAバージョンおよび ASDMバージョンが表示されます。

ステップ 5 ASAバージョンおよび ASDMバージョンをアップグレードするには、次の手順を実行します。
a) [ASA]領域で、[Upgrade to]チェックボックスをオンにしてから、アップグレードするASAバー
ジョンをドロップダウンリストから選択します。
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b) [ASDM]領域で、[Upgrade to]チェックボックスをオンにしてから、アップグレードするASDM
バージョンをドロップダウンリストから選択します。

ステップ 6 [Next]をクリックして [Review Changes]画面を表示します。

ステップ 7 次の項目を確認します。

•ダウンロードしたASAイメージファイルやASDMイメージファイルが正しいファイルであ
ること。

•アップロードするASAイメージファイルやASDMイメージファイルが正しいファイルであ
ること。

•正しい ASAブートイメージが選択されていること。

ステップ 8 [Next]をクリックして、アップグレードインストールを開始します。
アップグレードインストールの進行状況を示すステータスを表示できます。

[Results]画面が表示され、アップグレードインストールステータス（成功または失敗）など、追
加の詳細が示されます。

ステップ 9 アップグレードインストールが成功した場合に、アップグレードバージョンを有効にするには、

[Save configuration and reload device now]チェックボックスをオンにして、ASAを再起動し、ASDM
を再起動します。

ステップ 10 [Finish]をクリックして、ウィザードを終了し、コンフィギュレーションに対して行った変更を保
存します。

次に高いバージョン（存在する場合）にアップグレードするには、ウィザードを再起動

する必要があります。

（注）

アクティブ/スタンバイフェールオーバーペアのアップグレード
アクティブ/スタンバイフェールオーバーペアをアップグレードするには、次の手順を実行しま
す。

はじめる前に

設定の移行の場合、ASDMで、[Tools] > [Backup Configurations]ツールにより、現在の設定をバッ
クアップします。

手順

ステップ 1 スタンバイ IPアドレスに接続して、standbyユニット上で ASDMを起動します。

ステップ 2 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [Upgrade Software from Local Computer]
の順に選択します。

[Upgrade Software]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3 [Image to Upload]ドロップダウンリストから、[ASDM]を選択します。

ステップ 4 [Local File Path]フィールドにコンピュータ上のファイルへのローカルパスを入力するか、[Browse
Local Files]をクリックして PC上のファイルを見つけます。

ステップ 5 [FlashFileSystemPath]フィールドにフラッシュファイルシステムへのパスを入力するか、[Browse
Flash]をクリックしてフラッシュファイルシステム上のディレクトリまたはファイルを検索しま
す。

ステップ 6 [Upload Image]をクリックします。アップグレードプロセスには数分かかる場合があります。
このイメージを ASDMイメージとして設定するように求められる場合は、[No]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。

ステップ 7 これらの手順を繰り返し、[Image to Upload]ドロップダウンリストで [ASA]を選択します。
このイメージをASAイメージとして設定するように求められる場合は、[No]をクリックします。
アップグレードツールを終了します。

ステップ 8 メイン IPアドレスに接続して ASDMをアクティブなユニットに接続し、スタンバイユニットで
使用したのと同じファイルの場所を使用して、ASDMソフトウェアをアップロードします。

ステップ 9 このイメージを ASDMイメージとして設定するように求められたら、[Yes]をクリックします。
ASDMを終了して、コンフィギュレーションを保存したことを確認します。[OK]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。注：ASAソフトウェアをアップグレードした後で、設
定を保存し、ASDMをリロードします。

ステップ 10 スタンバイユニットで使用したのと同じファイルの場所を使用して、ASAソフトウェアをアップ
ロードします。

ステップ 11 このイメージを ASAイメージとして設定するように求められたら、[Yes]をクリックします。
新しいイメージを使用するために、ASAをリロードするよう求められます。[OK]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。

ステップ 12 コンフィギュレーションの変更を保存するには、ツールバーの [Save]アイコンをクリックします。
これらの設定変更は、スタンバイユニットに自動的に保存されます。

ステップ 13 [Monitoring] > [Properties] > [Failover] > [Status]の順に選択し、[Reload Standby]をクリックしてス
タンバイユニットをリロードします。

[System]ペインを開いたまま、スタンバイユニットがリロードされるのを確認します。

ステップ 14 スタンバイユニットがリロードしたら、[Monitoring] > [Properties] > [Failover] > [Status]の順に選
択し、[Make Standby]をクリックして、アクティブなユニットをスタンバイユニットにフェール
オーバーします。

ASDMは新しいアクティブユニットに自動的に再接続されます。

ステップ 15 [Monitoring] > [Properties] > [Failover] > [Status]の順に選択し、[Reload Standby]をクリックして、
（新しい）スタンバイユニットをリロードします。
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アクティブ/アクティブフェールオーバーペアのアップグレード
アクティブ/アクティブフェールオーバーコンフィギュレーションの 2つの装置をアップグレー
ドするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

•これらの手順をシステム実行スペースで実行します。

•コンフィギュレーション移行がある場合、コンフィギュレーションファイルをバックアップ
します。 >

手順

ステップ 1 フェールオーバーグループ 2の管理アドレスに接続して、セカンダリユニット（またはフェール
オーバーグループ 1がアクティブに設定されていないユニット）で ASDMを起動します。

ステップ 2 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [Upgrade Software from Local Computer]
の順に選択します。

[Upgrade Software]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Image to Upload]ドロップダウンリストから、[ASDM]を選択します。

ステップ 4 [LocalFilePath]フィールドにコンピュータ上のファイルへのローカルパスを入力するか、[Browse
Local Files]をクリックして PC上のファイルを見つけます。

ステップ 5 [Flash File SystemPath]フィールドにフラッシュファイルシステムへのパスを入力するか、[Browse
Flash]をクリックしてフラッシュファイルシステム上のディレクトリまたはファイルを見つけま
す。

ステップ 6 [Upload Image]をクリックします。アップグレードプロセスには数分かかる場合があります。
このイメージをASAイメージとして設定するように求められる場合は、[No]をクリックします。
アップグレードツールを終了します。

ステップ 7 これらの手順を繰り返し、[Image to Upload]ドロップダウンリストで [ASA]を選択します。
このイメージをASAイメージとして設定するように求められる場合は、[No]をクリックします。
アップグレードツールを終了します。

ステップ 8 フェールオーバーグループ 1の管理 IPアドレスに接続して ASDMを標準出荷単位に接続し、セ
カンダリユニットで使用したのと同じファイルの場所を使用して、ASDMソフトウェアをアップ
ロードします。

ステップ 9 このイメージを ASDMイメージとして設定するように求められたら、[Yes]をクリックします。
ASDMを終了して、コンフィギュレーションを保存したことを確認します。[OK]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。注：ASAソフトウェアをアップグレードした後で、設
定を保存し、ASDMをリロードします。

ステップ 10 セカンダリユニットで使用したのと同じファイルの場所を使用して、ASAソフトウェアをアップ
ロードします。

ステップ 11 このイメージを ASAイメージとして設定するように求められたら、[Yes]をクリックします。
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新しいイメージを使用するために、ASAをリロードするよう求められます。[OK]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。

ステップ 12 コンフィギュレーションの変更を保存するには、ツールバーの [Save]アイコンをクリックします。
これらの設定変更は、セカンダリユニットに自動的に保存されます。

ステップ 13 Make both failover groups active on the primary unit by choosing Monitoring > Failover > Failover Group
#, where # is the number of the failover group you want to move to the primary unit, and clickingMake Active.

ステップ 14 [Monitoring] > [Failover] > [System]の順に選択し、[Reload Standby]をクリックして、セカンダリ
ユニットをリロードします。

[System]ペインを開いたまま、セカンダリユニットがリロードされるのを確認します。

ステップ 15 After the secondary unit comes up, make both failover groups active on the secondary unit by choosing
Monitoring > Failover > Failover Group #, where # is the number of the failover group you want to move
to the secondary unit, and clicking Make Standby.
ASDMは、セカンダリユニット上のフェールオーバーグループ 1の IPアドレスに自動的に再接
続されます。

ステップ 16 [Monitoring] > [Failover] > [System]の順に選択し、[Reload Standby]をクリックして、標準出荷単
位をリロードします。

フェールオーバーグループは、[Preempt Enabled]を使用して設定されると、プリエンプト遅延の
経過後、指定された装置で自動的にアクティブになります。[PreemptEnabled]でフェールオーバー
グループが設定されていない場合は、[Monitoring] > [Failover] > [Failover Group #]ペインを使用し
て、指定された装置上でアクティブステータスに戻すことができます。

ASA クラスタのアップグレード
ASAクラスタ内のすべての装置をアップグレードするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

•標準出荷単位で次の手順を実行します。

•これらの手順をシステム実行スペースで実行します。

•設定の移行の場合、ASDMで、[Tools] > [Backup Configurations]ツールにより、現在の設定
をバックアップします。

手順

ステップ 1 標準出荷単位で ASDMを起動します。

ステップ 2 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [Upgrade Software from Local Computer]
の順に選択します。

[Upgrade Software from Local Computer]ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3 [All devices in the cluster]オプションボタンをクリックします。
[Upgrade Software]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Image to Upload]ドロップダウンリストから、[ASDM]を選択します。

ステップ 5 [Local File Path]フィールドにコンピュータ上のファイルへのローカルパスを入力するか、[Browse
Local Files]をクリックして PC上のファイルを見つけます。

ステップ 6 [Flash File SystemPath]フィールドにフラッシュファイルシステムへのパスを入力するか、[Browse
Flash]をクリックしてフラッシュファイルシステム上のディレクトリまたはファイルを見つけま
す。

ステップ 7 [Upload Image]をクリックします。アップグレードプロセスには数分かかる場合があります。

ステップ 8 このイメージを ASDMイメージとして設定するように求められます。[Yes]をクリックします。

ステップ 9 ASDMを終了して、コンフィギュレーションを保存したことを確認します。[OK]をクリックしま
す。アップグレードツールを終了します。注：ASAソフトウェアをアップグレードした後で、設
定を保存し、ASDMをリロードします。

ステップ 10 これらの手順を繰り返し、[Image to Upload]ドロップダウンリストで [ASA]を選択します。

ステップ 11 コンフィギュレーションの変更を保存するには、ツールバーの [Save]アイコンをクリックします。
これらの設定変更は、セカンダリユニットに自動的に保存されます。

ステップ 12 [Tools] > [System Reload]を選択します。
[System Reload]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 13 [Device]ドロップダウンリストからセカンダリユニット名を選択して、セカンダリユニットを 1
台ずつリロードし、続いて [Schedule Reload]をクリックしてユニットをすぐにリロードします。
優先順位が一番低いセカンダリユニットから開始します。

接続損失を回避しトラフィックを安定させるために、各装置が起動するまで（約 5分）次の装置
のリロードを待ちます。装置がクラスタに再接続したことを確認するには、[Monitoring] > [ASA
Cluster] > [Cluster Summary]ペインを表示します。

アップグレードプロセス中は、[Monitoring] > [ASACluster] > [Cluster Summary] > [Change
Master To]ドロップダウンリストを使用して強制的にセカンダリユニットをマスターに
変更しないでください。ネットワークの接続性とクラスタの安定性に関連した障害が発

生する恐れがあります。最初にすべてのセカンダリユニットをリロードし、次にこの

手順を実行すると、現在のプライマリユニットから新しいプライマリユニットへの移

行を確実かつスムーズに行うことができます。

（注）

ステップ 14 すべてのセカンダリユニットのリロードが完了したら、[Configuration] > [Device Management] >
[High Availability and Scalability] > [ASA Cluster]を選択して、標準出荷単位のクラスタリングを
ディセーブルにします。続いて [Participate ASA cluster]チェックボックスをオフにして、[Apply]
をクリックします。

新しい標準出荷単位が選択されトラフィックが安定するまでに、5分間かかります。元の標準出
荷単位がクラスタに再参加すると、そのユニットはセカンダリユニットになります。

設定は保存しないでください。標準出荷単位がリロードしたら、そこでクラスタリングをイネー

ブルにします。
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ステップ 15 [Tools] > [System Reload]を選択し、[Device]ドロップダウンリストから [--This Device--]を選択し
て [System Reload]ダイアログボックスから標準出荷単位をリロードします。

ステップ 16 ASDMを停止および再起動します。新しい標準出荷単位に再接続できます。

ROMMON を使用したイメージのロード
ROMMONを使用して、新しいイメージをロードできます。

ROMMON を使用した ASA 5500-X シリーズのイメージのロード

TFTPを使用して ROMMONモードからASAへソフトウェアイメージをロードするには、次の手
順を実行します。

手順

ステップ 1 アプライアンスコンソールへのアクセス, （33ページ）に従って、ASAのコンソールポートに
接続します。

ステップ 2 ASAの電源を切ってから、また電源をオンにします。

ステップ 3 スタートアップの間に、ROMMONモードに入るようにプロンプト表示されたら、Escapeキーを
押します。

ステップ 4 ROMMONモードで、IPアドレス、TFTPサーバアドレス、ゲートウェイアドレス、ソフトウェ
アイメージファイル、およびポートを含む、ASAに対するインターフェイス設定を次のように
定義します。

rommon #1> interface gigabitethernet0/0
rommon #2> address 10.86.118.4
rommon #3> server 10.86.118.21
rommon #4> gateway 10.86.118.21
rommon #5> file asa961-smp-k8.bin

ネットワークへの接続がすでに存在することを確認してください。

インターフェイスコマンドは ASA 5506-X、ASA 5508-X、および ASA 5516-Xプラット
フォームで無視されるため、これらのプラットフォームでManagement 1/1インターフェ
イスから TFTPリカバリを実行する必要があります。

（注）

ステップ 5 設定を検証します。

rommon #6> set
ROMMON Variable Settings:
ADDRESS=10.86.118.3
SERVER=10.86.118.21
GATEWAY=10.86.118.21
PORT=GigabitEthernet0/0
VLAN=untagged
IMAGE=asa961-smp-k8.bin
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CONFIG=
LINKTIMEOUT=20
PKTTIMEOUT=4
RETRY=20

ステップ 6 TFTPサーバに pingを送信します。

rommon #7> ping server
Sending 20, 100-byte ICMP Echoes to server 10.86.118.21, timeout is 4 seconds:

Success rate is 100 percent (20/20)

ステップ 7 ネットワーク設定を、後で使用できるように保管しておきます。

rommon #8> sync
Updating NVRAM Parameters...

ステップ 8 システムソフトウェアイメージをロードします。

rommon #9> tftpdnld
ROMMON Variable Settings:
ADDRESS=10.86.118.3
SERVER=10.86.118.21
GATEWAY=10.86.118.21
PORT=GigabitEthernet0/0
VLAN=untagged
IMAGE=asa961-smp-k8.bin
CONFIG=
LINKTIMEOUT=20
PKTTIMEOUT=4
RETRY=20

tftp asa961-smp-k8.bin@10.86.118.21 via 10.86.118.21

Received 14450688 bytes

Launching TFTP Image...
Cisco ASA Security Appliance admin loader (3.0) #0: Mon Mar 5 16:00:07 MST 2016

Loading...

ソフトウェアイメージが正常にロードされると、ASAは自動的に ROMMONモードを終了しま
す。

ステップ 9 ROMMONモードから ASAを起動する場合、システムイメージはリロード間で保持されないた
め、やはりイメージをフラッシュメモリにダウンロードする必要があります。ソフトウェアの

アップグレード, （857ページ）を参照してください。
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ROMMON を使用した ASASM のイメージのロード

TFTPを使用して ROMMONモードから ASASMへソフトウェアイメージをロードするには、次
の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASAサービスモジュールコンソールへのアクセス, （35ページ）に従って、ASAのコンソール
ポートに接続します。

ステップ 2 ASASMイメージをリロードすることを確認してください。

ステップ 3 スタートアップの間に、ROMMONモードに入るようにプロンプト表示されたら、Escapeキーを
押します。

ステップ 4 ROMMONモードで、IPアドレス、TFTPサーバアドレス、ゲートウェイアドレス、ソフトウェ
アイメージファイル、ポートおよびVLANを含む、ASASMに対するインターフェイス設定を次
のように定義します。

rommon #2> address 10.86.118.4
rommon #3> server 10.86.118.21
rommon #4> gateway 10.86.118.21
rommon #5> file asa961-smp-k8.bin
rommon #5> interface Data0
rommon #6> vlan 1
Data0
Link is UP
MAC Address: 0012.d949.15b8

ネットワークへの接続がすでに存在することを確認してくださ

い。

（注）

ステップ 5 設定を検証します。

rommon #7> set
ROMMON Variable Settings:
ADDRESS=10.86.118.4
SERVER=10.86.118.21
GATEWAY=10.86.118.21
PORT=Data0
VLAN=1
IMAGE=asa961-smp-k8.bin
CONFIG=
LINKTIMEOUT=20
PKTTIMEOUT=2
RETRY=20

ステップ 6 TFTPサーバに pingを送信します。

rommon #8> ping server
Sending 20, 100-byte ICMP Echoes to server 10.86.118.21, timeout is 2 seconds:
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Success rate is 100 percent (20/20)

ステップ 7 システムソフトウェアイメージをロードします。

rommon #9> tftpdnld
Clearing EOBC receive queue ...
cmostime_set = 1
ROMMON Variable Settings:
ADDRESS=10.86.118.3
SERVER=10.86.118.21
GATEWAY=10.86.118.21
PORT=Data0
VLAN=1
IMAGE=asa961-smp-k8.bin
CONFIG=
LINKTIMEOUT=20
PKTTIMEOUT=4
RETRY=20

tftp asa961-smp-k8.bin@10.86.118.21 via 10.86.118.21
Starting download. Press ESC to abort.

ソフトウェアイメージが正常にロードされると、ASASMは自動的に ROMMONモードを終了し
ます。

ステップ 8 ROMMONモードからモジュールを起動する場合、システムイメージはリロード間で保持されな
いため、やはりイメージをフラッシュメモリにダウンロードする必要があります。ソフトウェア

のアップグレード, （857ページ）を参照してください。

ROMMON イメージのアップグレード（ASA 5506-X、5508-X、および 5516-X）
ASA 5506-Xシリーズ、ASA 5508-Xおよび ASA 5516-Xの ROMMONイメージをアップグレード
するには、次の手順に従います。

はじめる前に

新バージョンへのアップグレードのみ可能です。ダウングレードはできません。現在のバージョ

ンを確認するには、showmoduleコマンドを入力して、MACアドレス範囲テーブルのMod 1の出
力で Fwバージョンを調べます。

ciscoasa# show module
[...]
Mod MAC Address Range Hw Version Fw Version Sw Version
---- --------------------------------- ------------ ------------ ---------------

1 7426.aceb.ccea to 7426.aceb.ccf2 0.3 1.1.5 9.4(1)
sfr 7426.aceb.cce9 to 7426.aceb.cce9 N/A N/A
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手順

ステップ 1 Cisco.comから新しい ROMMONイメージを取得して、サーバ上に置いて ASAにコピーします。
この手順では、TFTPコピーの方法を説明します。
次の URLからイメージをダウンロードします。

https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=286283326&flowid=77251

ステップ 2 ROMMONイメージを ASAフラッシュメモリにコピーします。
copy tftp://server_ip/asa5500-firmware-xxxx.SPA disk0:asa5500-firmware-xxxx.SPA

ステップ 3 ROMMONイメージをアップグレードします。
upgrade rommon disk0:asa5500-firmware-xxxx.SPA

例：

ciscoasa# upgrade rommon disk0:asa5500-firmware-1108.SPA
Verifying file integrity of disk0:/asa5500-firmware-1108.SPA

Computed Hash SHA2: d824bdeecee1308fc64427367fa559e9
eefe8f182491652ee4c05e6e751f7a4f
5cdea28540cf60acde3ab9b65ff55a9f
4e0cfb84b9e2317a856580576612f4af

Embedded Hash SHA2: d824bdeecee1308fc64427367fa559e9
eefe8f182491652ee4c05e6e751f7a4f
5cdea28540cf60acde3ab9b65ff55a9f
4e0cfb84b9e2317a856580576612f4af

Digital signature successfully validated
File Name : disk0:/asa5500-firmware-1108.SPA
Image type : Release

Signer Information
Common Name : abraxas
Organization Unit : NCS_Kenton_ASA
Organization Name : CiscoSystems

Certificate Serial Number : 553156F4
Hash Algorithm : SHA2 512
Signature Algorithm : 2048-bit RSA
Key Version : A

Verification successful.
Proceed with reload? [confirm]

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、確認して ASAをリロードします。
ASAが ROMMONイメージをアップグレードした後、ASAの OSをリロードします。

ASA 5506W-X ワイヤレスアクセスポイントのイメージの回復およびロード
TFTPを使用してソフトウェアイメージを回復してASA5506W-Xにロードするには、次の手順を
実行します。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
882

ソフトウェアのアップグレード

https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=286283326&flowid=77251


手順

ステップ 1 アクセスポイント（AP）へのセッションを確立し、AP ROMMON（ASA ROMMONではなく）
を開始します。

ciscoasa# hw-module module wlan recover image

ステップ 2 Cisco Aironetアクセスポイント Cisco IOSソフトウェアコンフィギュレーションガイド [英語]の
手順に従います。

ソフトウェアのダウングレード

ダウングレードでは、以下の機能を完了するためのショートカットが存在します。

•ブートイメージ設定のクリア（clear configure boot）。

•古いイメージにブートイメージを設定する（boot system）。

•（任意）新たなアクティベーションキーの入力（activation-key）。

•実行中コンフィギュレーションをスタートアップに保存する（write memory）。これによ
り、BOOT環境変数を古いイメージに設定します。このため、リロードすると古いイメージ
がロードされます。

•古いコンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーする（copy
old_config_url startup-config）。

•リロード（reload）。

はじめる前に

•クラスタリング用の公式のゼロダウンタイムダウングレードのサポートはありません。た
だし場合によっては、ゼロダウンタイムダウングレードが機能します。ダウングレードに

関する次の既知の問題を参照してください。この他の問題が原因でクラスタユニットのリ

ロードが必要になることもあり、その場合はダウンタイムが発生します。

◦クラスタリングを使用する場合に 9.2(1)以降から 9.1以前にダウングレードする：ゼロ
ダウンタイムダウングレードはサポートされません。

• PBKDF2（パスワードベースのキー派生関数2）ハッシュをパスワードで使用する場合に9.5
以前のバージョンにダウングレードする：9.6より前のバージョンは PBKDF2ハッシュをサ
ポートしていません。9.6(1)では、32文字より長い enableパスワードおよび usernameパス
ワードで PBKDF2ハッシュを使用します。ダウングレードすると、enableパスワードがデ
フォルト（空白）に戻ります。ユーザ名は正しく解析されず、usernameコマンドが削除され
ます。ローカルユーザをもう一度作成する必要があります。
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• ASAv用のバージョン 9.5(2.200)からのダウングレード：ASAvはライセンス登録状態を保持
しません。license smart register idtoken id_token forceコマンドで再登録する必要があります
（ASDMの場合、[Configuration] > [Device Management] > [Licensing] > [Smart Licensing]
ページで [Force registration]オプションを使用）。Smart Software Managerからトークン ID
を取得します。

•設定を移行すると、ダウングレードの可否に影響を与える可能性があります。そのため、ダ
ウングレード時に使用できる古い設定のバックアップを保持することを推奨します。8.3へ
のアップグレード時には、バックアップが自動的に作成されます

（<old_version>_startup_cfg.sav）。他の移行ではバックアップが作成されません。古いバー
ジョンでは利用できなかったコマンドが新しい設定に含まれていると、設定がロードされた

ときにそれらのコマンドのエラーが表示されます。ただし、エラーは無視できます。各バー

ジョンの設定の移行または廃止の詳細については、各バージョンのアップグレードガイドを

参照してください。

•元のトンネルがネゴシエートした暗号スイートをサポートしないソフトウェアバージョンを
スタンバイ装置が実行している場合でも、VPNトンネルがスタンバイ装置に複製されます。
このシナリオは、ダウングレード時に発生します。その場合、VPN接続を切断して再接続し
てください。

手順

ステップ 1 [Tools] > [Downgrade Software]を選択します。
[Downgrade Software]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 ASAイメージの場合、[Select Image File]をクリックします。
[Browse File Locations]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

• [RemoteServer]：ドロップダウンリストで [ftp]、[smb]、[http]のいずれかを選択し、以前のイ
メージファイルのパスを入力します。

• [FlashFile System]：[Browse Flash]をクリックして、ローカルフラッシュファイルシステム
にある以前のイメージファイルを選択します。

ステップ 4 [Configuration]で [Browse Flash]をクリックし、移行前の設定ファイルを選択します。

ステップ 5 （任意）バージョン8.3よりも前のアクティベーションキーに戻す場合は、[ActivationKey]フィー
ルドで以前のアクティベーションキーを入力します。

ステップ 6 [Downgrade]をクリックします。
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ファイルの管理

ASDMには、基本的なファイル管理タスクを実行するのに便利なファイル管理ツールセットが用
意されています。ファイル管理ツールにより、フラッシュメモリに保存されているファイルの表

示、移動、コピー、および削除、ファイルの転送、およびリモートストレージデバイス（マウン

トポイント）のファイルの管理を行うことができます。

マルチコンテキストモードの場合、このツールはシステムのセキュリティコンテキストでだ

け使用できます。

（注）

ファイルアクセスの設定

ASAでは、FTPクライアント、セキュアコピークライアント、または TFTPクライアントを使用
できます。また、ASAをセキュアコピーサーバとして設定することもできるため、コンピュー
タでセキュアコピークライアントを使用できます。

FTP クライアントモードの設定

ASAでは、FTPサーバとの間で、イメージファイルやコンフィギュレーションファイルのアッ
プロードおよびダウンロードを実行できます。パッシブ FTPでは、クライアントは制御接続およ
びデータ接続の両方を開始します。パッシブモードではデータ接続の受け入れ側となるサーバ

は、今回の特定の接続においてリッスンするポート番号を応答として返します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [DeviceManagement] > [Management Access] > [File Access] > [FTPClient]ペインで、
[Specify FTP mode as passive]チェックボックスをオンにします。

ステップ 2 [Apply]をクリックします。
FTPクライアントのコンフィギュレーションが変更され、その変更内容が実行コンフィギュレー
ションに保存されます。

セキュアコピーサーバとしての ASA の設定

ASA上でセキュアコピー（SCP）サーバをイネーブルにできます。SSHによる ASAへのアクセ
スを許可されたクライアントだけが、セキュアコピー接続を確立できます。

はじめる前に

•サーバにはディレクトリサポートがありません。ディレクトリサポートがないため、ASA
の内部ファイルへのリモートクライアントアクセスは制限されます。
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•サーバでは、バナーまたはワイルドカードがサポートされていません。

• ASDM、Telnet、またはSSH用のASAアクセスの設定, （821ページ）に従って、ASAでSSH
をイネーブルにします。

• SSHバージョン2接続をサポートするには、ASAのライセンスに強力な暗号化（3DES/AES）
ライセンスが必要です。

•特に指定されていないかぎり、マルチコンテキストモードでは、システム実行スペースで
次の手順を実行します。まだシステムコンフィギュレーションモードに入っていない場合、

[Configuration] > [Device List]ペインで、アクティブなデバイスの IPアドレスの下にある
[System]をダブルクリックします。

•セキュアコピーのパフォーマンスは、使用する暗号化アルゴリズムにある程度依存します。
デフォルトで、ASAは 3des-cbc aes128-cbc aes192-cbc aes256-cbc aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
の順にアルゴリズムをネゴシエートします。提示された最初のアルゴリズム（3des-cbc）が
選択された場合、aes128-cbcなどの一層効率的なアルゴリズムが選択された場合よりも大幅
にパフォーマンスが低下します。提示された暗号化アルゴリズムを変更するには、

[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [SSH Ciphers]ペインを使用します。たと
えば、[Custom]を選択して aes128-cbcに設定します。

手順

ステップ 1 コンテキストモードによって次のように異なります。

•シングルモードの場合、[Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [File
Access] > [Secure Copy (SCP)]の順に選択します。

•マルチモードの場合、[Configuration] > [DeviceManagement] > [Device Administration] > [Secure
Copy]の順に選択します。

ステップ 2 [Enable secure copy server]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 （オプション）ASAは接続先の各 SCPサーバの SSHホストキーを保存します。必要に応じて、
ASAデータベースから手動でサーバとそのキーを追加または削除できます。
キーを追加するには、次の手順を実行します。

a) 新しいサーバの [Add]をクリックするか、または信頼できる SSHホストのテーブルからサーバ
を選択し、[Edit]をクリックします。

b) 新しいサーバの [Host]フィールドに、サーバの IPアドレスを入力します。
c) [Add public key for the trusted SSH host]チェックボックスをオンにします。
d) 次のいずれかのキーを指定します。

•フィンガープリント：すでにハッシュされているキーを入力します。たとえば、showコ
マンドの出力からコピーしたキーです。

•キー：SSHホストの公開キーまたはハッシュ値を入力します。キーストリングはリモー
トピアのBase64で符号化されたRSA公開キーです。オープンSSHクライアントから（言
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い換えると .ssh/id_rsa.pubファイルから）公開キー値を取得できます。Base64で符号化さ
れた公開キーを送信した後、SHA-256によってそのキーがハッシュされます。

キーを削除するには、信頼できるSSHホストのテーブルからサーバを選択し、[Delete]をクリック
します。

ステップ 4 （オプション）新しいホストキーが検出されたときに通知を受け取るには、[Informmewhen a new
host key is detected]チェックボックスをオンにします。
デフォルトで、このオプションは有効になっています。このオプションがイネーブルになってい

る場合、ASAにまだ格納されていないホストキーを許可または拒否するように求められます。こ
のオプションがディセーブルになっている場合、ASAは過去に保存されたことがないホストキー
を自動的に許可します。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

例

外部ホストのクライアントから、SCPファイル転送を実行します。たとえば、Linuxでは次のコマ
ンドを入力します。

scp -v -pwpasswordsource_filenameusername@asa_address:{disk0|disk1}:/dest_filename

-vは冗長を表します。-pwが指定されていない場合は、パスワードの入力を求めるプロンプトが
表示されます。

ASA TFTP クライアントのパス設定

TFTPは、単純なクライアント/サーバファイル転送プロトコルで、RFC 783および RFC 1350 Rev.
2で規定されています。TFTPサーバとの間でファイルをコピーできるように、ASAを TFTPクラ
イアントとして設定できます。これにより、コンフィギュレーションファイルをバックアップ

し、それらを複数の ASAにプロパゲートできます。

ここでは、TFTPサーバへのパスを事前定義できるため、copyおよび configure netなどのコマン
ドで入力する必要がなくなります。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [File Access] > [TFTP Client]の順に選
択し、[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 2 [Interface Name]ドロップダウンリストから、TFTPクライアントとして使用するインターフェイ
スを選択します。

ステップ 3 コンフィギュレーションファイルの保存先とするTFTPサーバの IPアドレスを [IPAddress]フィー
ルドに入力します。

ステップ 4 コンフィギュレーションファイルの保存先とする TFTPサーバへのパスを [Path]フィールドに入
力します。
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例：/tftpboot/asa/config3

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

マウントポイントの追加

CIFSマウントポイントまたは FTPマウントポイントを追加できます。

CIFS マウントポイントの追加

共通インターネットファイルシステム（CIFS）マウントポイントを定義するには、次の手順を
実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [File Access] > [Mount-Points]の順
に選択し、[Add] > [CIFS Mount Point]の順にクリックします。
[Add CIFS Mount Point]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Enable mount point]チェックボックスをオンにします。
これにより、ASA上の CIFSファイルシステムが UNIXのファイルツリーに接続されます。

ステップ 3 [Mount Point Name]フィールドに、既存の CIFSが存在する位置の名前を入力します。

ステップ 4 [Server Name]フィールドまたは [IP Address]フィールドに、マウントポイントを配置するサーバ
の名前または IPアドレスを入力します。

ステップ 5 [Share Name]フィールドに、CIFSサーバ上のフォルダの名前を入力します。

ステップ 6 [NT Domain Name]フィールドに、サーバが常駐する NTドメインの名前を入力します。

ステップ 7 サーバに対するファイルシステムのマウントを認可されているユーザの名前を、[UserName]フィー
ルドに入力します。

ステップ 8 サーバに対するファイルシステムのマウントを認可されているユーザのパスワードを、[Password]
フィールドに入力します。

ステップ 9 [Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。
[Add CIFS Mount Point]ダイアログボックスが閉じます。

ステップ 11 [Apply]をクリックします。

FTP マウントポイントの追加

FTPマウントポイントの場合、FTPサーバには UNIXのディレクトリリストスタイルが必要で
す。MicrosoftFTPサーバには、デフォルトでMS-DOSディレクトリリストスタイルがあります。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [File Access] > [Mount-Points]の順
に選択し、[Add] > [FTP Mount Point]の順にクリックします。
[Add FTP Mount Point]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Enable]チェックボックスを選択します。
これにより、ASA上の FTPファイルシステムが UNIXのファイルツリーに接続されます。

ステップ 3 [Mount Point Name]フィールドに、既存の FTPが存在する位置の名前を入力します。

ステップ 4 [Server Name]フィールドまたは [IP Address]フィールドに、マウントポイントを配置するサーバ
の名前または IPアドレスを入力します。

ステップ 5 [Mode]フィールドで、オプションボタン（[Active]または[Passive]）をクリックして FTPモード
を選択します。[Passive]モードを選択した場合、クライアントでは、FTPコントロール接続とデー
タ接続がともに起動します。サーバは、この接続をリッスンするポートの番号で応答します。

ステップ 6 FTPファイルサーバへのディレクトリパス名を [Path to Mount]フィールドに入力します。

ステップ 7 サーバに対するファイルシステムのマウントを認可されているユーザの名前を、[UserName]フィー
ルドに入力します。

ステップ 8 サーバに対するファイルシステムのマウントを認可されているユーザのパスワードを、[Password]
フィールドに入力します。

ステップ 9 [Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。
[Add FTP Mount Point]ダイアログボックスが閉じます。

ステップ 11 [Apply]をクリックします。

ファイル管理ツールへのアクセス

ファイル管理ツールを使用するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [File Management]の順に選択します。
[File Management]ダイアログボックスが表示されます。

• [Folders]ペインには、ディスク上にあるフォルダが表示されます。

• [Flash Space]は、フラッシュメモリの合計容量と、使用可能なメモリ容量を示します。

• [Files]領域には、選択したフォルダのファイルについて次の情報が表示されます。

◦ Path（パス）
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◦ファイル名

◦サイズ（バイト単位）

◦修正時刻

◦選択したファイルの種類（ブートコンフィギュレーション、ブートイメージファイル、
ASDMイメージファイル、SVCイメージファイル、CSDイメージファイル、または
APCFイメージファイル）を示す、ステータス

ステップ 2 選択したファイルをブラウザに表示するには、[View]をクリックします。

ステップ 3 選択したファイルを切り取って別のディレクトリに貼り付けるには、[Cut]をクリックします。

ステップ 4 選択したファイルをコピーして別のディレクトリに貼り付けるには、[Copy]をクリックします。

ステップ 5 コピーしたファイルを選択した場所に貼り付けるには、[Paste]をクリックします。

ステップ 6 選択したファイルをフラッシュメモリから削除するには、[Delete]をクリックします。

ステップ 7 ファイルの名前を変更するには、[Rename]をクリックします。

ステップ 8 ファイルを保存するディレクトリを新規作成するには、[New Directory]をクリックします。

ステップ 9 [FileTransfer]ダイアログボックスを開くには、[FileTransfer]をクリックします。詳細については、
「ファイルの転送, （890ページ）」を参照してください。

ステップ 10 [Manage Points]ダイアログボックスを開くには、[Mount Points]をクリックします。詳細について
は、「マウントポイントの追加 , （888ページ）」を参照してください。

ファイルの転送

FileTransferツールにより、ローカルにあるファイルとリモートにあるファイルを転送できます。
PCまたはフラッシュファイルシステムのローカルファイルを ASAとの間で転送できます。
HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、またはSMBを使用して、ASAとの間でファイルを転送できます。

IPS SSPソフトウェアモジュールの場合、IPSソフトウェアを disk0にダウンロードする前に、
フラッシュメモリに少なくとも50%の空きがあることを確認してください。IPSをインストー
ルするときに、IPSのファイルシステム用に内部フラッシュメモリの 50%が予約されます。

（注）

ローカル PC とフラッシュ間でのファイル転送

ローカル PCとフラッシュファイルシステムとの間でファイルを転送するには、次の手順を実行
します。
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手順

ステップ 1 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [File Management]の順に選択します。
[File Management]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [File Transfer]の横にある下矢印をクリックし、続いて [Between Local PC and Flash]をクリックしま
す。

[File Transfer]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 ローカル PCまたはフラッシュファイルシステムのどちらかで、アップロードまたはダウンロー
ドしたいファイルを選択し、目的の場所にドラッグします。または、ローカル PCまたはフラッ
シュファイルシステムのどちらかで、アップロードまたはダウンロードしたいファイルを選択

し、右矢印または左矢印をクリックし、目的の場所にファイルを転送します。

ステップ 4 完了したら [Close]をクリックします。

リモートサーバとフラッシュ間でのファイル転送

リモートサーバとフラッシュファイルシステムとの間でファイルを転送するには、次の手順を

実行します。

手順

ステップ 1 メイン ASDMアプリケーションウィンドウで、[Tools] > [File Management]の順に選択します。
[File Management]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [File Transfer]ドロップダウンリストで下矢印をクリックし、[Between Remote Server and Flash]を
クリックします。

[File Transfer]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 リモートサーバからファイルを転送するには、[Remote server]オプションをクリックします。

ステップ 4 転送対象になるソースファイルを定義します。

a) サーバの IPアドレスを含めたファイルの場所へのパスを選択します。
ファイル転送は IPv4および IPv6のアドレスをサポートしていま
す。

（注）

b) FTPの場合はリモートサーバのタイプを、HTTPまたはHTTPSの場合はリモートサーバのポー
ト番号を入力します。有効な FTPタイプは次のとおりです。

• ap：パッシブモードの ASCIIファイル

• an：非パッシブモードの ASCIIファイル

• ip：パッシブモードのバイナリイメージファイル

• in：非パッシブモードのバイナリイメージファイル
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ステップ 5 フラッシュファイルシステムからファイルを転送するには、[Flash file system]オプションを選択
します。

ステップ 6 ファイルの場所へのパスを入力するか、[Browse Flash]をクリックしてファイルの場所を指定しま
す。

ステップ 7 また、CLIにより、スタートアップコンフィギュレーション、実行コンフィギュレーション、ま
たは SMBファイルシステムからファイルをコピーすることもできます。Copyコマンドの使用方
法については、CLIコンフィギュレーションガイドを参照してください。

ステップ 8 転送するファイルの宛先を定義します。

a) フラッシュファイルシステムにファイルを転送するには、[Flash file system]オプションを選択
します。

b) ファイルの場所へのパスを入力するか、[BrowseFlash]をクリックしてファイルの場所を指定し
ます。

ステップ 9 リモートサーバにファイルを転送するには、[Remote server]オプションを選択します。
a) ファイルの場所へのパスを入力します。
b) FTP転送の場合はタイプを入力します。有効なタイプは次のとおりです。

• ap：パッシブモードの ASCIIファイル

• an：非パッシブモードの ASCIIファイル

• ip：パッシブモードのバイナリイメージファイル

• in：非パッシブモードのバイナリイメージファイル

ステップ 10 [Transfer]をクリックしてファイル転送を開始します。
[Enter Username and Password]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 11 リモートサーバのユーザ名、パスワード、ドメイン（必要な場合）が表示されます。

ステップ 12 [OK]をクリックし、ファイル転送を続行します。
ファイル転送プロセスには数分かかる場合があります。必ず終了するまでお待ちください。

ステップ 13 ファイル転送が完了したら [Close]をクリックします。

ASA イメージ、ASDM、およびスタートアップコンフィギュレーショ
ンの設定

複数の ASAまたは ASDMイメージがある場合は、ブートするイメージを指定する必要がありま
す。イメージを設定しない場合はデフォルトのブートイメージが使用され、そのイメージは意図

されたものではない可能性があります。スタートアップコンフィギュレーションでは、コンフィ

ギュレーションファイルを任意で指定できます。

次のデフォルト設定を参照してください。
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• ASAイメージ：

◦物理 ASA：内部フラッシュメモリ内で見つかった最初のアプリケーションイメージを
ブートします。

◦ ASAv：最初に展開したときに作成された、読み取り専用の boot:/パーティションにあ
るイメージをブートします。フラッシュメモリ内のイメージをアップグレードし、その

イメージからブートするようにASAvを設定できます。後でコンフィギュレーションを
クリアすると、ASAvは元の展開のイメージをロードするようになることに注意してく
ださい。

•すべての ASAの ASDMイメージ：内部フラッシュメモリ内で見つかった（またはここにイ
メージがない場合は、外部フラッシュメモリ内で見つかった）最初のASDMイメージをブー
トします。

•スタートアップコンフィギュレーション：デフォルトでは、ASAは、隠しファイルである
スタートアップコンフィギュレーションからブートします。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [System Image/Configuration] > [Boot Image/Configuration]
を選択します。

起動イメージとして使用するバイナリイメージファイルは、ローカルから 4つまで指定できま
す。また TFTPサーバのイメージを 1つ指定し、そこからデバイスをブートできます。TFTPサー
バに格納されているイメージを指定する場合は、そのファイルをリスト内の先頭に配置する必要

があります。デバイスが、イメージのロード元のTFTPサーバに到達できない場合は、フラッシュ
メモリに保存されているリスト内の次のイメージファイルのロードが試行されます。

ステップ 2 [Boot Image/Configuration]ペインで [Add]をクリックします。

ステップ 3 ブートするイメージを参照します。TFTPイメージの場合は、[File Name]フィールドに TFTPURL
を入力します。[OK]をクリックします。

ステップ 4 上へ移動ボタンと下へ移動ボタンを使用してイメージの順番を並べ替えます。

ステップ 5 （オプション）[BootConfigurationFile Path]フィールドで、[BrowseFlash]をクリックしてコンフィ
ギュレーションを選択してスタートアップコンフィギュレーションファイルを指定します。[OK]
をクリックします。

ステップ 6 [ASDM Image File Path]フィールドで、[Browse Flash]をクリックしてイメージを選択して ASDM
イメージを指定します。[OK]をクリックします。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。
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コンフィギュレーションまたはその他のファイルのバックアップおよ

び復元

システム障害から保護するために、コンフィギュレーションおよびその他のファイルの定期的な

バックアップを実行することを推奨します。

完全なシステムバックアップまたは復元の実行

次の手順では、コンフィギュレーションおよびイメージの zipバックアップ zipファイルへのバッ
クアップおよび復元方法と、そのファイルのローカルコンピュータへの転送方法について説明し

ます。

バックアップまた復元を開始する前に

•バックアップまたは復元を開始する前に、バックアップまたは復元場所に使用可能なディス
ク領域が少なくとも 300 MBある必要があります。

• ASAは、シングルコンテキストモードである必要があります。

•バックアップ中またはバックアップ後にコンフィギュレーションを変更した場合、その変更
内容はバックアップに含められません。バックアップの実行後にコンフィギュレーションを

変更してから復元を実行した場合、このコンフィギュレーションの変更は上書きされます。

結果として、ASAは異なる挙動をすることもあります。

•一度に開始できるバックアップまたは復元は 1つだけです。

•コンフィギュレーションは、元のバックアップを実行したときと同じ ASAバージョンにの
み復元できます。復元ツールを使用して、ASAの異なるバージョン間でコンフィギュレー
ションを移行することはできません。コンフィギュレーションの移行が必要な場合、ASA
は、新しいASAOSをロードした時に常駐するスタートアップコンフィギュレーションを自
動的にアップグレードします。

•クラスタリングを使用する場合、バックアップまたは復元できるのは、スタートアップコン
フィギュレーション、実行コンフィギュレーション、およびアイデンティティ証明書のみで

す。ユニットごとに別々にバックアップを作成および復元する必要があります。

•フェールオーバーを使用する場合、バックアップの作成および復元は、アクティブユニット
とスタンバイユニットに対して別々に行う必要があります。

• ASAにマスターパスフレーズを設定している場合は、この手順で作成したバックアップコ
ンフィギュレーションの復元時にそのマスターパスフレーズが必要となります。ASAのマ
スターパスフレーズが不明な場合は、マスターパスフレーズの設定, （520ページ）を参照
して、バックアップを続行する前に、マスターパスフレーズをリセットする方法を確認して

ください。

• PKCS12データをインポート（crypto ca trustpointコマンドを使用）する際にトラストポイ
ントが RSAキーを使用している場合、インポートされたキーペアにはトラストポイントと
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同じ名前が割り当てられます。この制約のため、ASDMコンフィギュレーションを復元した
後でトラストポイントおよびそのキーペアに別の名前を指定した場合、スタートアップコ

ンフィギュレーションは元のコンフィギュレーションと同じになるのに、実行コンフィギュ

レーションには異なるキーペア名が含まれることになります。つまり、キーペアとトラス

トポイントに別の名前を使用した場合は、元のコンフィギュレーションを復元できないとい

うことです。この問題を回避するため、トラストポイントとそのキーペアには必ず同じ名前

を使用してください。

• CLIを使用してバックアップしてからASDMを使用して復元したり、その逆を行うことはで
きません。

•各バックアップファイルに含まれる内容は次のとおりです。

◦実行コンフィギュレーション

◦スタートアップコンフィギュレーション

◦すべてのセキュリティイメージ

Cisco Secure Desktopおよびホストスキャンのイメージ

Cisco Secure Desktopおよびホストスキャンの設定

AnyConnect（SVC）クライアントのイメージおよびプロファイル

AnyConnect（SVC）のカスタマイズおよびトランスフォーム

◦アイデンティティ証明書（アイデンティティ証明書に関連付けられた RSAキーペアは
含まれるが、スタンドアロンキーは除外される）

◦ VPN事前共有キー

◦ SSL VPNコンフィギュレーション

◦ Application Profile Custom Framework（APCF）

◦ Bookmarks

◦カスタマイゼーション

◦ダイナミックアクセスポリシー（DAP）

◦プラグイン

◦接続プロファイル用の事前入力スクリプト

◦プロキシ自動設定

◦変換テーブル

◦ Webコンテンツ

◦バージョン情報
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システムのバックアップ

この手順では、完全なシステムバックアップを実行する方法について説明します。

手順

ステップ 1 コンピュータ上にフォルダを作成し、バックアップファイルを保存します。こうすると、後で復

元するときに探しやすくなります。

ステップ 2 [Tools] > [Backup Configurations]を選択します。
[Backup Configurations]ダイアログボックスが表示されます。[SSL VPN Configuration]領域の下矢
印をクリックし、SSLVPNコンフィギュレーションのバックアップオプションを確認します。デ
フォルトでは、すべてのコンフィギュレーションファイルがチェックされ、利用できる場合には

バックアップされます。リスト内のすべてのファイルをバックアップするには、手順 5に進みま
す。

ステップ 3 バックアップするコンフィギュレーションを選択する場合は、[Backup All]チェックボックスをオ
フにします。

ステップ 4 バックアップするオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [Browse Local to specify a directory and file name for the backup .zip file]をクリックします。

ステップ 6 [Select]ダイアログボックスで、バックアップファイルを格納するディレクトリを選択します。

ステップ 7 [Select]をクリックします。[Backup File]フィールドにパスが表示されます。

ステップ 8 ディレクトリパスの後にバックアップファイルの宛先の名前を入力します。バックアップファ

イルの名前の長さは、3～ 232文字の間である必要があります。

ステップ 9 [Backup]をクリックします。証明書をバックアップする場合や、ASAでマスターパスフレーズを
使用している場合を除き、すぐにバックアップが続行されます。

ステップ 10 ASAでマスターパスフレーズを設定し、イネーブルにしている場合、バックアップを続行する前
に、マスターパスフレーズが不明な場合は変更することを推奨する警告メッセージが表示されま

す。マスターパスフレーズがわかっている場合は、[Yes]をクリックしてバックアップを続行し
ます。ID証明書をバックアップする場合を除き、すぐにバックアップが続行されます。

ステップ 11 ID証明書をバックアップする場合は、証明書を PKCS12形式でエンコーディングするために使用
する別のパスフレーズを入力するように求められます。パスフレーズを入力するか、またはこの

手順をスキップすることができます。

このプロセスで ID証明書はバックアップされますが、認証局の証明書はバックアップ
されません。CA証明書のバックアップ手順については、ローカル CAサーバのバック
アップ, （898ページ）を参照してください。

（注）

•証明書を暗号化するには、[Certificate Passphrase]ダイアログボックスで証明書のパスフレー
ズを入力および確認し、[OK]をクリックします。証明書の復元時に必要となるため、このダ
イアログボックスに入力したパスワードを覚えておく必要があります。

• [Cancel]をクリックすると、この手順がスキップされ、証明書はバックアップされません。

[OK]または [Cancel]をクリックすると、すぐにバックアップが開始されます。
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ステップ 12 バックアップが完了すると、ステータスウィンドウが閉じ、[Backup Statistics]ダイアログボック
スが表示され、成功または失敗のメッセージが示されます。

バックアップの「失敗」メッセージは多くの場合、指定されたタイプの既存のコンフィ

ギュレーションが存在しない場合に表示されます。

（注）

ステップ 13 [OK]をクリックし、[Backup Statistics]ダイアログボックスを閉じます。

バックアップの復元

zip tar.gzファイルからローカルPCに復元するコンフィギュレーションやイメージを指定します。

手順

ステップ 1 [Tools] > [Restore Configurations]を選択します。

ステップ 2 [Restore Configurations]ダイアログボックスで、[Browse Local Directory]をクリックし、ローカル
コンピュータ上の、復元するコンフィギュレーションが含まれている zipファイルを選択し、
[Select]をクリックします。[Local File]フィールドにパスと zipファイル名が表示されます。
復元する zipファイルは、[Tools] > [BackupConfigurations]オプションを選択して作成したものであ
る必要があります。

ステップ 3 [Next]をクリックします。2つ目の [Restore Configuration]ダイアログボックスが表示されます。復
元するコンフィギュレーションの横にあるチェックボックスをオンにします。使用可能なすべて

の SSL VPNコンフィギュレーションがデフォルトで選択されています。

ステップ 4 [Restore]をクリックします。

ステップ 5 バックアップファイルの作成時に、証明書の暗号化に使用する証明書パスフレーズを指定してい

る場合は、このパスフレーズを入力するように ASDMから求められます。

ステップ 6 実行コンフィギュレーションの復元を選択した場合、実行コンフィギュレーションを結合するか、

実行コンフィギュレーションを置換するか、または復元プロセスのこの部分をスキップするかを

尋ねられます。

•コンフィギュレーションの結合では、現在の実行コンフィギュレーションとバックアップさ
れた実行コンフィギュレーションが結合されます。

•実行コンフィギュレーションの置換では、バックアップされた実行コンフィギュレーション
のみが使用されます。

•この手順をスキップすると、バックアップされた実行コンフィギュレーションは復元されま
せん。

ASDMでは、復元操作が完了するまでステータスダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 実行コンフィギュレーションを置換または結合した場合は、ASDMを閉じてから再起動します。
実行コンフィギュレーションを復元しなかった場合は、ASDMセッションをリフレッシュして、
変更を有効にします。
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ローカル CA サーバのバックアップ
ASDMバックアップを実行した場合、ローカル CAサーバデータベースは含まれていないため、
サーバ上の CA証明書はバックアップされません。ローカル CAサーバをバックアップする場合
は、ASA CLIによる次の手動プロセスを使用します。

手順

ステップ 1 show run crypto ca serverコマンドを入力します。

crypto ca server
keysize server 2048
subject-name-default OU=aa,O=Cisco,ST=ca,
issuer-name CN=xxx,OU=yyy,O=Cisco,L=Bxb,St=Mass
smtp from-address abcd@cisco.com
publish-crl inside 80
publish-crl outside 80

ステップ 2 crypto ca importコマンドを使用して、ローカル CA PKCS12ファイルをインポートして
LOCAL-CA-SERVERトラストポイントを作成し、キーペアを復元します。

crypto ca import LOCAL-CA-SERVER pkcs12 <passphrase> (paste the pkcs12
base64 data here)

この手順では、正確な名前「LOCAL-CA-SERVER」を必ず使用してくださ
い。

（注）

ステップ 3 LOCAL-CA-SERVERディレクトリが存在しない場合、mkdir LOCAL-CA-SERVERを入力して作成
する必要があります。

ステップ 4 ローカル CAファイルを LOCAL-CA-SERVERディレクトリにコピーします。

copy ftp://10.10.1.1/CA-backup/LOCAL-CA-SERVER.ser
disk0:/LOCAL-CA-SERVER/

copy ftp://10.10.1.1/CA-backup/LOCAL-CA-SERVER.cdb
disk0:/LOCAL-CA-SERVER/

copy ftp://10.10.1.1/CA-backup/LOCAL-CA-SERVER.udb
disk0:/LOCAL-CA-SERVER/

copy ftp://10.10.1.1/CA-backup/LOCAL-CA-SERVER.crl
disk0:/LOCAL-CA-SERVER/

copy ftp://10.10.1.1/CA-backup/LOCAL-CA-SERVER.p12
disk0:/LOCAL-CA-SERVER/
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ステップ 5 crypto ca serverコマンドを入力して、ローカル CAサーバをイネーブルにします。

crypto ca server
no shutdown

ステップ 6 show crypto ca serverコマンドを入力して、ローカル CAサーバが起動し、動作していることを確
認します。

ステップ 7 設定を保存します。

TFTP サーバへの実行コンフィギュレーションの保存
この機能により、現在の実行コンフィギュレーションファイルのコピーを TFTPサーバに保存し
ます。

手順

ステップ 1 [File] > [Save Running Configuration to TFTP Server]を選択します。
[Save Running Configuration to TFTP Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 TFTPサーバの IPアドレスと、コンフィギュレーションファイルの保存先となる TFTPサーバ上
のファイルパスを入力して、[Save Configuration]をクリックします。

デフォルトのTFTP設定を行うには、[Configuration]> [DeviceManagement] > [Management
Access] > [File Access] > [TFTP Client]の順に選択します。この設定を行った後は、この
ダイアログボックスに、TFTPサーバの IPアドレスと TFTPサーバ上でのファイルパス
が自動的に表示されます。

（注）

システム再起動のスケジュール

System Reloadツールにより、システムの再起動をスケジュールしたり、現在の再起動をキャンセ
ルしたりできます。

手順

ステップ 1 [Tools] > [System Reload]を選択します。

ステップ 2 [Reload Scheduling]領域で、次の設定を定義します。
a) [Configuration State]では、再起動時に実行コンフィギュレーションを保存するか、破棄するか
のどちらかを選択します。

b) [Reload Start Time]では、次のオプションから選択します。

•再起動をただちに実行するには、[Now]をクリックします。
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•指定した時間だけ再起動を遅らせるには、[Delay by]をクリックします。再起動開始まで
の時間を、時間と分単位、または分単位だけで入力します。

•指定した時刻と日付に再起動を実行するようにスケジュールするには、[Schedule at]をク
リックします。再起動の実行時刻を入力し、再起動のスケジュール日を選択します。

c) [Reload Message]フィールドに、再起動時に開いている ASDMインスタンスに送信するメッ
セージを入力します。

d) 再起動を再試行するまでの経過時間を時間と分単位で、または分単位だけで表示するには、[On
reload failure force immediate reload after]チェックボックスをオンにします。

e) 設定に従って再起動をスケジュールするには、[Schedule Reload]をクリックします。
[Reload Status]領域には、再起動のステータスが表示されます。

ステップ 3 次のいずれかを選択します。

•スケジュールされた再起動を停止するには、[Cancel Reload]をクリックします。

•スケジュールされた再起動の終了後に [ReloadStatus]表示をリフレッシュするには、[Refresh]
をクリックします。

•スケジュールされた再起動の詳細を表示するには、[Details]をクリックします。

Auto Update の設定
Auto Updateは、Auto Updateサーバがコンフィギュレーションおよびソフトウェアイメージを多
数の ASAにダウンロードすることを許可し、中央からの ASAの基本的なモニタリングを提供す
るプロトコル仕様です。

Auto Update について
この項では、Auto Updateの実装方法と Auto Updateが必要になる理由について説明します。

Auto Update クライアントまたはサーバ

ASAは、クライアントまたはサーバとして設定できます。AutoUpdateクライアントとして動作す
る場合は、ソフトウェアイメージおよびコンフィギュレーションファイルへのアップデートのた

め、AutoUpdateサーバを定期的にポーリングします。AutoUpdateサーバとして動作する場合は、
Auto Updateクライアントとして設定された ASAのアップデートを発行します。

Auto Update の利点

Auto Updateは、次のように、管理者が ASAの管理で直面するさまざまな問題を解決できる便利
な機能です。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
900

Auto Update の設定



•ダイナミックアドレッシングおよび NATに関する問題点の解決。

•コンフィギュレーションの変更を 1つのアクションでコミット。

•ソフトウェア更新用の信頼度の高い方式の提供。

•ハイアベイラビリティ用の十分実績のある方式の活用（フェールオーバー）。

•オープンインターフェイスによる柔軟性の提供。

•サービスプロバイダー環境のセキュリティソリューションの簡素化。

Auto Update仕様は、中央、または複数の場所から、リモート管理アプリケーションにより ASA
のコンフィギュレーションやソフトウェアイメージをダウンロードしたり、基本的な監視機能を

実行したりする場合に必要なインフラストラクチャです。

Auto Update仕様に従うと、Auto Updateサーバから ASAにコンフィギュレーション情報をプッ
シュしたり、要求を送信して情報を取得したりすることも、ASAから Auto Updateサーバに定期
的にポーリングすることによって、最新のコンフィギュレーション情報を引き出す（プルする）

こともできます。また、Auto Updateサーバはいつでも ASAにコマンドを送信し、ただちにポー
リング要求を送信させることもできます。AutoUpdateサーバとASAの通信では、通信パスとロー
カル CLIコンフィギュレーションをすべての ASAに設定する必要があります。

フェールオーバー設定での Auto Update サーバサポート

Auto Updateサーバを使用して、ソフトウェアイメージとコンフィギュレーションファイルを、
アクティブ/スタンバイフェールオーバーコンフィギュレーションの ASAに配置できます。アク
ティブ/スタンバイフェールオーバーコンフィギュレーションでAuto Updateをイネーブルにする
には、フェールオーバーペアのプライマリ装置に Auto Updateサーバのコンフィギュレーション
を入力します。

フェールオーバーコンフィギュレーションの Auto Updateサーバサポートには、次の制限と動作
が適用されます。

•アクティブ/スタンバイコンフィギュレーションがサポートされるのは、シングルモードだ
けです。

•新しいプラットフォームソフトウェアイメージをロードする際、フェールオーバーペアは
トラフィックの転送を停止します。

• LANベースのフェールオーバーを使用する場合、新しいコンフィギュレーションによって
フェールオーバーリンクのコンフィギュレーションが変更されてはいけません。フェール

オーバーリンクのコンフィギュレーションが変更されると、装置間の通信は失敗します。

• Auto Updateサーバへの Call Homeを実行するのはプライマリ装置だけです。Call Homeを実
行するには、プライマリ装置がアクティブ状態である必要があります。そうでない場合、

ASAは自動的にプライマリ装置にフェールオーバーします。

•ソフトウェアイメージまたはコンフィギュレーションファイルをダウンロードするのは、
プライマリ装置だけです。その後、ソフトウェアイメージまたはコンフィギュレーション

ファイルはセカンデリ装置にコピーされます。
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•インターフェイスMACアドレスとハードウェアのシリアル番号は、プライマリ装置のもの
です。

• Auto Updateサーバまたは HTTPサーバに保存されたコンフィギュレーションファイルは、
プライマリ装置専用です。

Auto Update プロセスの概要
次に、フェールオーバーコンフィギュレーションでの Auto Updateプロセスの概要を示します。
このプロセスは、フェールオーバーが有効であり、動作していることを前提としています。装置

がコンフィギュレーションを同期化している場合、SSMカードの不具合以外の理由でスタンバイ
装置に障害が発生している場合、または、フェールオーバーリンクがダウンしている場合、Auto
Updateプロセスは実行できません。

1 両方の装置は、プラットフォームおよび ASDMソフトウェアチェックサムとバージョン情報
を交換します。

2 プライマリ装置は Auto Updateサーバにアクセスします。プライマリ装置がアクティブ状態で
ない場合、ASAはプライマリ装置にフェールオーバーした後、Auto Updateサーバにアクセス
します。

3 Auto Updateサーバは、ソフトウェアチェックサムと URL情報を返します。

4 プライマリ装置が、アクティブまたはスタンバイ装置のプラットフォームイメージファイル

をアップデートする必要があると判断した場合は、次の処理が実行されます。

a プライマリ装置は、Auto UpdateサーバのURLを使用して、HTTPサーバから適切なファイ
ルを取得します。

b プライマリ装置は、そのイメージをスタンバイ装置にコピーしてから、自身のイメージを

アップデートします。

c 両方の装置に新しいイメージがある場合は、セカンダリ（スタンバイ）装置が最初にリロー

ドされます。

•セカンダリ装置のブート時にヒットレスアップグレードが可能な場合は、セカンダリ
装置がアクティブ装置になり、プライマリ装置がリロードされます。リロードが終了

すると、プライマリ装置がアクティブ装置になります。

•スタンバイ装置のブート時にヒットレスアップグレードができない場合は、両方の装
置が同時にリロードされます。

d セカンダリ（スタンバイ）装置だけに新しいイメージがある場合は、セカンダリ装置だけ

がリロードされます。プライマリ装置は、セカンダリ装置のリロードが終了するまで待機

します。

e プライマリ（アクティブ）装置だけに新しいイメージがある場合は、セカンダリ装置がア

クティブ装置になり、プライマリ装置がリロードされます。

f もう一度アップデートプロセスが手順 1から開始されます。
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5 ASAが、プライマリまたはセカンダリ装置の ASDMファイルをアップデートする必要がある
と判断した場合は、次の処理が実行されます。

a プライマリ装置は、Auto Updateサーバから提供されたURLを使用して、HTTPサーバから
ASDMイメージファイルを取得します。

b プライマリ装置は、必要に応じて ASDMイメージをスタンバイ装置にコピーします。

c プライマリ装置は、自身の ASDMイメージをアップデートします。

d もう一度アップデートプロセスが手順 1から開始されます。

6 プライマリ装置が、コンフィギュレーションファイルをアップデートする必要があると判断し

た場合は、次の処理が実行されます。

a プライマリ装置は、指定されたURLを使用して、コンフィギュレーションファイルを取得
します。

b 両方の装置で同時に、古いコンフィギュレーションが新しいコンフィギュレーションに置

換されます。

c もう一度アップデートプロセスが手順 1から開始されます。

7 チェックサムがすべてのイメージおよびコンフィギュレーションファイルと一致している場

合、アップデートは必要ありません。このプロセスは、次のポーリング時間まで中断されま

す。

Auto Update のガイドライン
• Auto Updateサーバから ASAのコンフィギュレーションが更新されても、ASDMには通知さ
れません。[Refresh]または [File] > [RefreshASDMwith the Running Configuration on the Device]
を選択して、最新のコンフィギュレーションを取得する必要があります。また、ASDMでコ
ンフィギュレーションに加えた変更は失われます。

• AutoUpdateサーバと通信するためのプロトコルとしてHTTPSが選択されている場合は、ASA
はSSLを使用します。これは、ASAによるDESまたは3DESライセンスの保有が必須です。

• Auto Updateは、シングルコンテキストモードでのみサポートされます。

Auto Update サーバとの通信の設定

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [System Image/Configuration] > [Auto Update]を選択しま
す。

[Auto Update]ペインには、[Auto Update Servers]テーブルの他に [Timeout]領域と [Polling]領域が
あります。

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

903

Auto Update の設定



[AutoUpdate Servers]テーブルで、AutoUpdateサーバにすでに設定されているパラメータを確認で
きます。ASAは、テーブルの一番上にあるサーバを最初にポーリングします。

ステップ 2 テーブル内のサーバの順序を変更するには、[Move Up]または [Move Down]をクリックします。
[Auto Update Servers]テーブルには次のカラムがあります。

• [Server]：Auto Updateサーバの名前または IPアドレス。

• [User Name]：Auto Updateサーバのアクセス時に使用されるユーザ名。

• [Interface]：Auto Updateサーバへの要求送信時に使用されるインターフェイス。

• [Verify Certificate]：Auto Updateサーバが返した証明書を、ASAで CAのルート証明書と照合
して確認するかどうかを指定します。Auto Updateサーバおよび ASAは同じ CAを使用する
必要があります。

ステップ 3 [Auto Update Server]テーブルの行のいずれかをダブルクリックすると、[Edit Auto Update Server]
ダイアログボックスが開き、AutoUpdateサーバのパラメータを変更できます。ここで行った変更
はただちにテーブルに反映されますが、コンフィギュレーションに保存するには [Apply]をクリッ
クする必要があります。

ステップ 4 [Timeout]エリアでは、ASAが Auto Updateサーバのタイムアウトを待つ時間を設定できます。
[Timeout]領域には次のフィールドがあります。

• [Enable Timeout Period]：ASAが Auto Updateサーバから応答を受信しなかった場合にタイム
アウトするには、オンにします。

• [Timeout Period (Minutes)]：Auto Updateサーバから応答がなかった場合の ASAのタイムアウ
ト時間（分単位）を指定します。

ステップ 5 [Polling]エリアで、ASAから Auto Updateサーバの情報をポーリングする頻度を設定できます。
[Polling]領域には次のフィールドがあります。

• [Polling Period (minutes)]：ASAからAuto Updateサーバに新しい情報をポーリングするときの
待ち時間（分単位）。

• [Poll on Specified Days]：ポーリングのスケジュールを指定します。

• [Set Polling Schedule]：[Set Polling Schedule]ダイアログボックスが表示され、AutoUpdateサー
バをポーリングする日付と時刻を設定できます。

• [Retry Period (minutes)]：サーバのポーリングに失敗した場合、ASAから Auto Updateサーバ
に新しい情報をポーリングするまでの待ち時間（分単位）。

• [Retry Count]：ASAから Auto Updateサーバに新しい情報をポーリングするときの再試行回
数。

ステップ 6 ポーリングスケジュールの設定

[Set Polling Schedule]ダイアログボックスでは、ASAから Auto Updateサーバをポーリングする特
定の日付と時刻を設定できます。

[Set Polling Schedule]ダイアログボックスには次のフィールドがあります。
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[Days of the Week]：ASAから Auto Updateサーバをポーリングする曜日のチェックボックスを選
択します。

[Daily Update]ペイングループでは、ASAが Auto Updateサーバをポーリングする時刻を設定でき
ます。次のフィールドがあります。

• [Start Time]：Auto Updateのポーリング開始時刻を入力します。

• [Enable randomization]：ASAからAutoUpdateサーバをランダムに選択した時刻にポーリング
するには、オンにします。

Auto Update のモニタリング

Auto Update プロセスのモニタリング

debug auto-update clientまたは debug fover cmd-exeコマンドを使用して、Auto Updateプロセスで
実行される処理を表示できます。次に、debug auto-update clientコマンドの出力例を示します。
ターミナルセッションから debugコマンドを実行します。

Auto-update client: Sent DeviceDetails to /cgi-bin/dda.pl of server 192.168.0.21
Auto-update client: Processing UpdateInfo from server 192.168.0.21

Component: asdm, URL: http://192.168.0.21/asdm.bint, checksum:
0x94bced0261cc992ae710faf8d244cf32

Component: config, URL: http://192.168.0.21/config-rms.xml, checksum:
0x67358553572688a805a155af312f6898

Component: image, URL: http://192.168.0.21/cdisk73.bin, checksum:
0x6d091b43ce96243e29a62f2330139419
Auto-update client: need to update img, act: yes, stby yes
name
ciscoasa(config)# Auto-update client: update img on stby unit...
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 1, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 1001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 1501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 2001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 2501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 3001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 3501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 4001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 4501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 5001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 5501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 6001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 6501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 7001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 7501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 8001, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 8501, len = 1024
auto-update: Fover copyfile, seq = 4 type = 1, pseq = 9001, len = 1024
auto-update: Fover file copy waiting at clock tick 6129280
fover_parse: Rcvd file copy ack, ret = 0, seq = 4
auto-update: Fover filecopy returns value: 0 at clock tick 6150260, upd time 145980 msecs
Auto-update client: update img on active unit...
fover_parse: Rcvd image info from mate
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
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auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 20
Beginning configuration replication: Sending to mate.
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 50
auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 50

auto-update: HA safe reload: reload active waiting with mate state: 80
Sauto-update: HA safe reload: reload active unit at clock tick: 6266860

Auto-update client: Succeeded: Image, version: 0x6d091b43ce96243e29a62f2330139419

Auto Updateプロセスが失敗すると、次の syslogメッセージが生成されます。

%ASA4-612002: Auto Update failed: file version: version reason: reason

fileは、失敗したアップデートに応じて「image」、「asdm」、または「configuration」になりま
す。 versionは、アップデートのバージョン番号です。 reasonは、アップデートが失敗した原因で
す。

ソフトウェアとコンフィギュレーションの履歴

機能情報

プラット

フォームリ

リース機能名

SCPサーバとの間でファイルを転送するため、ASAは
SecureCopy（SCP）クライアントをサポートするように
なりました。

次の画面が変更されました。

[Tools] > [File Management] > [File Transfer] > [Between
Remote Server and Flash] [Configuration] > [Device
Management] > [Management Access] > [File Access] >
[Secure Copy (SCP) Server]

9.1(5)/9.2(1)セキュアコピークライアント
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機能情報

プラット

フォームリ

リース機能名

ユーザは SSH暗号化を管理するときに暗号化モードを
選択し、さまざまなキー交換アルゴリズムに対して

HMACと暗号化を設定できます。アプリケーションに
応じて、暗号の強度を強くしたり弱くする必要がある

場合があります。セキュアなコピーのパフォーマンス

は暗号化アルゴリズムに一部依存します。デフォルト

で、ASAは 3des-cbc aes128-cbc aes192-cbc aes256-cbc
aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctrの順にアルゴリズムをネ
ゴシエートします。提示された最初のアルゴリズム

（3des-cbc）が選択された場合、aes128-cbcなどの一層
効率的なアルゴリズムが選択された場合よりも大幅に

パフォーマンスが低下します。提案されたアルゴリズ

ムを変更するには、たとえば、ssh cipher encryption
custom aes128-cbcを使用します。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [Device
Management] > [Advanced] > [SSH Ciphers]

9.1(7)/9.4(3)設定可能な SSH暗号機能と整合性アルゴリ
ズム

Auto Updateサーバ証明書の検証がデフォルトでイネー
ブルになりました。新しいコンフィギュレーションで

は証明書の検証を明示的にディセーブルにする必要が

あります。以前のリリースからアップグレードする場

合に証明書の検証がイネーブルになっていないと、証

明書の検証がイネーブルにならずに次の警告が表示さ

れます。

WARNING: The certificate provided by the
auto-update servers will not be verified.
In order to verify this certificate please
use the verify-certificate option.

設定を移行する場合は、次のように確認なしを明示的

に設定します。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Management] > [System/Image Configuration] > [Auto
Update] > [Add Auto Update Server]。

9.2(1)デフォルトでイネーブルになっている Auto
Updateサーバ証明書の検証

CLIを使用してイメージや証明書を含む完全なシステム
コンフィギュレーションをバックアップおよび復元で

きるようになりました。

変更された ASDM画面はありません。

9.3(2)CLIを使用したシステムのバックアップと復
元
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機能情報

プラット

フォームリ

リース機能名

新しいASA5506W-Xイメージのリカバリおよびロード
がサポートされています。

変更された ASDM画面はありません。

9.4(1)新しいASA5506W-Xイメージの回復および
ロード
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第 38 章

システムイベントに対する応答の自動化

この章では、Embedded Event Manager（EEM）を設定する方法について説明します。

• EEMについて, 909 ページ

• EEMのガイドライン, 911 ページ

• EEMの設定, 911 ページ

• EEMのモニタリング, 915 ページ

• EEMの履歴, 915 ページ

EEM について
EEMサービスを利用することで、問題をデバッグし、トラブルシューティングに対して汎用ロギ
ングを提供できます。EEMサービスには 2つのコンポーネント、つまり EEMが応答またはリッ
スンするイベント、およびアクションとEEMが応答するイベントを定義するイベントマネージャ
アプレットがあります。さまざまなイベントに応答し、さまざまなアクションを実行するために、

複数のイベントマネージャアプレットを設定できます。

サポートされるイベント

EEMは次のイベントをサポートします。

• Syslog：ASAは、syslogメッセージの IDを使用して、イベントマネージャアプレットをト
リガーする syslogメッセージを識別します。複数の syslogイベントを設定できますが、単一
のイベントマネージャアプレット内で syslogメッセージの IDが重複することはできませ
ん。

•タイマー：タイマーを使用して、イベントをトリガーできます。各タイマーは、各イベント
マネージャアプレットに対して一度だけ設定できます。各イベントマネージャアプレット

には最大で 3つのタイマーがあります。3種類のタイマーは次のとおりです。
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◦ウォッチドッグ（定期的）タイマーは、アプレットアクションの完了後に指定された期
間が経過するとイベントマネージャアプレットをトリガーし、自動的にリスタートし

ます。

◦カウントダウン（ワンショット）タイマーは、指定された期間が経過するとイベントマ
ネージャアプレットを1回トリガーします。削除および再追加されない限りはリスター
トしません。

◦絶対（1日 1回）タイマーは、イベントを 1日 1回指定された時刻に発生させ、自動的
にリスタートします。時刻の形式は hh:mm:ssです。

各イベントマネージャアプレットに対して、各タイプのタイマーイベントを 1つだけ
設定できます。

•なし：CLIまたはASDMを使用してイベントマネージャアプレットを手動で実行する場合、
イベントはトリガーされません。

•クラッシュ：ASAがクラッシュした場合、クラッシュイベントがトリガーされます。output
コマンドの値に関係なく、actionコマンドはクラッシュ情報ファイルを対象とします。出力
は、show techコマンドの前に生成されます。

イベントマネージャアプレットのアクション

イベントマネージャアプレットがトリガーされると、そのイベントマネージャアプレットのア

クションが実行されます。各アクションには、アクションの順序を指定するために使用される番

号があります。このシーケンス番号は、イベントマネージャアプレット内で一意である必要があ

ります。イベントマネージャアプレットには複数のアクションを設定できます。コマンドは典型

的な CLIコマンドです（show blocksなど）。

出力先

outputコマンドを使用すると、アクションの出力を指定した場所に送信できます。一度にイネー
ブルにできる出力値は 1つだけです。デフォルト値は output noneです。この値は、actionコマン
ドによるすべての出力を破棄します。このコマンドは、特権レベル 15（最高）を持つユーザとし
て、グローバルコンフィギュレーションモードで実行されます。コマンドは、ディセーブルに

なっているため、入力を受け付けない場合があります。次の 3つの場所のいずれかに action CLI
コマンドの出力を送信できます。

•なし：デフォルトの設定です。出力を破棄します。

•コンソール：出力を ASAコンソールに送信します。

•ファイル：出力をファイルに送信します。次の 4つのファイルオプションを使用できます。

◦一意のファイルを作成する：イベントマネージャアプレットが呼び出されるたびに、
一意の名前を持つ新しいファイルを作成します。

◦ファイルを作成する/ファイルを上書きする：イベントマネージャアプレットが呼び出
されるたびに、指定されたファイルを上書きします。
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◦ファイルを作成する/ファイルに付加する：イベントマネージャアプレットが呼び出さ
れるたびに、指定されたファイルに付加します。ファイルがまだ存在しない場合は作成

されます。

◦一連のファイルを作成する：イベントマネージャアプレットが呼び出されるたびにロー
テーションされる、一意の名前を持つ一連のファイルを作成します。

EEM のガイドライン
ここでは、EEMを設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよび制限事項について説明し
ます。

コンテキストモードのガイドライン

マルチコンテキストモードではサポートされません。

その他のガイドライン

•通常、クラッシュ時は、ASAの状態は不明です。こうした状況では、一部のコマンドの実行
は安全ではない可能性があります。

•イベントマネージャアプレットの名前にはスペースを含めることができません。

• Noneイベントおよび Crashinfoイベントパラメータは変更できません。

• syslogメッセージがEEMに送信されて処理されるため、パフォーマンスが影響を受ける可能
性があります。

•各イベントマネージャアプレットのデフォルトの出力は output noneです。この設定を変更
するには、異なる出力値を入力する必要があります。

•各イベントマネージャアプレットに定義できる出力オプションは 1つだけです。

EEM の設定
EEMの設定は、次のタスクで構成されています。

手順

ステップ 1 イベントマネージャアプレットの作成とイベントの設定, （912ページ）。

ステップ 2 アクションおよびアクションの出力先の設定, （913ページ）。

ステップ 3 イベントマネージャアプレットの実行, （914ページ）。

ステップ 4 トラックメモリ割り当ておよびメモリ使用量, （914ページ）。
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イベントマネージャアプレットの作成とイベントの設定

イベントマネージャアプレットを作成してイベントを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASDMで、[Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [Embedded Event Manager]の順に
選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add Event Manager Applet]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 3 アプレット名（スペースを含まない）を入力し、そのアプレットに関する説明を入力します。説

明の長さは最大 256文字です。引用符内であれば、説明テキストにスペースを含めることができ
ます。

ステップ 4 [Events]領域にある [Add]をクリックして、[Add Event Manager Applet Event]ダイアログボックス
を表示します。

ステップ 5 [Type]ドロップダウンリストから設定したいイベントタイプを選択します。使用可能なオプショ
ンは、[Crashinfo]、[None]、[Syslog]、[Once-a-daytimer]、[One-shot timer]、および [Periodic timer]
です。

• [Syslog]：単一の syslogメッセージまたは syslogメッセージの範囲を入力します。指定された
個々の syslogメッセージまたは syslogメッセージの範囲に一致する syslogメッセージが発生
すると、イベントマネージャアプレットがトリガーされます。（オプション）イベントマ

ネージャアプレットを呼び出すために syslogメッセージが発生する必要がある回数を
[Occurrences]フィールドに入力します。デフォルトの発生回数は 0秒ごとに 1回です。有効
な値は 1～ 4294967295です。（オプション）アクションを呼び出すために syslogメッセー
ジが発生しなければならない許容時間（秒数）を [Period]フィールドに入力します。この値
によって、イベントマネージャアプレットが設定された期間に 1回呼び出される際の最大
の間隔が制限されます。有効な値は、0～ 604800です。値 0は、期間が定義されていないこ
とを示しています。

• [Periodic]：期間を秒単位で入力します。秒数は、1～ 604800の範囲で設定してください。

• [Once-a-daytimer]：時刻を hh:mm:ssの形式で入力します。時刻の範囲は 00:00:00（真夜中）
から 23:59:59です。

• [One-shottimer]：期間を秒単位で入力します。秒数は、1～ 604800の範囲で設定してくださ
い。

• [None]：イベントマネージャアプレットを手動で呼び出すには、このオプションを選択しま
す。

• [Crashinfo]：ASAのクラッシュ時にクラッシュイベントをトリガーするには、このオプショ
ンを選択します。
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アクションおよびアクションの出力先の設定

アクションおよびアクションの出力を送信する特定の宛先を設定するには、次の手順を実行しま

す。

手順

ステップ 1 [Add]をクリックして、[Add Event Manager Applet]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 2 アプレット名（スペースを含まない）を入力し、そのアプレットに関する説明を入力します。説

明の長さは最大 256文字です。

ステップ 3 [Actions]領域にある [Add]をクリックして、[Add EventManager Applet Action]ダイアログボックス
を表示します。

ステップ 4 [Sequence #]フィールドに一意のシーケンス番号を入力します。有効なシーケンス番号の範囲は 0
～ 4294967295です。

ステップ 5 CLIコマンドを [CLICommand]フィールドに入力します。このコマンドは、特権レベル15（最高）
を持つユーザとして、グローバルコンフィギュレーションモードで実行されます。ディセーブル

になっているため、このコマンドは入力を受け付けない場合があります。

ステップ 6 [OK]をクリックして、[Add Event Manager Applet Action]ダイアログボックスを閉じます。
新しく追加されたアクションが [Actions]リストに表示されます。

ステップ 7 [Add]をクリックして、[Add Event Manager Applet]ダイアログボックスを開きます。

ステップ 8 使用可能な出力先オプションを 1つ選択します。

• actionコマンドからの出力を破棄するには、[Output Location]ドロップダウンリストから
[None]オプションを選択します。これがデフォルト設定です。

• actionコマンドの出力をコンソールに送信するには、[Output Location]ドロップダウンリス
トから [Console]オプションを選択します。

このコマンドを実行すると、パフォーマンスに影響を及ぼしま

す。

（注）

• actionコマンドの出力を呼び出された各イベントマネージャアプレットの新しいファイルに
送信するには、[Output Location]ドロップダウンリストから [File]オプションを選択します。
[Create a unique file]オプションがデフォルトとして自動的に選択されます。

ファイル名の形式は、eem-applet-timestamp.logです。ここで、appletはイベントマネージャ
アプレットの名前、timestampは日付のタイムスタンプ（形式は YYYYMMDD-hhmmss）を
示しています。

•ローテーションされる一連のファイルを作成するには、[Output Location]ドロップダウンリ
ストから [File]オプションを選択し、続いてドロップダウンリストから [Create a set of files]
オプションを選択します。

新しいファイルが書き込まれる場合、最も古いファイルが削除され、最初のファイルが書き

込まれる前に後続のすべてのファイルに番号が再度割り振られます。最も新しいファイルが

0で示され、最も古いファイルが最大数で示されます。有効なローテーションの値の範囲は
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2～ 100です。ファイル名の形式は、eem-applet-x.logです。ここで、appletはアプレットの
名前、xはファイル番号を示しています。

• actionコマンドの出力を毎回上書きされる単一のファイルに書き込むには、[Output Location]
ドロップダウンリストから [File]オプションを選択し、続いてドロップダウンリストから
[Create/overwrite a file]オプションを選択します。

• actionコマンドの出力を毎回付加される単一のファイルに書き込むには、[Output Location]ド
ロップダウンリストから [File]オプションを選択し、続いてドロップダウンリストから
[Create/append a file]オプションを選択します。

ステップ 9 [OK]をクリックして、[Add Event Manager Applet]ダイアログボックスを閉じます。
指定した出力先は [Embedded Event Manager]ペインに表示されます。

イベントマネージャアプレットの実行

イベントマネージャアプレットを実行するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Embedded Event Manager]ペインで、Noneイベントで設定されたイベントマネージャアプレット
をリストから選択します。

ステップ 2 [Run]をクリックします。

トラックメモリ割り当ておよびメモリ使用量

メモリ割り当てとメモリ使用量をログに記録するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Advanced] > [Embedded Event Manager]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add Event Manager Applet]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 3 もう一度 [Add]をクリックして、[Add Event Manager Applet Event]ダイアログボックスを表示しま
す。

ステップ 4 ドロップダウンリストから [memory-logging-wrap]を選択します。

ステップ 5 [OK]をクリックして、それを [Events]リストに追加します。

ステップ 6 もう一度 [OK]をクリックして、それを [Applets]リストに追加します。
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EEM のモニタリング
EEMをモニタするには、次のコマンドを参照してください。

• .[Monitoring] > [Properties] > [EEM Applets]

このペインでは、EEMアプレットとそのヒットカウント値のリストを表示します。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。

EEM の履歴

表 48：EEM の履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

EEMサービスを利用することで、問題をデバッグし、トラブルシューティ
ングに対して汎用ロギングを提供できます。EEMサービスには 2つのコン
ポーネント、つまりEEMが応答またはリッスンするイベント、およびアク
ションとEEMが応答するイベントを定義するイベントマネージャアプレッ
トがあります。さまざまなイベントに応答し、さまざまなアクションを実

行するために、複数のイベントマネージャアプレットを設定できます。

次の画面が導入されました。[Configuration]> [DeviceManagement]> [Advanced]
> [Embedded Event Manager]、[Monitoring] > [Properties] > [EEM Applets]。

9.2(1)Embedded Event Manager
（EEM）

メモリ割り当てとメモリ使用量をログに記録し、メモリロギングラップイ

ベントに応答する新しいデバッグ機能が追加されました。

次の画面が変更されました。[Configuration]> [DeviceManagement]> [Advanced]
> [Embedded EventManager] > [Add EventManager Applet] > [Add EventManager
Applet Event]

9.4(1)EEMのメモリトラッキ
ング
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第 39 章

テストとトラブルシューティング

この章では、Cisco ASAのトラブルシューティング方法および基本接続のテスト方法について説
明します。

• Packet Capture Wizardを使用したキャプチャの設定と実行, 917 ページ

• ASAvの vCPU使用量, 923 ページ

• 設定のテスト, 925 ページ

• パフォーマンスとシステムリソースのモニタリング, 934 ページ

• 接続のモニタリング, 936 ページ

• テストおよびトラブルシューティングの履歴 , 937 ページ

Packet Capture Wizard を使用したキャプチャの設定と実行
PacketCaptureWizardを使用して、エラーのトラブルシューティングを行う場合のキャプチャを設
定および実行できます。キャプチャではACLを使用して、キャプチャされるトラフィックのタイ
プを、送信元と宛先のアドレスとポート、および 1つ以上のインターフェイスで制限できます。
このウィザードは、入出力インターフェイスのそれぞれでキャプチャを 1回実行します。キャプ
チャしたパケットは、PCに保存してパケットアナライザで分析できます。

このツールは、クライアントレス SSL VPNキャプチャをサポートしていません。（注）

キャプチャを設定および実行するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Wizards] > [Packet Capture Wizard]の順に選択します。
[Overview of Packet Capture]画面には、ウィザードを完了するまでに行うタスクの一覧が表示され
ます。これらのタスクには、以下が含まれます。
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•入力インターフェイスの選択。

•出力インターフェイスの選択。

•バッファパラメータの設定。

•キャプチャの実行。

•（オプション）キャプチャデータの PCへの保存。

ステップ 2 [Next]をクリックします。
クラスタ環境では、[Cluster Option]画面が表示されます。ステップ 3に進みます。

非クラスタ環境では、[Ingress Traffic Selector]画面が表示されます。ステップ 4に進みます。

ステップ 3 [Cluster Option]画面で、キャプチャの実行対象として [This device only]または [The whole cluster]
のいずれかのオプションを選択します。[Next]をクリックして [Ingress Selector]画面を表示しま
す。

ステップ 4 インターフェイスでパケットをキャプチャするには、[Select Interface]オプションボタンをクリッ
クします。ASA CXデータプレーン上でパケットをキャプチャするには、[Use backplane channel]
オプションボタンをクリックします。

ステップ 5 [Packet Match Criteria]領域で、次のいずれかを実行します。

•パケットの照合に使用する ACLを指定するには、[Specify access-list]オプションボタンをク
リックし、[Select ACL]ドロップダウンリストから ACLを選択します。以前設定した ACL
を現在のドロップダウンリストに追加するには、[Manage]をクリックして [ACL Manager]ペ
インを表示します。ACLを選択して [OK]をクリックします。

• [Specify Packet Parameters]オプションボタンをクリックして、パケットパラメータを指定し
ます。

ステップ 6 以降の手順については、入力トラフィックセレクタ, （920ページ）を参照してください。

ステップ 7 [Next]をクリックして、[EgressTrafficSelector]画面を表示します。以降の手順については、出力ト
ラフィックセレクタ, （921ページ）を参照してください。

送信元ポートのサービス、宛先ポートのサービスおよび ICMPタイプは読み取り専用で
あり、[Ingress Traffic Selector]画面での選択に基づきます。

（注）

ステップ 8 [Next]をクリックして [Buffers & Captures]画面を表示します。続行するには、「バッファ」(34-8
ページ）を参照してください。

ステップ 9 最新のキャプチャを 10秒ごとに自動的に取得するように、[Capture Parameters]領域で [Get capture
every 10 seconds]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このキャプチャは循環バッ
ファを使用します。

ステップ 10 [BufferParameters]領域で、バッファサイズとパケットサイズを指定します。バッファサイズは、
キャプチャがパケットを保存するために使用可能なメモリの最大容量です。パケットサイズは、

キャプチャが保持できる最長のパケットです。できる限り多くの情報をキャプチャするため、最

長パケットサイズを使用することを推奨します。

a) パケットサイズを入力します。有効なサイズ範囲は 14～ 1522バイトです。
b) バッファサイズを入力します。有効なサイズ範囲は 1534～ 33554432バイトです。
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c) キャプチャされたパケットを保存するには、[Use circular buffer]チェックボックスをオンにしま
す。

この設定を選択すると、すべてのバッファストレージが使用されている場合、キャ

プチャは最も古いパケットへの上書きを始めます。

（注）

ステップ 11 [Next]をクリックして、入力したクラスタ内の全装置のクラスタオプション（クラスタを使用し
ている場合）、トラフィックセレクタ、バッファパラメータを表示する [Summary]画面を表示し
ます。続行するには、「サマリー」(34-8ページ）を参照してください。

ステップ 12 [Next]をクリックして [Run Captures]画面を表示し、次に [Start]をクリックしてパケットのキャプ
チャを開始します。[Stop]をクリックしてキャプチャを終了します。以降の手順については、キャ
プチャの実行, （922ページ）を参照してください。クラスタリングを使用している場合は、ス
テップ 14に進みます。

ステップ 13 残りのバッファスペースを確認するには、[GetCaptureBuffer]をクリックします。現在のパケット
の内容を削除して、バッファに別のパケットをキャプチャするスペースを確保するには、[Clear
Buffer on Device]をクリックします。

ステップ 14 クラスタ環境では、[Run Captures]画面で、次の手順の 1つ以上を実行します。

• [Get Cluster Capture Summary]をクリックすると、クラスタ内の全装置のパケットキャプチャ
情報のサマリーに続いて、各装置のパケットキャプチャ情報が表示されます。

• [GetCaptureBuffer]をクリックすると、クラスタの各装置にどの程度バッファスペースが残っ
ているかが表示されます。[Capture Buffer fromDevice]ダイアログボックスが表示されます。

• [Clear Capture Buffer]をクリックすると、クラスタ内の特定の装置またはすべての装置の現在
のコンテンツを削除し、さらにパケットをキャプチャするためのバッファ容量を確保しま

す。

ステップ 15 [Savecaptures]をクリックして、[SaveCapture]ダイアログボックスを表示します。入力キャプチャ、
出力キャプチャ、またはその両方を保存するオプションを選択できます。続行するには、「キャ

プチャの保存」(34-9ページ）を参照してください。

ステップ 16 [Save Ingress Capture]をクリックして、[Save capture file]ダイアログボックスを表示します。PC上
の保存場所を指定して、[Save]をクリックします。

ステップ 17 [Launch Network Sniffer Application]をクリックして、[Tools] > [Preferences]で指定したパケット分
析アプリケーションを起動し、入力キャプチャを分析します。

ステップ 18 [Save Egress Capture]をクリックして、[Save capture file]ダイアログボックスを表示します。PC上
の保存場所を指定して、[Save]をクリックします。

ステップ 19 [Launch Network Sniffer Application]をクリックして、[Tools] > [Preferences]で指定したパケット分
析アプリケーションを起動し、出力キャプチャを分析します。

ステップ 20 [Close]をクリックし、次に [Finish]をクリックしてウィザードを終了します。
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パケットキャプチャのガイドライン

コンテキストモード

•コンテキスト内のクラスタ制御リンクでキャプチャを設定できます。この場合、そのクラス
タ制御リンクで送信されるコンテキストに関連付けられているパケットだけがキャプチャさ

れます。

• VLANごとに設定できるキャプチャは 1つだけです。共有 VLANの複数のコンテキストで
キャプチャを設定した場合は、最後に設定したキャプチャだけが使用されます。

•最後に設定した（アクティブ）キャプチャを削除した場合は、別のコンテキストで事前に設
定したキャプチャがあっても、アクティブになるキャプチャはありません。キャプチャをア

クティブにするには、キャプチャを削除して追加し直す必要があります。

•キャプチャを指定したインターフェイスに着信するすべてのトラフィックがキャプチャされ
ます。これには、共有 VLAN上の他のコンテキストへのトラフィックも含まれます。した
がって、ある VLANのコンテキスト Aでのキャプチャをイネーブルにしたときに、その
VLANがコンテキスト Bでも使用される場合は、コンテキスト Aとコンテキスト Bの両方
の入力トラフィックがキャプチャされます。

•出力トラフィックの場合は、アクティブキャプチャのあるコンテキストのトラフィックだけ
がキャプチャされます。唯一の例外は、ICMP検査をイネーブルにしない（したがって、ICMP
トラフィックのセッションが高速パスにない）場合です。この場合は、共有VLANのすべて
のコンテキストで入力と出力の ICMPトラフィックがキャプチャされます。

その他のガイドライン

• ASAが不正な形式の TCPヘッダーを持つパケットを受信し、ASPが invalid-tcp-hdr-lengthで
あるというドロップ理由でそのパケットをドロップする場合、そのパケットを受信したイン

ターフェイス上の show captureコマンド出力は、そのパケットを表示しません。

• IPトラフィックだけをキャプチャできます。ARPなどの非 IPパケットはキャプチャできま
せん。

•インライン SGTタグ付きパケットの場合、キャプチャされたパケットに含まれている追加
CMDヘッダーを、PCAPビューアが認識しないことがあります。

入力トラフィックセレクタ

パケットキャプチャの入力インターフェイス、送信元と宛先のホストまたはネットワーク、およ

びプロトコルを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 ドロップダウンリストから入力インターフェイス名を選択します。

ステップ 2 入力送信元ホストおよびネットワークを入力します。ASACXデータプレーン上でパケットをキャ
プチャするには、[Use backplane channel]オプションボタンをクリックします。

ステップ 3 入力宛先ホストおよびネットワークを入力します。

ステップ 4 キャプチャするプロトコルタイプを指定します。指定できるプロトコルは、ah、eigrp、esp、gre、
icmp、icmp6、igmp、igrp、ip、ipinip、nos、ospf、pcp、pim、snp、tcp、または udpです。
a) ICMPにのみ ICMPタイプを入力します。指定できるタイプは、all、alternate address、

conversion-error、echo、echo-reply、information-reply、information-request、mask-reply、
mask-request、mobile-redirect、parameter-problem、redirect、router-advertisement、router-solicitation、
source-quench、time-exceeded、timestamp-reply、timestamp-request、traceroute、または unreachable
です。

b) TCPおよび UDPプロトコルだけの送信元および宛先ポートのサービスを指定します。指定で
きるオプションは次のとおりです。

•すべてのサービスを含めるには、[All Services]を選択します。

•サービスグループを含めるには、[Service Groups]を選択します。

特定のサービスを含めるには、aol、bgp、chargen、cifx、citrix-ica、ctiqbe、daytime、
discard、domain、echo、exec、finger、ftp、ftp-data、gopher、h323、hostname、http、https、
ident、imap4、irc、kerberos、klogin、kshell、ldap、ldaps、login、lotusnotes、lpd、
netbios-ssn、nntp、pcanywhere-data、pim-auto-rp、pop2、pop3、pptp、rsh、rtsp、sip、smtp、
sqlnet、ssh、sunrpc、tacacs、talk、telnet、uucp、または whoisのいずれかを指定します。

ステップ 5 Cisco TrustSecサービスのパケットキャプチャをイネーブルにするには、[Security Group Tagging]
領域の [SGTnumber]チェックボックスをオンにして、セキュリティグループタグ番号を入力しま
す。有効なセキュリティグループタグ番号は 2～ 65519です。

出力トラフィックセレクタ

パケットキャプチャでの出力インターフェイス、送信元と宛先のホストとネットワーク、および

送信元と宛先ポートのサービスを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 インターフェイスでパケットをキャプチャするには、[Select Interface]オプションボタンをクリッ
クします。ASA CXデータプレーン上でパケットをキャプチャするには、[Use backplane channel]
オプションボタンをクリックします。

ステップ 2 ドロップダウンリストから出力インターフェイス名を選択します。

ステップ 3 出力送信元ホストおよびネットワークを入力します。

ステップ 4 出力宛先ホストおよびネットワークを入力します。

入力設定時に選択したプロトコルタイプがすでにリストされています。

Buffers
パケットキャプチャのパケットサイズ、バッファサイズ、および循環バッファを使用するかど

うかを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 キャプチャが保持できる最長のパケットを入力します。できるだけ多くの情報をキャプチャする

ために、指定可能な最長サイズを使用してください。

ステップ 2 パケットを保存するためにキャプチャが使用できるメモリの最大容量を入力します。

ステップ 3 パケットの保存には循環バッファを使用します。循環バッファのバッファストレージがすべて使

い尽くされると、キャプチャは最も古いパケットから上書きを始めます。

概要

[Summary]画面には、クラスタオプション（クラスタリングを使用している場合）、トラフィッ
クセレクタ、前のウィザード画面で選択したパケットキャプチャのためのバッファパラメータ

が表示されます。

キャプチャの実行

キャプチャセッションの開始および停止、キャプチャバッファの表示、ネットワークアナライ

ザアプリケーションの起動、パケットキャプチャの保存、およびバッファのクリアを行うには、

次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Start]をクリックして、選択したインターフェイス上でパケットキャプチャセッションを開始し
ます。

ステップ 2 [Stop]をクリックして、選択したインターフェイス上のパケットキャプチャセッションを停止し
ます。

ステップ 3 [Get Capture Buffer]をクリックして、インターフェイス上でキャプチャされたパケットのスナップ
ショットを取得します。

ステップ 4 [Ingress]をクリックして、入力インターフェイスのキャプチャバッファを表示します。

ステップ 5 [Egress]をクリックして、出力インターフェイスのキャプチャバッファを表示します。

ステップ 6 [Clear Buffer on Device]をクリックして、デバイス上のバッファを消去します。

ステップ 7 [Launch Network Sniffer Application]をクリックして、[Tools] > [Preferences]で指定した、入力キャ
プチャまたは出力キャプチャを分析するためのパケット分析アプリケーションを起動します。

ステップ 8 [Save Captures]をクリックして、入力キャプチャおよび出力キャプチャをASCIIまたは PCAP形式
で保存します。

キャプチャの保存

パケットをさらに分析するために、入力および出力パケットキャプチャを ASCIIまたは PCAP
ファイル形式で保存するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 キャプチャバッファを ASCII形式で保存するには、[ASCII]をクリックします。

ステップ 2 キャプチャバッファを PCAP形式で保存するには、[PCAP]をクリックします。

ステップ 3 入力パケットキャプチャを保存するファイルを指定するには、[Save ingress capture]をクリックし
ます。

ステップ 4 出力パケットキャプチャを保存するファイルを指定するには、[Save egress capture]をクリックし
ます。

ASAv の vCPU 使用量
ASAvの vCPU使用率では、データパス、制御ポイント、および外部プロセスで使用されている
vCPUの量を表示します。

vSphereで報告される vCPUの使用率には、この ASAvの使用率に加えて、次のものが含まれま
す。
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• ASAvアイドル時間

• ASAv VMに使用された %SYSオーバーヘッド

• vSwitch、vNICおよびpNICの間を移動するパケットのオーバーヘッド。このオーバーヘッド
は非常に大きくなる場合があります。

CPU 使用率の例
報告された vCPUの使用率が大幅に異なる例を次に示します。

• ASAvのレポート：40%

• DP：35%

•外部プロセス：5%

• vSphereのレポート：95%

• ASA（ASAvレポートとして）：40%

• ASAアイドルポーリング：10%

•オーバーヘッド：45%

オーバーヘッドは、ハイパーバイザ機能の実行、および vSwitchを使用した NICと vNICの間の
パケット転送に使用されています。

ASAvのためのオーバーヘッドとして、ESXiサーバが追加のコンピューティングリソースを使用
する場合があるため、使用率は 100%を超えることがあります。

VMware の CPU 使用率のレポート
vSphereで [VMPerformance]タブをクリックし、[Advanced]をクリックすると [Chart Options]ドロッ
プダウンリストが表示されます。ここにはVMの各ステート（%USER、%IDLE、%SYSなど）の
vCPU使用率が表示されます。この情報は、VMwareの観点から CPUリソースが使用されている
場所を理解するのに役立ちます。

ESXiサーバのシェル（ホストへの接続に SSHを使用してシェルにアクセスします）では、esxtop
を使用できます。Esxtopは Linuxの topコマンドに似た操作性と外観を持ち、次の内容を含む
vSphereのパフォーマンスに関する VMのステート情報を提供します。

• vCPU、メモリ、ネットワーク使用率の詳細

•各 VMのステートごとの vCPU使用率

•メモリ（実行中に「M」と入力）とネットワーク（実行中に「N」と入力）に加えて、統計
情報と RXドロップ数
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ASAv のグラフと vCenter のグラフ
ASAvと vCenterの間で CPU使用率の数字に違いがあります。

• vCenterのグラフの数値は常に ASAvの数値よりも大きくなります。

• vCenterではこの値は「%CPU usage」と呼ばれ、ASAvではこの値は「%CPU utilization」と
呼ばれます。

用語「%CPU utilization」と「%CPU usage」は別のものを意味しています。

• CPU utilizationは、物理 CPUの統計情報を提供します。

• CPUusageはCPUのハイパースレッディングに基づいた論理CPUの統計情報を提供します。
しかし、1つの vCPUのみが使用されるため、ハイパースレッディングは動作しません。

vCenterは CPU % usageを次のように計算します。

アクティブに使用された仮想 CPUの量。使用可能な CPUの合計に対する割合として指定されま
す。

この計算は、ホストから見たCPU使用率であり、ゲストオペレーティングシステムから見たCPU
使用率ではありません。また、これは仮想マシンで使用可能なすべての仮想 CPUの平均 CPU使
用率になります。

たとえば、1個の仮想 CPUを搭載した 1つの仮想マシンが、4個の物理 CPUを搭載した 1台のホ
ストで実行されており、その CPU使用率が 100%の場合、仮想マシンは、1個の物理 CPUをすべ
て使用しています。仮想 CPUの使用率は、「MHz単位の使用率 /仮想 CPUの数 xコア周波数」
として計算されます。

使用率をMHzで比較すると、vCenterと ASAvの両方の数値は一致します。vCenterグラフから、
MHz % CPU使用率は 60/(2499 x 1 vCPU) = 2.4と求められます。

設定のテスト

ここでは、シングルモードASAまたは各セキュリティコンテキストの接続性のテスト方法、ASA
インターフェイスを pingする方法、およびあるインターフェイス上のホストから他のインター
フェイス上のホストに pingできるようにする方法について説明します。

基本接続のテスト：アドレスの ping
pingは、特定のアドレスが使用可能で、応答するかどうかを確認するための単純なコマンドです。
次のトピックでは、このコマンドの詳細とそれを使って実行可能なテストについて説明します。
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ping で実行可能なテスト

デバイスを pingすると、そのデバイスにパケットが送信され、デバイスが応答を返します。この
プロセスを使用して、ネットワークデバイスは、相互に検出、識別、およびテストすることがで

きます。

pingを使用して、次のテストを実行できます。

• 2つのインターフェイスのループバックテスト：同じ ASAで一方のインターフェイスから
もう一方のインターフェイスに pingを外部ループバックテストとして起動すると、双方の
インターフェイスの基本的な「アップ」ステータスおよび動作を検証できます。

• ASAの ping：別の ASAのインターフェイスを pingし、そのインターフェイスがアップして
いて応答することを確認できます。

• ASA経由の ping：ASAの反対側のデバイスを pingすることによって、中間ASA経由で ping
することができます。パケットは、それぞれの方向に移動するときに、2つの中間ASAのイ
ンターフェイスを通過します。このアクションは、中間ユニットのインターフェイス、動

作、および応答時間の基本テストになります。

•ネットワークデバイスの疑わしい動作をテストするための ping：ASAインターフェイスか
ら、正常に機能していないと思われるネットワークデバイスに pingすることができます。
インターフェイスが正しく設定されているにもかかわらずエコーが受信されない場合は、デ

バイスに問題があると考えられます。

•中間通信をテストするための ping：ASAインターフェイスから、正常に機能することがわ
かっているネットワークデバイスに pingすることができます。エコーを受信した場合、中
間にあるデバイスがすべて正常に動作し、物理的に正しく接続されていることが確認された

ことになります。

ICMP ping と TCP ping の選択

ASAには、ICMPエコー要求パケットを送信して、エコー応答パケットを受信する従来の pingが
付属しています。これは、標準ツールで、すべての仲介ネットワークデバイスで ICMPトラフィッ
クが許可される場合にうまく機能します。ICMP pingを使用して、IPv4/IPv6アドレスまたはホス
ト名を pingすることができます。

ただし、ICMPを禁止しているネットワークもあります。ご使用のネットワークがこれに該当する
場合は、代わりに、TCPpingを使用してネットワーク接続をテストできます。TCPpingでは、ping
から TCP SYNパケットが送信され、応答で SYN-ACKが受信された段階でその pingが成功した
と見なされます。また、TCP pingでは、IPv4アドレスまたはホスト名は pingできますが、IPv6ア
ドレスは pingできません。

正常な ICMPまたは TCP pingとは、使用されているアドレスが有効で特定のタイプのトラフィッ
クに応答することを意味しているにすぎません。これは基本接続が機能していることを意味しま

す。デバイス上で動作する他のポリシーで、特定のタイプのトラフィックがデバイスを通過でき

ないようにすることができます。
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ICMP の有効化

デフォルトでは、セキュリティの高いインターフェイスからセキュリティの低いインターフェイ

スへの pingを実行できます。リターントラフィックを通過させるように ICMPインスペクション
をイネーブルにすることだけが必要です。セキュリティの低いインターフェイスから高いインター

フェイスに pingするには、トラフィックを許可する ACLを適用する必要があります。

ASAインターフェイスを pingする場合は、そのインターフェイスに適用された ICMPルールに
よって、エコー要求パケットとエコー応答パケットが許可される必要があります。ICMPルールは
省略可能です。このルールを設定しなかった場合は、インターフェイスへのすべての ICMPトラ
フィックが許可されます。

この手順では、ASAインターフェイスの ICMP pingをイネーブルにするため、または、ASA経由
の ping用に構成する必要のある ICMPコンフィギュレーションのすべてについて説明します。

手順

ステップ 1 ICMPルールでエコー要求/エコー応答が許可されることを確認します。
ICMPルールは、省略可能で、インターフェイスに直接送信される ICMPパケットに適用されま
す。ICMPルールを適用しなかった場合は、すべての ICMPアクセスが許可されます。この場合
は、アクションが不要です。

ただし、ICMPルールを実装する場合は、エコー要求メッセージとエコー応答メッセージのアドレ
スを許可するルールが各インターフェイスに含まれていることを確認します。[Configuration] >
[Device Management] > [Management Access] > [ICMP]ペインで ICMPルールを設定します。

ステップ 2 アクセスルールで ICMPが許可されることを確認します。
ASA経由でホストを pingする場合は、アクセスルールで ICMPトラフィックの送受信が許可さ
れる必要があります。アクセスルールは、少なくとも、エコー要求/エコー応答 ICMPパケットを
許可する必要があります。これらのルールはグローバルルールとして追加することができます。

アクセスルールを使用しない場合は、必要な他のタイプのトラフィックも許可する必要がありま

す。これは、インターフェイスにアクセスルールを適用すると、暗黙のdenyが追加されるため、
他のすべてのトラフィックが破棄されるためです。

[Configuration] > [Firewall] > [Access Rules]ペインでアクセスルールを設定します。単にテスト目的
でルールを追加する場合は、テストの終了後にそのルールを削除できます。

ステップ 3 ICMPインスペクションをイネーブルにします。
インターフェイスの pingとは対照的に、ASA経由で pingする場合は、ICMPインスペクションが
必要です。インスペクションを使用すれば、リターントラフィック（つまり、エコー応答パケッ

ト）を pingを開始したホストに返すことができるうえ、パケットあたり 1つの応答の存在が保証
されるため、特定のタイプの攻撃を防止することができます。

ICMPインスペクションは、デフォルトのグローバルインスペクションポリシーでイネーブルに
できます。

a) [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules]の順に選択します。
b) inspection_defaultグローバルルールを編集します。
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c) [Rule Actions] > [Protocol Inspection]タブで、ICMPを選択します。
d) [OK]をクリックし、さらに [Apply]をクリックします。

ホストの ping

デバイスを pingするには、[Tools] > [Ping]を選択して、pingする宛先の IPアドレスまたはホスト
名を入力し、[Ping]をクリックするだけです。TCP pingの場合は、[TCP]を選択して、宛先ポート
も含めます。通常は、実行する必要のあるテストの範囲にします。

成功した pingの出力例：

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to out-pc, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

pingが失敗した場合は、失敗した試行が ?で示され、成功率が 100%未満になります（すべて失
敗した場合は 0%になります）。

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.132.80.101, timeout is 2 seconds:
?????
Success rate is 0 percent (0/5)

ただし、pingの一部の側面を制御するパラメータを追加することもできます。以下に基本オプショ
ンを示します。

• ICMPping：宛先ホストに接続するインターフェイスを選択できます。インターフェイスを選
択しなかった場合は、ルーティングテーブルを使用して、適切なインターフェイスが決定さ

れます。IPv4/IPv6アドレスまたはホスト名を pingすることができます。

• TCP ping：pingする宛先の TCPポートを選択する必要もあります。たとえば、HTTPポート
を pingするにはwww.example.com 80とします。IPv4アドレスまたはホスト名を pingするこ
とはできますが、IPv6アドレスを pingすることはできません。

pingを送信する送信元アドレスおよびポートを指定するオプションもあります。この場合
は、任意で、送信元からpingが送信されるインターフェイスを選択します（インターフェイ
スを選択しなかった場合は、ルーティングテーブルが使用されます）。

最後に、pingを繰り返す回数（デフォルトは 5回）または各試行のタイムアウト（デフォル
トは 2秒）を指定できます。

ASA 接続の体系的なテスト

ASA接続のさらに体系的なテストを実行する場合は、次の一般的な手順を使用できます。

はじめる前に

手順で説明した syslogメッセージを確認する場合は、ロギングをイネーブルにします（logging
enableコマンドまたは ASDMの [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging
Setup]）。
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手順

ステップ 1 インターフェイス名、セキュリティレベル、および IPアドレスを示すシングルモードの ASAま
たはセキュリティコンテキストの図を作成します。図には、直接接続されたすべてのルータ、お

よび ASAを pingするルータの反対側にあるホストも含める必要があります。

図 56：インターフェイス、ルータ、およびホストを含むネットワーク図

ステップ 2 直接接続されたルータから各 ASAインターフェイスを pingします。トランスペアレントモード
では、BVI IPアドレスを pingします。このテストでは、ASAインターフェイスがアクティブであ
ること、およびインターフェイスコンフィギュレーションが正しいことを確認します。

ASAインターフェイスがアクティブではない場合、インターフェイスコンフィギュレーションが
正しくない場合、またはASAとルータの間でスイッチがダウンしている場合、pingは失敗する可
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能性があります（次の図を参照）。この場合は、パケットが ASAに到達しないので、デバッグ
メッセージや syslogメッセージは表示されません。

図 57：ASA インターフェイスでの ping の失敗

図 58：IP アドレッシングの問題による ping の失敗

ping応答がルータに戻されない場合は、スイッチループまたは冗長 IPアドレスが存在する可能性
があります（次の図を参照）。

ステップ 3 リモートホストから各 ASAインターフェイスを pingします。トランスペアレントモードでは、
BVI IPアドレスを pingします。このテストでは、直接接続されたルータがホストと ASAの間で
パケットをルーティングできるかどうか、およびASAがパケットを正確にルーティングしてホス
トに戻せるかどうかを確認します。

中間ルータを通ってホストに戻るルートが ASAにない場合、pingは失敗する可能性があります
（次の図を参照）。この場合は、デバッグメッセージはpingが成功したことを示しますが、ルー
ティングの失敗を示す syslogメッセージ 110001が表示されます。

図 59：ASA の戻りルート未設定による ping の失敗

ステップ 4 ASAインターフェイスから既知のネットワークデバイスへの pingは正しく機能しています。

• pingを受信しない場合は、送信ハードウェアまたはインターフェイスのコンフィギュレー
ションに問題がある可能性があります。

• ASAのインターフェイスが正しく設定されているにもかかわらず、「既知の正常な」デバイ
スからエコー応答を受信しない場合は、インターフェイスハードウェアの受信機能に問題が

あると考えられます。「既知の正常な」受信機能を持つ別のインターフェイスで、同じ「既
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知の正常な」デバイスに対して pingを送信してエコーを受信できる場合、最初のインター
フェイスのハードウェアの受信機能に問題があると確認されたことになります。

ステップ 5 ホストまたはルータから発信元インターフェイスを介して別のインターフェイス上の別のホスト

またはルータにpingします。確認が必要なすべてのインターフェイスペアに対して、このステッ
プを繰り返します。NATを使用する場合は、このテストを行うと NATが正しく動作しているこ
とがわかります。

pingが成功すると、ルーテッドモードのアドレス変換（305009または 305011）と ICMP接続が
確立されたこと（302020）を確認する syslogメッセージが表示されます。show xlateコマンドま
たは show connsコマンドを入力してこの情報を表示することもできます。

NATが正しく設定されていないことが原因で、pingに失敗することもあります。この場合、NAT
が失敗したことを示す syslogメッセージが表示されます（305005または 305006）。pingが外部ホ
ストから内部ホストへ送信され、スタティック変換が存在しない場合は、メッセージ106010が表
示されます。

図 60：ASA のアドレス変換の問題による ping の失敗

ホストまでのルートの追跡

IPアドレスへのトラフィックの送信で問題が発生している場合は、ホストまでのルートを追跡す
ることによってネットワークパスに問題がないかどうかを確認できます。

手順

ステップ 1 トレースルート上の ASAの表示, （931ページ）。

ステップ 2 パケットルートの決定, （932ページ）。

トレースルート上の ASA の表示

デフォルトで、ASAはトレースルート上にホップとして表示されません。これを表示するには、
ASAを通過するパケットの存続可能時間を減らして、ICMP到達不能メッセージのレート制限を
増やす必要があります。
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手順

ステップ 1 サービスポリシーを使用して TTLを減らします。
a) [Configuration] > [Firewall] > [Service Policy Rules]の順に選択します。
b) ルールを追加または編集します。たとえば、TTLを減らすためのオプションを追加可能なルー
ルがすでに存在する場合は、新しいルールを作成する必要はありません。

c) ルールをグローバルまたはインターフェイスに適用し、トラフィック照合を指定する [Rule
Actions]ページまでウィザードを進めます。たとえば、グローバル match anyルールを作成で
きます。

d) [Rule Actions]ページで、[Connection Settings]タブをクリックして、[Decrement time to live for a
connection]を選択します。

e) [OK]または [Finish]をクリックしてから、[Apply]をクリックします。

ステップ 2 ICMP到達不能レート制限を増やします。
a) [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [ICMP]の順に選択します。
b) ページの下部にある [IPv4 ICMP Unreachable Message Limits] > [Rate Limit]の値を増やします。
たとえば、50に増やします。

c) [Apply]をクリックします。

パケットルートの決定

tracerouteを使用すれば、パケットが宛先に到着するまでのルートを特定できます。tracerouteは、
無効なポートまたは ICMPv6エコーの宛先にUDPパケットを送信することで機能します。ポート
が有効でないため、宛先への途中にあるルータは ICMP Time Exceeded Messageで応答し、そのエ
ラーを ASAに報告します。

tracerouteは送信された各プローブの結果を表示します。出力の各行が 1つのTTL値に対応します
（昇順）。次の表に、出力記号の説明を示します。

説明出力記号

タイムアウトの期間内にプローブへの応答を受信しませんでした。*

各ノードで、指定した数のプローブのラウンドトリップにかかる時間（ミリ

秒）。

nn msec

ICMPネットワークに到達できません。!N.

ICMPホストに到達できません。!H

ICMPに到達できません。!P

ICMPが設定によって禁止されています。!A
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説明出力記号

ICMPの原因不明のエラーが発生しました。?

手順

パケットトレーサを使用したポリシー設定のテスト

送信元と宛先のアドレスおよびプロトコルの特性に基づいてパケットをモデル化することによっ

てポリシー設定をテストできます。トレースは、ポリシー参照を実行してアクセスルールやNAT
などをテストし、パケットを許可するか、拒否するかを確認します。

このようにパケットをテストすることによって、ポリシーの結果を確認し、必要に応じて、許可

または拒否するトラフィックのタイプが処理されるかどうかをテストできます。設定の確認に加

えて、トレーサを使用して許可すべきパケットが拒否されるなどの予期せぬ動作をデバッグでき

ます。

はじめる前に

手順

ステップ 1 [Tools] > [Packet Tracer]の順に選択します。

ステップ 2 パケットトレースの送信元インターフェイスを選択します。

ステップ 3 パケットトレースのプロトコルタイプを指定します。指定できるプロトコルタイプは、ICMP、
IP、TCP、UDP、およびです。

ステップ 4 （オプション）。セキュリティグループタグの値がレイヤ2CMDヘッダーに埋め込まれたパケッ
トを追跡する（Trustsec）場合は、[SGT number]をオンにして、セキュリティグループタグの番
号（0～ 65533）を入力します。

ステップ 5 パケットの送信元と宛先を指定します。

Cisco TrustSecを使用する場合は、IPv4または IPv6アドレス、完全修飾ドメイン名（FQDN）、ま
たはセキュリティグループの名前あるいはタグを指定できます。送信元アドレスに対して、

Domain\username形式でユーザ名を指定することもできます。

ステップ 6 プロトコルの特性を指定します。

• [ICMP]：ICMPタイプ、ICMPコード（0～ 255）、およびオプションで ICMP識別子を入力
します。

• [TCP/UDP：送信元および宛先のポート番号を入力します。

• [Raw IP]：プロトコル番号(0～ 255）を入力します。

ステップ 7 [Start]をクリックして、パケットをトレースします。
[Information Display Area]に、パケットトレースの結果に関する詳細情報が表示されます。
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パフォーマンスとシステムリソースのモニタリング

さまざまなシステムリソースをモニタすることによって、パフォーマンス上の問題またはその他

の潜在的な問題を特定することができます。

パフォーマンスのモニタリング

ASAのパフォーマンス情報をグラフ形式または表形式で表示できます。

手順

ステップ 1 [Monitoring] > [Properties] > [Connection Graphs] > [Perfmon]の順に選択します。

ステップ 2 [Graph Window Title]にグラフウィンドウのタイトルを入力することも、既存のタイトルを選択す
ることもできます。

ステップ 3 [Available Graphs]リストから最大 4つのエントリを選択してから、[Add]をクリックしてそれらの
エントリを [Selected Graphs]リストに移動します。使用可能なオプションは次のとおりです。

• [AAA Perfmon]：認証、許可、およびアカウンティング要求に関する秒単位の要求数。

• [Inspection Perfmon]：HTTP、FTP、および TCPインスペクションに関する秒単位のパケット
数。

• [Web Perfmon]：URLアクセス要求と URLサーバ要求に関する秒単位の要求数。

• [Connections Perfmon]：すべての接続、UDP接続、TCP接続、および TCP代行受信に関する
秒単位の接続数。

• [Xlate Perfmon]：秒単位の NAT xlate。

ステップ 4 [Show Graphs]をクリックします。
グラフビューとテーブルビューの間でそれぞれの表示を切り替えることができます。また、デー

タの更新頻度を変更したり、データをエクスポートまたは印刷したりすることもできます。

メモリブロックのモニタリング

空きメモリブロックと使用中のメモリブロックをグラフ形式または表形式で表示できます。
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手順

ステップ 1 [Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs] > [Blocks]の順に選択します。

ステップ 2 [Graph Window Title]にグラフウィンドウのタイトルを入力することも、既存のタイトルを選択す
ることもできます。

ステップ 3 [Available Graphs]リストからエントリを選択してから、[Add]をクリックしてそれらのエントリを
[Selected Graphs]リストに移動します。使用可能なオプションは次のとおりです。

• [Blocks Used]：ASAで使用中のメモリブロックを表示します。

• [Blocks Free]：ASAの空きメモリブロックを表示します。

ステップ 4 [Show Graphs]をクリックします。
グラフビューとテーブルビューの間でそれぞれの表示を切り替えることができます。また、デー

タの更新頻度を変更したり、データをエクスポートまたは印刷したりすることもできます。

CPU のモニタリング
CPU使用率を表示できます。

手順

ステップ 1 [Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs] > [CPU]の順に選択します。

ステップ 2 [Graph Window Title]にグラフウィンドウのタイトルを入力することも、既存のタイトルを選択す
ることもできます。

ステップ 3 [Selected Graphs]リストに [CPU Utilization]を追加します。

ステップ 4 [Show Graphs]をクリックします。
グラフビューとテーブルビューの間で表示を切り替えることができます。また、データの更新頻

度を変更したり、データをエクスポートまたは印刷したりすることもできます。

メモリのモニタリング

メモリ使用量情報をグラフ形式または表形式で表示できます。
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手順

ステップ 1 [Monitoring] > [Properties] > [System Resources Graphs] > [Memory]の順に選択します。

ステップ 2 [Graph Window Title]にグラフウィンドウのタイトルを入力することも、既存のタイトルを選択す
ることもできます。

ステップ 3 [Available Graphs]リストからエントリを選択してから、[Add]をクリックしてそれらのエントリを
[Selected Graphs]リストに移動します。使用可能なオプションは次のとおりです。

• [Free Memory]：ASAの空きメモリを表示します。

• [Used Memory]：ASAの使用中のメモリを表示します。

ステップ 4 [Show Graphs]をクリックします。
グラフビューとテーブルビューの間でそれぞれの表示を切り替えることができます。また、デー

タの更新頻度を変更したり、データをエクスポートまたは印刷したりすることもできます。

プロセス単位の CPU 使用率のモニタリング
CPUで実行されているプロセスをモニタできます。特定のプロセスで使用されるCPUの使用率に
関する情報を取得できます。CPU使用率の統計情報は降順で並べられ、使用率の最も高いプロセ
スが先頭に表示されます。また、プロセスごとの CPUに対する負荷に関する情報（記録時間の 5
秒前、1分前、および 5分前の情報）も含まれています。この情報は 5秒おきに自動的に更新さ
れ、リアルタイムの統計情報が表示されます。ASDMでは、30秒おきに更新されます。

プロセス単位の CPU使用率を表示するには、[Monitoring] > [Properties] > [Per-Process CPU Usage]
の順に選択します。

自動更新を停止して、情報を手動で更新し、ファイルに保存することができます。[ConfigureCPU
Usage Colors]をクリックして、使用率に基づいて背景色と前景色を選択することによって、使用
率の高いプロセスのスキャンを実行しやすくすることもできます。

接続のモニタリング

現在の接続を表形式で表示するには、ASDMメインウィンドウで、[Monitoring] > [Properties] >
[Connections]の順に選択します。各接続に関する情報には、プロトコル、送信元アドレスと宛先ア
ドレスの特性、最後のパケットが送信または受信されてからのアイドル時間、および接続中のト

ラフィック量が含まれます。
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テストおよびトラブルシューティングの履歴

表 49：テストおよびトラブルシューティングの履歴

説明プラット

フォーム

リリース

機能名

traceroute機能は、IPv6アドレスを受け入れる
ように更新されました。

9.7(1)tracerouteの IPv6サポート

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

937

テストおよびトラブルシューティングの履歴



   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
938

テストおよびトラブルシューティングの履歴



第 VIII 部

モニタリング
• ロギング, 941 ページ

• SNMP, 977 ページ

• Anonymous Reportingおよび Smart Call Home, 995 ページ





第 40 章

ロギング

この章では、システムメッセージを記録して、トラブルシューティングに使用する方法につい

て説明します。

• ロギングの概要, 941 ページ

• ロギングのガイドライン, 947 ページ

• ロギングの設定, 949 ページ

• ログのモニタリング, 969 ページ

• ロギングの履歴, 972 ページ

ロギングの概要

システムロギングは、デバイスから syslogデーモンを実行するサーバへのメッセージを収集する
方法です。中央の syslogサーバへロギングは、ログおよびアラートの集約に役立ちます。シスコ
デバイスでは、これらのログメッセージを UNIXスタイルの syslogサービスに送信できます。
syslogサービスは、シンプルコンフィギュレーションファイルに従って、メッセージを受信して
ファイルに保存するか、出力します。この形式のロギングは、保護された長期的な保存場所をロ

グに提供します。ログは、ルーチントラブルシューティングおよびインシデント処理の両方で役

立ちます。

ASAのシステムログにより、ASAのモニタリングおよびトラブルシューティングで必要な情報を
得ることができます。ロギング機能を使用して、次の操作を実行できます。

•ログに記録する syslogメッセージを指定する。

• Syslogメッセージの重大度のディセーブル化または変更

•次を含む、syslogメッセージ送信先となる、1つ以上の場所を指定する。

•内部バッファ

• 1台以上の syslogサーバ

• ASDM
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• SNMP管理ステーション

•指定の電子メールアドレス

•コンソール

• Telnetと SSHセッション

•重大度レベルやメッセージクラスなどによる、グループ内での syslogメッセージを設定およ
び管理する。

• syslogの生成にレート制限を適用するかどうかを指定する。

•内部ログバッファがいっぱいになった場合に、その内容に対して実行する処理（バッファを
上書きする、バッファの内容をFTPサーバに送信する、または内容を内部フラッシュメモリ
に保存する）を指定する。

•場所、重大度レベル、クラス、またはカスタムメッセージリストにより、syslogメッセージ
をフィルタリングする。

マルチコンテキストモードでのロギング

それぞれのセキュリティコンテキストには、独自のロギングコンフィギュレーションが含まれて

おり、独自のメッセージが生成されます。システムコンテキストまたは管理コンテキストにログ

インし、別のコンテキストに変更した場合、セッションで表示されるメッセージは現在のコンテ

キストに関連するメッセージに限定されます。

システム実行スペースで生成されるフェールオーバーメッセージなどの syslogメッセージは、管
理コンテキストで生成されるメッセージとともに管理コンテキストで表示できます。システム実

行スペースでは、ロギングの設定やロギング情報の表示はできません。

ASAおよび ASASMは、それぞれのメッセージとともにコンテキスト名を含めるように設定でき
ます。これによって、単一の syslogサーバに送信されるコンテキストメッセージを区別できま
す。この機能は、管理コンテキストから送信されたメッセージとシステムから送信されたメッセー

ジの判別にも役立ちます。これが可能なのは、送信元がシステム実行スペースであるメッセージ

ではシステムのデバイス IDが使用され、管理コンテキストが送信元であるメッセージではデバイ
ス IDとして管理コンテキストの名前が使用されるからです。

syslog メッセージ分析
次に、さまざまな syslogメッセージを確認することで取得できる情報タイプの例を示します。

• ASAセキュリティポリシーで許可された接続。これらのメッセージは、セキュリティポリ
シーで開いたままのホールを発見するのに役立ちます。

• ASAセキュリティポリシーで拒否された接続。これらのメッセージは、セキュアな内部ネッ
トワークに転送されているアクティビティのタイプを示します。

• ACE拒否率ロギング機能の使用により、ASAまたはASAサービスモジュールで発生してい
る攻撃を表示できます。
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• IDSアクティビティメッセージには、発生した攻撃が示されます。

•ユーザ認証とコマンドの使用により、セキュリティポリシーの変更を監査証跡することがで
きます。

•帯域幅使用状況メッセージには、確立および切断された各接続のほか、使用された時間とト
ラフィック量が示されます。

•プロトコル使用状況メッセージには、各接続で使用されたプロトコルとポート番号が示され
ます。

•アドレス変換監査証跡メッセージは、確立または切断されている NATまたは PAT接続を記
録します。この情報は、内部ネットワークから外部に送信される悪意のあるアクティビティ

のレポートを受信した場合に役立ちます。

syslog メッセージ形式
syslogメッセージはパーセントの記号（%）で始まり、次のように構造化されています。

%ASA Level Message_number: Message_text

次の表に、フィールドの説明を示します。

ASAおよびASASMに生成されたメッセージの syslogメッセージファシリティ
コードこの値は常に ASAです。

ASA

1～ 7。レベルは、syslogメッセージに記述されている状況の重大度を示しま
す。値が低いほどその状況の重大度は高くなります。

レベル

syslogメッセージを特定する 6桁の固有の番号。Message_number

状況を説明するテキスト文字列。syslogメッセージのこの部分には、IPアドレ
ス、ポート番号、またはユーザ名が含まれていることがあります。

Message_text

重大度

次の表に、syslogメッセージの重大度の一覧を示します。それぞれの重大度にカスタムカラーを
割り当て、ASDMログビューアで重大度を識別しやすくすることができます。syslogメッセージ
の色設定を行うには、[Tools]> [Preferences] > [Syslog]タブを選択するか、またはログビューア自
体のツールバーで [Color Settings]をクリックします。

表 50：syslog メッセージの重大度

説明重大度レベル番号

システムが使用不可能な状態。emergencies0
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説明重大度レベル番号

すぐに措置する必要があります。alert1

深刻な状況です。critical2

エラー状態です。error3

警告状態。warning4

正常ですが、注意を必要とする状況です。notification5

情報メッセージです。informational6

デバッグメッセージです。debugging7

ASAは、重大度 0（emergencies）の syslogメッセージを生成しません。（注）

syslog メッセージフィルタリング
生成される syslogメッセージは、特定の syslogメッセージだけが特定の出力先に送信されるよう
にフィルタリングできます。たとえば、ASAを設定して、すべての syslogメッセージを 1つの出
力先に送信し、それらのsyslogメッセージのサブセットを別の出力先に送信することができます。

具体的には、syslogメッセージが次の基準に従って出力先に転送されるようにできます。

• syslogメッセージの ID番号

• syslogメッセージの重大度

• syslogメッセージクラス（機能エリアと同等）

これらの基準は、出力先を設定するときに指定可能なメッセージリストを作成して、カスタマイ

ズできます。あるいは、メッセージリストとは無関係に、特定のメッセージクラスを各タイプの

出力先に送信するようにASAを設定することもできます。

syslog メッセージクラス
syslogメッセージのクラスは次の 2つの方法で使用できます。

• syslogメッセージのカテゴリ全体の出力場所を指定します。

•メッセージクラスを指定するメッセージリストを作成します。
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syslogメッセージクラスは、デバイスの特徴または機能と同等のタイプによって syslogメッセー
ジを分類する方法を提供します。たとえば、RIPクラスは RIPルーティングを示します。

特定のクラスに属する syslogメッセージの ID番号はすべて、最初の 3桁が同じです。たとえば、
611で始まるすべての syslogメッセージ IDは、vpnc（VPNクライアント）クラスに関連付けられ
ています。VPNクライアント機能に関連付けられている syslogメッセージの範囲は、611101～
611323です。

また、ほとんどの ISAKMP syslogメッセージには先頭に付加されたオブジェクトの共通セットが
含まれているため、トンネルを識別するのに役立ちます。これらのオブジェクトは、使用可能な

ときに、syslogメッセージの説明テキストの前に付加されます。syslogメッセージ生成時にオブ
ジェクトが不明な場合、特定の heading = valueの組み合わせは表示されません。

オブジェクトは次のように先頭に付加されます。

Group = groupname, Username = user, IP = IP_address

Groupはトンネルグループ、Usernameはローカルデータベースまたは AAAサーバから取得した
ユーザ名、IPアドレスはリモートアクセスクライアントまたはレイヤ 2ピアのパブリック IPア
ドレスです。

次の表に、メッセージクラスと各クラスのメッセージ IDの範囲をリストします。

表 51：メッセージクラスおよび関連したメッセージ ID 番号

メッセージ ID 番号定義クラス

109、113User Authenticationauth

110、220トランスペアレント

ファイアウォール

bridge

717PKI認証局ca

111、112、208、308コマンドインターフェ

イス

config

719電子メールプロキシe-mail

101、102、103、104、210、311、709フェールオーバー（ハ

イアベイラビリティ）

ha

400、401、415侵入検知システムids

209、215、313、317、408IPスタックip

319ネットワークプロセッ

サ

np

318、409、503、613OSPFルーティングospf
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メッセージ ID 番号定義クラス

107、312RIPルーティングrip

321Resource Managerrm

106、108、201、202、204、302、303、304、305、314、405、
406、407、500、502、607、608、609、616、620、703、710

ユーザセッションsession

212SNMPsnmp

199、211、214、216、306、307、315、414、604、605、606、
610、612、614、615、701、711

システムsys

213、403、603PPTPおよびL2TPセッ
ション

vpdn

316、320、402、404、501、602、702、713、714、715IKEおよび IPsecvpn

611VPNクライアントvpnc

720VPNフェールオーバーvpnfo

718VPNロードバランシン
グ

vpnlb

716Webベースの VPNwebvpn

ログビューアのメッセージのソート

すべての ASDMログビューア（Real-Time Log Viewer、Log Buffer Viewer、および Latest ASDM
Syslog Events Viewer）でメッセージをソートできます。複数のカラムでテーブルをソートするに
は、ソートの基準とする、最初のカラムのヘッダーをクリックし、Ctrlキーを押したまま、同時
にソート順に含める他のカラムのヘッダーをクリックします。時間順にメッセージをソートする

には、日付と時刻のカラムを両方選択します。どちらか一方だけを選択した場合は、（時刻に関

係なく）日付のみまたは（日付に関係なく）時刻のみでメッセージがソートされます。

Real-Time Log Viewerおよび Latest ASDM Syslog Events Viewerでメッセージをソートすると、記
録された新しいメッセージは通常の表示位置となる一番上ではなく、ソートされた順序で表示さ

れます。つまり、メッセージはその他のメッセージの中に混ざって表示されます。

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
946

ロギングの概要



カスタムメッセージリスト

カスタムメッセージリストを作成して、送信する syslogメッセージとその出力先を柔軟に制御で
きます。カスタム syslogメッセージのリストで、次の条件のいずれかまたはすべてを使用して
syslogメッセージのグループを指定します。

•重大度

•メッセージ ID

• syslogメッセージ IDの範囲

•メッセージクラス

たとえば、メッセージリストを使用して次の操作を実行できます。

•重大度が 1および 2の syslogメッセージを選択し、1つ以上の電子メールアドレスに送信す
る。

•メッセージクラス（「ha」など）に関連付けられたすべての syslogメッセージを選択し、内
部バッファに保存する。

メッセージリストには、メッセージを選択するための複数の基準を含めることができます。ただ

し、メッセージ選択基準の追加は、それぞれ個別のコマンドエントリで行う必要があります。重

複したメッセージ選択基準を含むメッセージリストが作成される可能性もあります。メッセージ

リストの 2つの基準によって同じメッセージが選択される場合、そのメッセージは一度だけログ
に記録されます。

クラスタ

syslogメッセージは、クラスタリング環境でのアカウンティング、モニタリング、およびトラブ
ルシューティングのための非常に重要なツールです。クラスタ内の各 ASAユニット（最大 8ユ
ニットを使用できます）は、syslogメッセージを個別に生成します。特定の loggingコマンドを使
用すると、タイムスタンプおよびデバイス IDを含むヘッダーフィールドを制御できます。syslog
サーバは、syslogジェネレータを識別するためにデバイス IDを使用します。logging device-idコ
マンドを使用すると、同一または異なるデバイス ID付きで syslogメッセージを生成することがで
き、クラスタ内の同一または異なるユニットからのメッセージのように見せることができます。

クラスタの装置から syslogメッセージをモニタするには、モニタする各装置に対して ASDM
セッションを開く必要があります。

（注）

ロギングのガイドライン

この項では、ロギングを設定する前に確認する必要のある制限事項とガイドラインについて説明

します。
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IPv6 のガイドライン

IPv6はサポートされません。

その他のガイドライン

• syslogサーバでは、syslogdというサーバプログラムを実行する必要があります。Windowsで
は、オペレーティングシステムの一部として syslogサーバを提供しています。

• ASAが生成したログを表示するには、ロギングの出力先を指定する必要があります。ロギン
グの出力先を指定せずにロギングをイネーブルにすると、ASAはメッセージを生成します
が、それらのメッセージは後で表示できる場所に保存されません。各ロギングの出力先は個

別に指定する必要があります。たとえば、出力先として複数の syslogサーバを指定するに
は、各 syslogサーバの [Syslog Server]ペインで、個別のエントリを指定します。

•スタンドバイデバイスでは、TCP上での syslogの送信はサポートされません。

•最大 16台の syslogサーバを設定できます。ただし、マルチコンテキストモードでは、コン
テキストごとに 4サーバに制限されています。

• syslogサーバは、ASA経由で到達できなければなりません。syslogサーバが到達できるイン
ターフェイス上で、デバイスが ICMP到達不能メッセージを拒否し、同じサーバに syslogを
送信するように設定する必要があります。すべての重大度に対してロギングがイネーブルで

あることを確認します。syslogサーバがクラッシュしないようにするため、syslog 313001、
313004、および 313005の生成を抑制します。

•アクセスリストのヒット数だけを照合するためにカスタムメッセージリストを使用すると、
ロギング重大度がデバッグ（レベル 7）のアクセスリストに対しては、アクセスリストのロ
グは生成されません。logging listコマンドのロギング重大度のデフォルトは、6に設定され
ています。このデフォルト動作は設計によるものです。アクセスリストコンフィギュレー

ションのロギング重大度をデバッグに明示的に変更する場合は、ロギングコンフィギュレー

ション自体も変更する必要があります。

ロギング重大度がデバッグに変更されたため、アクセスリストのヒットが含まれていない

show running-config loggingコマンドの出力例を次に示します。

ciscoasa# show running-config logging
logging enable
logging timestamp
logging list test message 106100
logging buffered test

次に、アクセスリストヒットを含む show running-config loggingコマンドの出力例を示しま
す。

ciscoasa# show running-config logging
logging enable
logging timestamp
logging buffered debugging

この場合、アクセスリストコンフィギュレーションは変更せず、アクセスリストヒット数

が次の例のように表示されます。

ciscoasa(config)# access-list global line 1 extended
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permit icmp any host 4.2.2.2 log debugging interval 1 (hitcnt=7) 0xf36b5386
ciscoasa(config)# access-list global line 2 extended
permit tcp host 10.1.1.2 any eq www log informational interval 1 (hitcnt=18) 0xe7e7c3b8
ciscoasa(config)# access-list global line 3 extended
permit ip any any (hitcnt=543) 0x25f9e609

• ASAが TCP経由で syslogを送信すると、syslogdサービスの再起動後、接続の開始に約 1分
かかります。

ロギングの設定

ここでは、ロギングの設定方法について説明します。

手順

ステップ 1 ロギングをイネーブルにします。

ステップ 2 syslogメッセージの出力先を設定します。
最小コンフィギュレーションは、ASAおよび ASASMで syslogメッセージを処理する
ために実行する操作および要件によって異なります。

（注）

Enable Logging
ロギングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ASDMで、次のいずれかを選択します。

• [Home] > [Latest ASDM Syslog Messages] > [Enable Logging]

• [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Setup]

• [Monitoring] > [Real-Time Log Viewer] > [Enable Logging]

• [Monitoring] > [Log Buffer] > [Enable Logging]

ステップ 2 [Enable logging]チェックボックスをオンにして、ロギングをオンにします。

出力先の設定

トラブルシューティングおよびパフォーマンスのモニタリング用に syslogメッセージの使用状況
を最適化するには、syslogメッセージの送信先（内部ログバッファ、1つまたは複数の外部 syslog
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サーバ、ASDM、SNMP管理ステーション、コンソールポート、指定した電子メールアドレス、
または Telnetおよび SSHセッションなど）を 1つまたは複数指定することをお勧めします。

外部 syslog サーバへの syslog メッセージの送信

外部 syslogサーバで利用可能なディスク領域に応じてメッセージをアーカイブし、その保存後、
ロギングデータを操作できます。たとえば、特定タイプの syslogメッセージがログに記録された
り、ログからデータが抽出されてレポート用の別のファイルにその記録が保存されたり、あるい

はサイト固有のスクリプトを使用して統計情報が追跡されたりした場合に、特別なアクションが

実行されるように指定できます。

外部 syslogサーバに syslogメッセージを送信するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Setup]を選択します。

ステップ 2 [Enable logging]チェックボックスをオンにして、ASAに対するロギングを有効にします。

ステップ 3 [Enable logging on the failover standby unit]チェックボックスをオンにして、スタンバイASAに対す
るロギングを有効にします（可能な場合）。

ステップ 4 [Send debug messages as syslogs]チェックボックスをオンにして、すべてのデバッグトレース出力
がシステムログにリダイレクトされるようにします。このオプションがイネーブルになっている

場合、syslogメッセージはコンソールには表示されません。そのため、デバッグメッセージを表
示するには、コンソールでロギングをイネーブルにし、デバッグ syslogメッセージ番号および重
大度レベルの宛先としてコンソールを設定する必要があります。使用する syslogメッセージ番号
は、[711001]です。この syslogメッセージに対するデフォルトの重大度レベルは、[Debugging]で
す。

ステップ 5 [Send syslogs in EMBLEM format]チェックボックスをオンにして、EMBLEM形式をイネーブルに
します。これにより、syslogサーバを除くロギングの宛先すべてに対してEMBLEM形式が使用さ
れます。

ステップ 6 ロギングバッファがイネーブルの場合、syslogメッセージを保存する内部ログバッファのサイズ
を指定します。バッファの空き容量がなくなると、FTPサーバまたは内部フラッシュメモリにロ
グを保存していない限り、メッセージは上書きされます。デフォルトのバッファサイズは 4096
バイトです。有効な範囲は 4096～ 1048576です。

ステップ 7 バッファ内のデータが上書きされる前に、それらをFTPサーバに保存する場合は、[SaveBufferTo
FTP Server]チェックボックスをオンします。バッファ内のデータが上書きされるようにする場合
は、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 8 [Configure FTP Settings]をクリックして、FTPサーバを指定し、バッファ内のデータを保存する際
に使用する FTPパラメータを設定します。

ステップ 9 [Save Buffer To Flash]チェックボックスをオンにして、上書きする前に内部フラッシュメモリに
バッファの内容を保存します。

このオプションは、ルーテッドまたはトランスペアレントシングルモードだけで使用

できます。

（注）
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ステップ 10 [Configure Flash Usage]をクリックし、ロギングに使用する内部フラッシュメモリの最大容量、お
よび最低限維持すべき空き容量をKB単位で指定します。このオプションをイネーブルにすると、
メッセージが格納されるデバイスディスク上に、「syslog」という名前のディレクトリが作成さ
れます。

このオプションは、単一ルーテッドモードまたはトランスペアレントモードでだけ使

用できます。

（注）

ステップ 11 ASAまたは ASASMで表示するシステムログのキューサイズを指定します。

FTP の設定

ログバッファの内容の保存に使用するFTPサーバのコンフィギュレーションを指定するには、次
の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Enable FTP client]チェックボックスをオンにして、FTPクライアントのコンフィギュレーション
をイネーブルにします。

ステップ 2 FTPサーバの IPアドレスを指定します。

ステップ 3 保存されるログバッファコンテンツの格納先となる FTPサーバ上のディレクトリパスを指定し
ます。

ステップ 4 FTPサーバにログインするためのユーザ名を指定します。

ステップ 5 FTPサーバへログインするためのユーザ名に関連付けられたパスワードを指定します。

ステップ 6 パスワードを確認し、[OK]をクリックします。

ロギングに使用するフラッシュメモリの設定

ログバッファの内容を内部フラッシュメモリに保存する場合の制限事項を指定するには、次の手

順を実行します。

手順

ステップ 1 ロギングに使用できる内部フラッシュメモリの最大容量を指定します（KB単位）。

ステップ 2 維持する内部フラッシュメモリの容量を指定します（KB単位）。内部フラッシュメモリがこの
制限値に近づくと、新しいログが保存されなくなります。

ステップ 3 [OK]をクリックして、[Configure Logging Flash Usage]ダイアログボックスを閉じます。
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セキュアロギングの有効化

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Server]の順に選択します。

ステップ 2 セキュアロギングをイネーブルにする syslogサーバを選択し、[Edit]をクリックします。
[Edit Syslog Server]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [TCP]オプションボタンをクリックします。
セキュアロギングでは UDPをサポートしていないため、このプロトコルを使用しようとすると
エラーが発生します。

ステップ 4 [Enable secure syslog with SSL/TLS]チェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。

syslog サーバに送信する EMBLEM 形式の syslog メッセージの生成

syslogサーバへの EMBLEM形式の syslogメッセージを生成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Server]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして、新しい syslogサーバを追加します。
[Add Syslog Server]ダイアログボックスが表示されます。

1つのセキュリティコンテキストに対して設定できる syslogサーバの数は最大で 4です
（合計で 16まで）。

（注）

ステップ 3 syslogサーバがビジー状態の場合、ASAまたは ASASMでキューに入れることができるメッセー
ジ数を指定します。値がゼロの場合は、キューに入れられるメッセージ数が無制限になります。

ステップ 4 [Allow user traffic to pass when TCP syslog server is down]チェックボックスをオンにして、いずれか
の syslogサーバがダウンした場合にすべてのトラフィックを制限するかどうかを指定します。TCP
を指定すると、ASAまたは ASASMは syslogサーバの障害を検出し、セキュリティ保護として
ASAを経由する新しい接続をブロックします。UDPを指定すると、ASAまたはASASMは、syslog
サーバが動作しているかどうかに関係なく新しい接続を許可し続けます。有効なポート値は、ど

ちらのプロトコルでも 1025～ 65535です。デフォルトの UDPポートは 514です。デフォルトの
TCPポートは 1470です。

TCPでの syslogの送信は、スタンバイ ASAではサポートされていませ
ん。

（注）

他の出力先への EMBLEM 形式の syslog メッセージの生成

他の出力先への EMBLEM形式の syslogメッセージを生成するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Setup]を選択します。

ステップ 2 [Send syslogs in EMBLEM format]チェックボックスをオンにします。

syslog サーバの設定の追加または編集

syslogサーバ設定を追加または編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 syslogサーバとの通信に使用するインターフェイスを、ドロップダウンリストから選択します。

ステップ 2 syslogサーバとの通信に使用する IPアドレスを入力します。
syslogサーバがASAまたはASASMとの通信に使用するプロトコル（TCPまたはUDP）を選択し
ます。UDPまたは TCPのいずれかを使用して syslogサーバにデータを送信するように ASAおよ
び ASASMを設定することができます。プロトコルを指定しない場合、デフォルトのプロトコル
は UDPです。

ステップ 3 syslogサーバにおいて、ASAまたは ASASMとの通信に使用されるポート番号を入力します。

ステップ 4 [Log messages in Cisco EMBLEM format (UDP only)]チェックボックスをオンにして、シスコの
EMBLEM形式でメッセージをログに記録するかどうかを指定します（プロトコルとして UDPが
選択されている場合に限る）。

ステップ 5 [Enable secure logging using SSL/TLS (TCP only)]チェックボックスをオンにして、syslogサーバへ
の接続が SSL/TLS over TCPの使用により保護され、syslogメッセージの内容が暗号化されるよう
指定します。

ステップ 6 [OK]をクリックして設定を完了します。

内部ログバッファへの syslog メッセージの送信

一時的な保存場所となる内部ログバッファに送信する syslogメッセージを指定する必要がありま
す。新しいメッセージは、リストの最後に追加されます。バッファがいっぱいになった場合、つ

まりバッファラップが発生した場合には、いっぱいになったバッファを別の場所に保存するよう

にASAおよびASASMが設定されていない限り、生成された新しいメッセージによって古いメッ
セージが上書きされます。

syslogメッセージを内部ログバッファに送信するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択して、内部ログバッファに送信する syslogメッセージを指定し
ます。

• [Home] > [Latest ASDM Syslog Messages] > [Configure ASDM Syslog Filters]

• [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Filters]

ステップ 2 [Monitoring] > [Logging] > [Log Buffer] > [View]の順に選択します。次に [Log Buffer]ペインで[File]
> [Clear Internal Log Buffer]の順に選択して、内部ログバッファを空にします。

ステップ 3 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Setup]の順に選択して、内部ログ
バッファのサイズを変更します。デフォルトのバッファサイズは 4 KBです。
ASAおよび ASASMは、新しいメッセージを引き続き内部ログバッファに保存し、いっぱいに
なったログバッファの内容を内部フラッシュメモリに保存します。バッファの内容を別の場所に

保存するとき、ASAおよびASASMは、次のタイムスタンプ形式を使用する名前でログファイル
を作成します。

LOG-YYYY-MM-DD-HHMMSS.TXT

YYYYは年、MMは月、DDは日付、HHMMSSは時間、分、および秒で示された時刻です。

ステップ 4 別の場所に新しいメッセージを保存するには、次のオプションから 1つを選択します。

•内部フラッシュメモリに新しいメッセージを送信するには、[Flash]チェックボックスをオン
にして、[Configure FlashUsage]をクリックします。[Configure Logging FlashUsage]ダイアログ
ボックスが表示されます。

1 ロギングに使用するフラッシュメモリの最大容量を KBで指定します。

2 ロギングをフラッシュメモリに保持する最小空き領域量を KBで指定します。

3 [OK]をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

• FTPサーバに新しいメッセージを送信するには、[FTPServer]チェックボックスをオンにし、
[Configure FTPSettings]をクリックします。[Configure FTPSettings]ダイアログボックスが表示
されます。

1 [Enable FTP Client]チェックボックスをオンにします。

2 表示されたフィールドに、FTPサーバ IPアドレス、パス、ユーザ名、パスワードを入力
します。

3 パスワードを確認し、[OK]をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。
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内部ログバッファのフラッシュへの保存

内部ログバッファをフラッシュメモリに保存するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [File] > [Save Internal Log Buffer to Flash]の順に選択します。
[Enter Log File Name]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 最初のオプションを選択し、LOG-YYYY-MM-DD-hhmmss.txt形式のデフォルトファイル名でログ
バッファを保存します。

ステップ 3 2番目のオプションを選択し、そのログバッファのファイル名を指定します。

ステップ 4 ログバッファのファイル名を入力して [OK]をクリックします。

ログの記録で使用可能な内部フラッシュメモリの容量の変更

ログの記録で使用可能な内部フラッシュメモリの容量を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Setup]を選択します。

ステップ 2 [Enable Logging]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Logging to Internal Buffer]領域の [Save Buffer to Flash]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [Configure Flash Usage]をクリックします。
[Configure Logging Flash Usage]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 ログインに使用できるフラッシュメモリの最大容量を KBで入力します。
デフォルトでは、ASAは、内部フラッシュメモリの最大 1 MBをログデータに使用できます。
ASAおよびASASMでログデータを保存するために必要な内部フラッシュメモリの最小空き容量
は、3 MBです。内部フラッシュメモリの空き容量が、内部フラッシュメモリに保存するログ
ファイルのために設定された最小限の容量を下回る場合、ASAまたは ASASMは最も古いログ
ファイルを削除し、その新しいログファイルが保存されたとしても最小限の容量が確保されるよ

うにします。削除するファイルがなかったり、古いファイルすべてを削除しても最小限の容量を

確保できなかったりする場合、ASAまたは ASASMはその新しいログファイルを保存できませ
ん。

ステップ 6 フラッシュメモリにロギングするために維持する空き領域の最小容量を KBで入力します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、[Configure Logging Flash Usage]ダイアログボックスを閉じます。

ASDM Java Console による記録されたエントリの参照とコピー

ASDM Javaコンソールを使用して、ASDMエラーのトラブルシューティングに役立つ、記録され
たエントリをテキスト形式で表示およびコピーできます。
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ASDM Java Consoleにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Tools] > [ASDM Java Console]の順に選択します。

ステップ 2 コンソールで mと入力して、仮想マシンのメモリ統計情報を表示します。

ステップ 3 コンソールで gと入力して、ガベージコレクションを実行します。

ステップ 4 Windowsタスクマネージャを開き、asdm_launcher.exeファイルをダブルクリックして、メモリ使
用量を監視します。

メモリ割り当ての最大値は 256 MBで
す。

（注）

電子メールアドレスへの syslog メッセージの送信

syslogメッセージを電子メールアドレスに送信するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [E-Mail Setup]を選択します。

ステップ 2 電子メールメッセージとして送信される syslogメッセージの送信元アドレスとして使用する電子
メールアドレスを指定します。

ステップ 3 [Add]をクリックして、指定した syslogメッセージの受信者の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 4 その受信者に送信する syslogメッセージの重大度レベルを、ドロップダウンリストから選択しま
す。宛先の電子メールアドレスに対して適用される syslogメッセージの重大度フィルタにより、
指定された重大度レベル以上のメッセージが送信されます。[Logging Filters]ペインで指定された
グローバルフィルタも、各電子メール受信者に適用されます。

ステップ 5 [Edit]をクリックして、この受信者へ送信する syslogメッセージの現在の重大度を変更します。

ステップ 6 [OK]をクリックして、[Add E-mail Recipient]ダイアログボックスを閉じます。

電子メール受信者の追加または編集

電子メールの受信者および重大度を追加または編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [E-mail Setup]を選択します。

ステップ 2 [Add]または [Edit]をクリックして、[Add/Edit E-Mail Recipient]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 3 宛先の電子メールアドレスを入力し、ドロップダウンリストから syslog重大度を選択します。重
大度レベルは次のように定義されています。
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Emergency（レベル 0、システムが使用不能）•

重要度レベル 0を使用することはお勧めできませ
ん。

（注）

• Alert（レベル 1、即時対処が必要）

• Critical（レベル 2、クリティカル条件）

• Error（レベル 3、エラー条件）

• Warning（レベル 4、警告条件）

• Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

• Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

• Debugging（レベル 7、デバッグメッセージのみ）

宛先電子メールアドレスへのメッセージをフィルタリングする場合は、[Add/EditE-Mail
Recipient]ダイアログボックスで指定した重大度と、[Logging Filters]ペインですべての
電子メール受信者に対して設定したグローバルフィルタの重大度のうち、上位にある

方が使用されます。

（注）

ステップ 4 [OK]をクリックして、[Add/Edit E-Mail Recipient]ダイアログボックスを閉じます。
追加または修正されたエントリが [E-mail Recipients]ペインに表示されます。

ステップ 5 [Apply]をクリックし、変更内容を実行コンフィギュレーションに保存します。

リモート SMTP サーバの設定

特定のイベントに対する電子メールアラートおよび通知の送信先となるリモート SMTPサーバを
設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Setup] > [Logging] > [SMTP]の順に選択します。

ステップ 2 プライマリ SMTPサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 3 （任意）スタンバイSMTPサーバの IPアドレスを入力し、[Apply]をクリックして変更内容を実行
コンフィギュレーションに保存します。

コンソールポートへの syslog メッセージの送信

syslogメッセージをコンソールポートに送信するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択します。

• [Home] > [Latest ASDM Syslog Messages] > [Configure ASDM Syslog Filters]

• [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Filters]

ステップ 2 [Logging Destination]カラムでコンソールを選択し、[Edit]をクリックします。
[Edit Logging Filters]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 すべてのイベントクラスまたは特定のイベントクラスのいずれかから syslogを選択して、コン
ソールポートに送信する syslogメッセージを指定します。

Telnet または SSH セッションへの syslog メッセージの送信

syslogメッセージを Telnetまたは SSHセッションに送信するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択します。

• [Home] > [Latest ASDM Syslog Messages] > [Configure ASDM Syslog Filters]

• [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Filters]

ステップ 2 [Logging Destination]カラムの [Telnet and SSH Sessions]を選択し、[Edit]をクリックします。
[Edit Logging Filters]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 すべてのイベントクラスまたは特定のイベントクラスのいずれかから syslogを選択して、Telnet
または SSHセッションに送信する syslogメッセージを指定します。

ステップ 4 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Setup]の順に選択して、現在のセッ
ションのロギングだけをイネーブルにします。

ステップ 5 [Enable logging]チェックボックスをオンにし、[Apply]をクリックします。

syslog メッセージの設定

syslog メッセージの設定

syslogメッセージを設定するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup]の順に選択します。

ステップ 2 ファイルメッセージのベースとして使用する syslogサーバのシステムログ機能を選択します。デ
フォルトは LOCAL(4)20です。これは、ほとんどの UNIXシステムで必要となるコードです。た
だし、ネットワークデバイス間では 8つのファシリティが共用されているため、システムログで
はこの値を変更しなければならない場合があります。

ステップ 3 [Include timestamp in syslogs]チェックボックスをオンにして、送信される各 syslogメッセージに日
付と時刻を追加します。

ステップ 4 ログイン試行が失敗した場合に無効なユーザ名を syslogメッセージに表示する場合は、[Hide
username if its validity cannot be determined]チェックボックスをオフにします。デフォルト設定で
は、ユーザ名が無効な場合、または有効かどうか不明な場合、ユーザ名は非表示です。たとえば、

ユーザが誤ってユーザ名の代わりにパスワードを入力した場合、結果として生成されるsyslogメッ
セージで「ユーザ名」を隠すのが安全です。ログインに関するトラブルシューティングに役立て

るために、無効なユーザ名を表示することもできます。

ステップ 5 [Syslog ID]テーブルに表示する情報を選択します。使用可能なオプションは、次のとおりです。

• [Syslog ID]テーブルにすべての syslogメッセージ IDを表示するように指定するには、[Show
all syslog IDs]を選択します。

• [Syslog ID]テーブルに明示的にディセーブルにした syslogメッセージ IDだけを表示するよう
に指定するには、[Show disabled syslog IDs]を選択します。

• [Syslog ID]テーブルにデフォルト値から変更された重大度を含む syslogメッセージ IDだけを
表示するように指定するには、[Show syslog IDs with changed logging]を選択します。

• [Syslog ID]テーブルに重大度が変更された syslogメッセージ IDと、明示的にディセーブルに
された syslogメッセージ IDだけを表示するように指定するには、[Show syslog IDs that are
disabled or with a changed logging level]を選択します。

ステップ 6 [Syslog ID Setup]テーブルには、その設定内容に基づいて、syslogメッセージのリストが表示され
ます。変更する個々のメッセージ IDまたはメッセージ IDの範囲を選択します。選択したメッセー
ジ IDは、ディセーブルにすることも、その重大度レベルを変更することもできます。リストから
複数のメッセージ IDを選択する場合は、その範囲の先頭にあたる IDを選択し、Shiftキーを押し
ながらその範囲の最後にあたる IDをクリックします。

ステップ 7 syslogメッセージにデバイス IDが含まれるよう設定する場合は、[Advanced]をクリックします。

syslog ID 設定の編集

syslogメッセージの設定を変更するには、次の手順を実行します。
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[Syslog ID(s)]フィールドは表示専用です。この領域に表示される値は、[Syslog Setup]ペインに
ある [Syslog ID]テーブルで選択されたエントリにより決まります。

（注）

手順

ステップ 1 [Disable Message(s)]チェックボックスをオンにして、[Syslog ID(s)]リストに IDが表示されている
syslogメッセージをディセーブルにします。

ステップ 2 [Syslog ID(s)]リストに表示される syslogメッセージ IDに送信するメッセージの重大度のロギング
レベルを選択します。重大度レベルは次のように定義されています。

• Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

重要度レベル 0を使用することはお勧めできませ
ん。

（注）

• Alert（レベル 1、即時対処が必要）

• Critical（レベル 2、クリティカル条件）

• Error（レベル 3、エラー条件）

• Warning（レベル 4、警告条件）

• Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

• Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

• Debugging（レベル 7、デバッグメッセージのみ）

ステップ 3 [OK]をクリックして [Edit Syslog ID Settings]ダイアログボックスを閉じます。

非 EMBLEM 形式の syslog メッセージへのデバイス ID の出力

デバイス IDを非 EMBLEM形式の syslogメッセージに含めるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Enable syslog device ID]チェックボックスをオンにして、非 EMBLEM形式の syslogメッセージす
べてにデバイス IDが含まれるように指定します。

ステップ 2 次のいずれかのオプションを選択して、どのようなデバイス IDを使用するかを指定します。

• ASAのホスト名

•インターフェイス IPアドレス
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選択した IPアドレスに対応するインターフェイス名を、ドロップダウンリストから選択し
ます。

クラスタリングを使用する場合は、[In an ASA cluster, always use master’s IP address for the
selected interface]チェックボックスをオンにします。

•文字列

英数字のユーザ定義文字列を入力します。

• ASAクラスタ名

ステップ 3 [OK]をクリックして、[Advanced Syslog Configuration]ダイアログボックスを閉じます。

syslog メッセージに日付と時刻を含める

syslogメッセージに日付と時刻を含めるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup]の順に選択します。

ステップ 2 [Syslog ID Setup]領域で [Include timestamp in syslogs]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Apply]をクリックして変更内容を保存します。

syslog メッセージの無効化

指定した syslogメッセージをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup]の順に選択します。

ステップ 2 テーブルからディセーブルにする syslogを選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Syslog ID Settings]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Disable messages]チェックボックスをオンにし、[OK]をクリックします。

syslog メッセージの重大度の変更

syslogメッセージの重大度を変更するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup]の順に選択します。

ステップ 2 重大度を変更する syslogをテーブルから選択して、[Edit]をクリックします。
[Edit Syslog ID Settings]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 適切な重大度を [Logging Level]ドロップダウンリストから選択し、[OK]をクリックします。

スタンバイ装置の syslog メッセージのブロック

スタンバイ装置で特定の syslogメッセージが生成されないようにするには、次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Settings]の順に選択します。

ステップ 2 テーブルの syslog IDを選択し、[Edit]をクリックします。
[Edit Syslog ID Settings]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 スタンバイ装置で syslogメッセージが生成されないようにするには、[Disable messages on standby
unit]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [OK]をクリックして、このダイアログボックスを閉じます。

非 EMBLEM 形式の syslog メッセージにデバイス ID を含める

デバイス IDを非 EMBLEM形式の syslogメッセージに含めるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Syslog Setup] > Advanced > [Advanced Syslog
Configuration]の順に選択します。

ステップ 2 [Enable syslog device ID]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Device ID]領域で、[Hostname]、[Interface IP Address]または [String]オプションボタンをクリック
します。

• [Interface IP Address]オプションを選択した場合は、ドロップダウンリストで正しいインター
フェイスが選択されていることを確認します。

• [String]オプションを選択した場合は、[User-Defined ID]フィールドにデバイス IDを入力しま
す。文字列の長さは、最大で 16文字です。
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イネーブルにすると、EMBLEM形式の syslogメッセージや SNMPトラップにデバイス
IDは表示されません。

（注）

ステップ 4 [OK]をクリックして、[Advanced Syslog Configuration]ダイアログボックスを閉じます。

カスタムイベントリストの作成

イベントリストの定義には、次の 3つの基準を使用します。

•イベントクラス

• Severity

•メッセージ ID

特定のロギングの宛先（SNMPサーバなど）に送信するカスタムイベントリストを作成するに
は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Event Lists]の順に選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add Event List]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 3 イベントリストの名前を入力します。スペースは使用できません。

ステップ 4 [Add]をクリックして、[Add Class and SeverityFilter]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 5 ドロップダウンリストからイベントクラスを選択します。使用できるイベントクラスは、使用

しているデバイスモードによって異なります。

ステップ 6 ドロップダウンリストから重大度レベルを選択します。重大度レベルは次のとおりです。

• Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

重要度レベル 0を使用することはお勧めできませ
ん。

（注）

• Alert（レベル 1、即時対処が必要）

• Critical（レベル 2、クリティカル条件）

• Error（レベル 3、エラー条件）

• Warning（レベル 4、警告条件）

• Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

• Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

• Debugging（レベル 7、デバッグメッセージのみ）
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ステップ 7 [OK]をクリックして、[Add Event List]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Add]をクリックして、[Add Syslog Message ID Filter]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 9 フィルタに含める syslogメッセージ IDまたは syslogメッセージ IDの範囲（101001～ 199012な
ど）を入力します。

ステップ 10 [OK]をクリックして、[Add Event List]ダイアログボックスを閉じます。
目的のイベントがリストに表示されます。

ロギングフィルタの設定

ロギングの宛先へのメッセージフィルタの適用

ロギングの宛先にメッセージフィルタを適用するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Filters]の順に選択します。

ステップ 2 フィルタを適用するロギングの宛先の名前を選択します。選択できるロギングの宛先は次のとお

りです。

• ASDM

•コンソールポート

•電子メール

•内部バッファ

• SNMPサーバ

• Syslogサーバ

• Telnetまたは SSHセッション

このほか、2番目のカラム [Syslogs From All Event Classes]と 3番目のカラム [Syslogs From
Specific Event Classes]でも選択操作を行います。2番目のカラムでは、ロギングの宛先への
メッセージをフィルタリングする場合に使用する重大度やイベントクラスが表示されるほ

か、すべてのイベントクラスに対してロギングをディセーブルにするかを選択することもで

きます。3番目のカラムには、選択したロギングの宛先へのメッセージをフィルタリングす
る場合に使用するイベントクラスが表示されます。

ステップ 3 [Edit]をクリックして、[Edit Logging Filters]ダイアログボックスを表示します。フィルタを適用、
編集、またはディセーブルにする手順については、ロギングフィルタの適用,（965ページ）を参
照してください。
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ロギングフィルタの適用

フィルタを適用するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 重大度レベルに基づいて syslogメッセージのフィルタリングを行う場合は、[Filter on severity]オ
プションを選択します。

ステップ 2 イベントリストに基づいて syslogメッセージのフィルタリングを行う場合は、[Use event list]オプ
ションを選択します。

ステップ 3 選択した宛先に対するロギングをすべてディセーブルにする場合は、[Disable logging from all event
classes]オプションを選択します。

ステップ 4 [New]をクリックして、新しいイベントリストを追加します。イベントリストを新たに追加する
手順については、カスタムイベントリストの作成, （963ページ）を参照してください。

ステップ 5 ドロップダウンリストからイベントクラスを選択します。使用できるイベントクラスは、使用

しているデバイスモードによって異なります。

ステップ 6 ドロップダウンリストから、ロギングメッセージの重大度レベルを選択します。重大度レベルは

次のとおりです。

• Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

重要度レベル 0を使用することはお勧めできませ
ん。

（注）

• Alert（レベル 1、即時対処が必要）

• Critical（レベル 2、クリティカル条件）

• Error（レベル 3、エラー条件）

• Warning（レベル 4、警告条件）

• Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

• Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

• Debugging（レベル 7、デバッグメッセージのみ）

ステップ 7 [Add]をクリックして、イベントクラスおよび重大度レベルを追加し、[OK]をクリックします。
ダイアログボックスの上部には、フィルタに対して選択したロギングの宛先が表示されます。

syslog メッセージ ID フィルタの追加または編集

syslogメッセージ IDフィルタを作成または編集する手順については、syslog ID設定の編集, （959
ページ）を参照してください。
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メッセージクラスと重大度フィルタの追加または編集

メッセージのフィルタリングに使用するメッセージクラスおよび重大度レベルを追加または編集

するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ドロップダウンリストからイベントクラスを選択します。使用できるイベントクラスは、使用

しているデバイスモードによって異なります。

ステップ 2 ドロップダウンリストから、ロギングメッセージの重大度レベルを選択します。重大度レベルは

次のとおりです。

• Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

重要度レベル 0を使用することはお勧めできませ
ん。

（注）

• Alert（レベル 1、即時対処が必要）

• Critical（レベル 2、クリティカル条件）

• Error（レベル 3、エラー条件）

• Warning（レベル 4、警告条件）

• Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

• Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

• Debugging（レベル 7、デバッグメッセージのみ）

ステップ 3 選択が終了したら、[OK]をクリックします。

指定した出力先へのクラス内のすべての syslog メッセージの送信

クラス内のすべてのsyslogメッセージを指定した出力先に送信するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Filters]を選択します。

ステップ 2 指定した出力先の設定をオーバーライドするには、変更する出力先を選択してから [Edit]をクリッ
クします。

[Edit Logging Filters]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Syslogs from All Event Classes]または [Syslogs from Specific Event Classes]領域のいずれかで設定を
変更し、[OK]をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。
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たとえば、重大度 7のメッセージが内部ログバッファに送信されるように指定し、重大度 3の ha
クラスのメッセージが内部ログバッファに送信されるように指定すると、後のコンフィギュレー

ションが優先されます。

1つのクラスが複数の出力先に送信されるように指定する場合は、出力先ごとに異なるフィルタ
リングオプションを選択します。

syslog メッセージの生成レートの制限
syslogメッセージの生成レートを制限するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Rate Limit]を選択します。

ステップ 2 レート制限を割り当てるロギングレベル（メッセージの重大度）を選択します。重大度レベルは

次のように定義されています。

• Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

• Alert（レベル 1、即時対処が必要）

• Critical（レベル 2、クリティカル条件）

• Error（レベル 3、エラー条件）

• Warning（レベル 4、警告条件）

• Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

• Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

• Debugging（レベル 7、デバッグメッセージのみ）

ステップ 3 送信されるメッセージの数が [No of Messages]フィールドに表示されます。また、選択したロギン
グレベルで送信できるメッセージ数を制限する際の基準となる時間間隔（秒単位）が [Interval
(Seconds)]フィールドに表示されます。テーブルからロギングレベルを選択し、[Edit]をクリック
して [Edit Rate Limit for Syslog Logging Level]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 4 以降の手順については、個々の syslogメッセージに対するレート制限の割り当てまたは変更, （
967ページ）を参照してください。

個々の syslog メッセージに対するレート制限の割り当てまたは変更

個々の syslogメッセージにレート制限を割り当てる、またはメッセージごとにレート制限を変更
するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 特定の syslogメッセージにレート制限を割り当てる場合は、[Add]をクリックして、[AddRateLimit
for Syslog Message]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 2 以降の手順については、syslogメッセージに対するレート制限の追加または編集, （968ページ）
を参照してください。

ステップ 3 特定の syslogメッセージに対するレート制限を変更する場合は、[Edit]をクリックして、[Edit Rate
Limit for Syslog Message]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 4 以降の手順については、syslog重大度に対するレート制限の編集, （968ページ）を参照してくだ
さい。

syslog メッセージに対するレート制限の追加または編集

特定のsyslogメッセージに対するレート制限を追加または変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 特定の syslogメッセージに対するレート制限を追加する場合は、[Add]をクリックして、[AddRate
Limit for SyslogMessage]ダイアログボックスを表示します。特定の syslogメッセージに対するレー
ト制限を変更する場合は、[Edit]をクリックして、[Edit Rate Limit for Syslog Message]ダイアログ
ボックスを表示します。

ステップ 2 レートを制限する syslogメッセージの IDを入力します。

ステップ 3 指定した時間内に送信できるメッセージの最大数を入力します。

ステップ 4 指定したメッセージのレートを制限する際の基準となる時間間隔を秒単位で入力し、[OK]をクリッ
クします。

メッセージ数を制限なしにする場合は、[Number of Messages]フィールドおよび [Time
Interval]フィールドをともにブランクのままにします。

（注）

syslog 重大度に対するレート制限の編集

指定した syslog重大度のレート制限を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 指定した重大度で送信可能なメッセージの最大数を指定します。

ステップ 2 指定した重大度のメッセージに対するレートを制限する基準となる時間間隔を秒単位で入力し、

[OK]をクリックします。
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選択したメッセージ重大度が表示されます。

メッセージ数を制限なしにする場合は、[Number of Messages]フィールドおよび [Time
Interval]フィールドをともにブランクのままにします。

（注）

ログのモニタリング

ロギングステータスの監視については、次のコマンドを参照してください。

• [Monitoring] > [Logging] > [Log Buffer] > [View]

このペインでは、ログバッファを表示できます。

• [Monitoring] > [Logging] > [Real-Time Log Viewer] > [View]

このペインでは、リアルタイムのログを表示できます。

• [Tools] > [Command Line Interface]

非対話形式の各種コマンドを発行して結果を表示できます。

ログビューアを使用した syslog メッセージのフィルタリング
Real-Time Log Viewerおよび Log Buffer Viewerの任意のカラムに対応する 1つ以上の値に基づい
て、syslogメッセージをフィルタリングできます。

ログビューアのいずれかを使用して syslogメッセージをフィルタリングするには、次の手順を実
行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択します。

• [Monitoring] > [Logging] > [Real-Time Log Viewer] > [View]

• [Monitoring] > [Logging] > [Log Buffer] > [View]

ステップ 2 [Real-Time Log Viewer]または [Log Buffer Viewer]ダイアログボックスのいずれかで、ツールバー
の [Build Filter]をクリックします。

ステップ 3 [Build Filter]ダイアログボックスで、syslogメッセージに適用するフィルタリング基準を指定しま
す。

a) [Date and Time]領域で、リアルタイム、特定時刻、時間範囲の 3つのオプションから 1つを選
択します。特定時刻を選択した場合は、数値を入力してドロップダウンリストから時または分

を選択し、時刻を指定します。時間範囲を選択した場合、[Start Time]フィールドのドロップダ
ウン矢印をクリックすると、カレンダーが表示されます。ドロップダウンリストから開始日と

開始時刻を選択し、[OK]をクリックします。[End Time]フィールドのドロップダウン矢印をク
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リックすると、カレンダーが表示されます。ドロップダウンリストから終了日と終了時刻を選

択し、[OK]をクリックします。
b) [Severity]フィールドに有効な重大度を入力します。または、[Severity]フィールドの右側で [Edit]
アイコンをクリックします。フィルタリングする重大度をリストでクリックします。重大度 1
～7を含めるには、[All]をクリックします。[OK]をクリックして、これらの設定を [BuildFilter]
ダイアログボックスに表示します。使用する正しい入力形式に関する詳細な情報については、

[Severity]フィールドの右側にある [Info]アイコンをクリックします。
c) [Syslog ID]フィールドに有効な syslog IDを入力します。または、[Syslog ID]フィールドの右側
の [Edit]アイコンをクリックします。ドロップダウンリストからフィルタ対象の条件を選択
し、[Add]をクリックします。[OK]をクリックして、これらの設定を [Build Filter]ダイアログ
ボックスに表示します。使用する正しい入力形式に関する詳細な情報については、[Syslog ID]
フィールドの右側にある [Info]アイコンをクリックします。

d) [Source IP Address]フィールドに有効な送信元 IPアドレスを入力するか、または [Source IP
Address]フィールドの右側で [Edit]アイコンをクリックします。単一の IPアドレスまたは IPア
ドレスの特定の範囲を選択し、[Add]をクリックします。特定の IPアドレスまたは IPアドレス
の範囲を除外するには、[Do not include (exclude) this address or range]チェックボックスをオンに
して、[OK]をクリックし、[Build Filter]ダイアログボックスにこれらの設定を表示します。使
用する正しい入力形式に関する詳細な情報については、[Source IPAddress]フィールドの右側に
ある [Info]アイコンをクリックします。

e) [SourcePort]フィールドに有効な送信元ポートを入力するか、または [SourcePort]フィールドの
右側の [Edit]アイコンをクリックします。ドロップダウンリストからフィルタ対象の条件を選
択し、[Add]をクリックします。[OK]をクリックして、これらの設定を [Build Filter]ダイアログ
ボックスに表示します。使用する正しい入力形式に関する詳細な情報については、[SourcePort]
フィールドの右側にある [Info]アイコンをクリックします。

f) [Destination IP Address]フィールドに有効な宛先 IPアドレスを入力するか、または [Destination
IP Address]フィールドの右側で [Edit]アイコンをクリックします。単一の IPアドレスまたは IP
アドレスの特定の範囲を選択し、[Add]をクリックします。特定の IPアドレスまたは IPアドレ
スの範囲を除外するには、[Do not include (exclude) this address or range]チェックボックスをオン
にします。[OK]をクリックして、これらの設定を [Build Filter]ダイアログボックスに表示しま
す。使用する正しい入力形式に関する詳細な情報については、[Destination IPAddress]フィール
ドの右側にある [Info]アイコンをクリックします。

g) [Destination Port]フィールドに有効な宛先ポートを入力するか、または [Destination Port]フィー
ルドの右側の [Edit]アイコンをクリックします。ドロップダウンリストからフィルタ対象の条
件を選択し、[Add]をクリックします。[OK]をクリックして、これらの設定を [Build Filter]ダイ
アログボックスに表示します。使用する正しい入力形式に関する詳細な情報については、

[Destination Port]フィールドの右側にある [Info]アイコンをクリックします。
h) [Description]フィールドにフィルタリングテキストを入力します。このテキストには、正規表
現を含む、1つ以上の文字からなる任意の文字列を指定できます。ただし、セミコロンは有効
な文字ではありません。また、この設定では大文字と小文字が区別されます。複数のエントリ

を指定する場合は、カンマで区切ります。

i) [OK]をクリックして、指定したフィルタリング設定をログビューアの [Filter By]ドロップダウ
ンリストに追加します。フィルタ文字列は特定の形式に従います。FILTER:プレフィックス
は、[Filter By]ドロップダウンリストに表示されるすべてのカスタムフィルタを示します。こ
のフィールドにはランダムなテキストを入力することもできます。
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次の表に、使用される形式の例を示します。

フィルタ文字列形式Build Filter の例

FILTER: srcIP=192.168.1.1,0.0.0.0;srcPort=67;Source IP = 192.168.1.1または 0.0.0.0

Source Port = 67

FILTER: sev=6;dstIP=1.1.1.1-1.1.1.10;Severity = Informational

Destination IP = 1.1.1.1～ 1.1.1.10

FILTER: sysID=!725001-725003;725001～ 725003の範囲外の syslog ID

FILTER: srcIP=1.1.1.1;descr=Built outboundSource IP = 1.1.1.1

Description = Built outbound

ステップ 4 [Filter By]ドロップダウンリストの設定の 1つを選択し、ツールバーの [Filter]をクリックして、
syslogメッセージをフィルタリングします。この設定は、これ以降のすべての syslogメッセージ
にも適用されます。すべてのフィルタをクリアするには、ツールバーにある [Show All]をクリッ
クします。

[Build Filter]ダイアログボックスを使用して指定したフィルタは保存できません。これ
らのフィルタは、そのフィルタが作成された ASDMセッションのみで有効です。

（注）

フィルタリング設定の編集

[Build Filter]ダイアログボックスを使用して作成したフィルタリング設定を編集するには、次の手
順を実行します。

手順

次のいずれかのオプションを選択します。

• [Filter By]ドロップダウンリストで変更を入力して、フィルタを直接修正します。

• [Filter By]ドロップダウンリストでフィルタを選択し、[Build Filter]をクリックして [Build
Filter]ダイアログボックスを表示します。[Clear Filter]をクリックして、現在のフィルタ設定
を削除し、新しい値を入力します。それ以外の場合は、表示された設定を変更して [OK]をク
リックします。

これらのフィルタリング設定は、[BuildFilter]ダイアログボックスで定義されたフィ
ルタのみに適用されます。

（注）

•ツールバーの [Show All]をクリックすると、フィルタリングが停止し、すべての syslogメッ
セージが表示されます。
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ログビューアを使用した特定のコマンドの発行

いずれかのログビューアを使用して、ping、traceroute、whois、および dns lookupコマンドを発
行できます。

これらのコマンドのいずれかを実行するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのオプションを選択します。

• [Monitoring] > [Logging] > [Real-Time Log Viewer] > [View]

• [Monitoring] > [Logging] > [Log Buffer] > [View]

ステップ 2 [Real-Time Log Viewer]または [Log Buffer]ペインから [Tools]をクリックし、実行するコマンドを
選択します。または、表示された特定のsyslogメッセージを右クリックしてコンテキストメニュー
を表示し、実行するコマンドを選択します。

[Entering command]ダイアログボックスが表示され、選択したコマンドが自動的にドロップダウン
リストに表示されます。

ステップ 3 選択した syslogメッセージの送信元 IPアドレスまたは宛先 IPアドレスのいずれかを [Address]
フィールドに入力し、[Go]をクリックします。
指定した領域にコマンド出力が表示されます。

ステップ 4 [Clear]をクリックして出力を削除し、実行する別のコマンドをドロップダウンリストから選択し
ます。必要に応じてステップ 3を繰り返します。完了したら [Close]をクリックします。

ロギングの履歴

表 52：ロギングの履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

さまざまな出力先を経由して ASAネットワークロギング情報を提供しま
す。ログファイルを表示して保存するオプションも含まれています。

次の画面が導入されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Logging Setup]。

7.0(1)Logging

syslogメッセージが生成されるレートを制限します。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Rate Limit]。

7.0(4)レート制限
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

さまざまな基準（ロギングレベル、イベントクラス、およびメッセージ

ID）でメッセージを指定するために他のコマンドで使用されるロギングリ
ストを作成します。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Event Lists]。

7.2(1)ロギングリスト

リモートロギングホストへの接続に SSL/TLSを使用するように指定しま
す。このオプションは、選択されたプロトコルが TCPの場合にだけ有効で
す。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Syslog Server]。

8.0(2)セキュアロギング

ロギングメッセージの ipaaイベントクラスに対するサポートが追加されま
した。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Logging Filters]。

8.0(4)、8.1(1)ロギングクラス

ロギングメッセージの dapイベントクラスに対するサポートが追加されま
した。

保存されたロギングバッファ（ASDM、内部、FTP、およびフラッシュ）を
クリアする追加サポート。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Logging Setup]。

8.2(1)ロギングクラスと保存さ

れたロギングバッファ

パスワードの暗号化に対するサポートが追加されました。8.3(1)パスワードの暗号化

送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレスがログビューアに追加されまし
た。

8.3(1)ログビューア
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

TCPを使用するように syslogサーバを設定すると、syslogサーバを使用で
きない場合、ASAはサーバが再び使用可能になるまで syslogメッセージを
生成する新しい接続をブロックします（たとえば、VPN、ファイアウォー
ル、カットスループロキシ接続）。この機能は、ASAのロギングキューが
いっぱいのときにも新しい接続をブロックするように拡張されました。接

続は、ロギングキューがクリアされると再開されます。

この機能は、Common Criteria EAL4+への準拠のために追加されました。必
要でない限り、syslogメッセージを送受信できない場合でも接続を許可する
ことを推奨します。接続を許可するには、[Configuration] > [Device
Management] > [Logging] > [Syslog Servers]ペインで [Allow user traffic to pass
when TCP syslog server is down]チェックボックスをオンにします。

414005、414006、414007、414008の各 syslogメッセージが導入されました。

変更された ASDM画面はありません。

8.3(2)拡張ロギングと接続ブ

ロック

次のサポートが追加されました。

•さまざまなカラムに対応する複数のテキスト文字列に基づくsyslogメッ
セージフィルタリング。

•カスタムフィルタの作成。

•メッセージのカラムによるソート。詳細については、『ASDM構成ガ
イド』を参照してください。

この機能は、すべての ASAバージョンと相互運用性があります。

次の画面が変更されました。

[Monitoring] > [Logging] > [Real-Time Log Viewer] > [View]。

[Monitoring] > [Logging] > [Log Buffer Viewer] > [View]。

8.4(1)syslogメッセージのフィ
ルタリングとソート

ASA 5580および 5585-Xのクラスタリング環境での syslogメッセージ生成
のサポートが追加されました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Logging] > [Syslog Setup] >
[Advanced] > [Advanced Syslog Configuration]。

9.0(1)クラスタ

フェールオーバーコンフィギュレーションのスタンバイ装置で特定の syslog
メッセージの生成をブロックするためのサポートを追加しました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Syslog Setup]。

9.4(1)スタンバイ装置の syslog
のブロック
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

TCPと UDP経由で syslogを記録、送信、受信するために、syslogサーバを
IPv6アドレスで設定できるようになりました。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Logging]
> [Syslog Servers] > [Add Syslog Server]

9.7(1)syslogサーバでの IPv6ア
ドレスのサポート

ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4   

975

ロギングの履歴



   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
976

ロギングの履歴



第 41 章

SNMP

この章では、Simple Network Management Protocol（SNMP）に Cisco ASAをモニタさせるための
設定方法について説明します。

• SNMPの概要, 977 ページ

• SNMPのガイドライン, 981 ページ

• SNMPの設定, 983 ページ

• SNMPモニタリング, 988 ページ

• SNMPの履歴, 989 ページ

SNMP の概要
SNMPは、ネットワークデバイス間での管理情報の交換を容易にするアプリケーション層プロト
コルで、TCP/IPプロトコルスイートの一部です。ASAは SNMPバージョン 1、2c、および 3を使
用したネットワーク監視に対するサポートを提供し、3つのバージョンの同時使用をサポートし
ます。ASAのインターフェイス上で動作する SNMPエージェントを使用すると、HP OpenViewな
どのネットワーク管理システム（NMS）を使用してネットワークデバイスをモニタできます。
ASAはGET要求の発行を通じてSNMP読み取り専用アクセスをサポートします。SNMP書き込み
アクセスは許可されていないため、SNMPを使用して変更することはできません。さらに、SNMP
SET要求はサポートされていません。

NMS（ネットワーク管理システム）にASA特定のイベント（イベント通知）を送信するために、
管理対象デバイスから管理ステーションへの要求外のメッセージであるトラップを送信するよう

に設定したり、NMS（ネットワーク管理システム）を使用してセキュリティデバイス上で管理情
報ベース（MIB）を検索できます。MIBは定義の集合であり、ASAは各定義に対応する値のデー
タベースを保持しています。MIBをブラウズすることは、NMSからMIBツリーの一連のGET-NEXT
または GET-BULK要求を発行して値を決定することを意味します。

ASAには SNMPエージェントが含まれています。このエージェントは、通知を必要とすることが
事前に定義されているイベント（たとえば、ネットワーク内のリンクがアップ状態またはダウン

状態になる）が発生すると、指定した管理ステーションに通知します。このエージェントが送信
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する通知には、管理ステーションに対して自身を識別する SNMP OIDが含まれています。ASA
エージェントは、管理ステーションが情報を要求した場合にも応答します。

SNMP の用語
次の表に、SNMPで頻繁に使用される用語を示します。

表 53：SNMP の用語

説明用語

ASAで稼働する SNMPサーバ。SNMPエージェントは、次の機能を搭載しています。

•ネットワーク管理ステーションからの情報の要求およびアクションに応答する。

•管理情報ベース（SNMPマネージャが表示または変更できるオブジェクトの集合）へのアクセ
スを制御する。

• SET操作を許可しない。

エージェント

デバイス上の SNMPエージェントから必要な情報をポーリングすることによって、ネットワーク管
理ステーションからデバイスのヘルスをモニタすること。このアクティビティには、ネットワーク

管理ステーションからMIBツリーの一連の GET-NEXTまたは GET-BULK要求を発行して、値を決
定することが含まれる場合があります。

ブラウジング

パケット、接続、バッファ、フェールオーバーなどに関する情報を収集するための標準化されたデー

タ構造。MIBは、大部分のネットワークデバイスで使用される製品、プロトコル、およびハード
ウェア標準によって定義されます。SNMPネットワーク管理ステーションは、MIBをブラウズし、
特定のデータまたはイベントの発生時にこれらを要求できます。

管理情報ベース

（MIB）

SNMPイベントのモニタやASAなどのデバイスの管理用に設定されている、PCまたはワークステー
ション。

ネットワーク管

理ステーション

（NMS）

NMSに対してデバイスを識別し、モニタおよび表示される情報の源をユーザに示すシステム。オブジェクト

ID（OID）

SNMPエージェントから NMSへのメッセージを生成する、事前定義済みのイベント。イベントに
は、リンクアップ、リンクダウン、コールドスタート、ウォームスタート、認証、syslogメッセージ
などのアラーム状態が含まれます。

Trap

SNMP バージョン 3 の概要
SNMPバージョン 3は SNMPバージョン 1またはバージョン 2cでは使用できなかったセキュリ
ティ拡張機能を提供します。SNMPバージョン 1とバージョン 2cは SNMPサーバと SNMPエー
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ジェント間でデータをクリアテキストで転送します。SNMPバージョン 3は認証とプライバシー
オプションを追加してプロトコルオペレーションをセキュリティ保護します。また、このバー

ジョンはユーザベースセキュリティモデル（USM）とビューベースアクセスコントロールモデ
ル（VACM）を通して SNMPエージェントとMIBオブジェクトへのアクセスをコントロールしま
す。ASAおよび ASASMは、SNMPグループとユーザの作成、およびセキュアな SNMP通信の転
送の認証と暗号化をイネーブルにするために必要なホストの作成もサポートします。

セキュリティモデル

設定上の目的のために、認証とプライバシーのオプションはセキュリティモデルにまとめられま

す。セキュリティモデルはユーザとグループに適用され、次の 3つのタイプに分けられます。

• NoAuthPriv：認証もプライバシーもありません。メッセージにどのようなセキュリティも適
用されないことを意味します。

• AuthNoPriv：認証はありますがプライバシーはありません。メッセージが認証されることを
意味します。

• AuthPriv：認証とプライバシーがあります。メッセージが認証および暗号化されることを意
味します。

SNMP グループ

SNMPグループはユーザを追加できるアクセスコントロールポリシーです。各SNMPグループは
セキュリティモデルを使用して設定され、SNMPビューに関連付けられます。SNMPグループ内
のユーザは、SNMPグループのセキュリティモデルに一致する必要があります。これらのパラ
メータは、SNMPグループ内のユーザがどのタイプの認証とプライバシーを使用するかを指定し
ます。各 SNMPグループ名とセキュリティモデルのペアは固有である必要があります。

SNMP ユーザ

SNMPユーザは、指定されたユーザ名、ユーザが属するグループ、認証パスワード、暗号化パス
ワード、および使用する認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズムを持ちます。認証アルゴリズム

のオプションはMD5とSHAです。暗号化アルゴリズムのオプションはDES、3DES、およびAES
（128、192、および 256バージョンで使用可能）です。ユーザを作成した場合は、それを SNMP
グループに関連付ける必要があります。その後、そのユーザはグループのセキュリティモデルを

継承します。

SNMP ホスト

SNMPホストは SNMP通知とトラップの送信先となる IPアドレスです。トラップは設定された
ユーザだけに送信されるため、ターゲット IPアドレスとともに SNMPバージョン 3のホストを設
定するには、ユーザ名を設定する必要があります。SNMPターゲット IPアドレスとターゲットパ
ラメータ名はASAおよびASAサービスモジュールで固有である必要があります。各 SNMPホス
トはそれぞれに関連付けられているユーザ名を 1つだけ持つことができます。SNMPトラップを
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受信するには、SNMP NMSを設定し、NMSのユーザクレデンシャルがASAおよびASASMのク
レデンシャルと一致するように設定してください。

ASA、ASA サービスモジュール、Cisco IOS ソフトウェアの間の実装には、Cisco IOSソフトウェアサービス
モジュール

ASAおよび ASASMでの SNMPバージョン 3の実装は、Cisco IOSソフトウェアでの SNMPバー
ジョン 3の実装と次の点で異なります。

•ローカルエンジン IDとリモートエンジン IDは設定できません。ローカルエンジン IDは、
ASAまたはASASMが起動されたとき、あるいはコンテキストが作成されたときに生成され
ます。

•ビューベースのアクセスコントロールに対するサポートはないため、結果としてMIBのブ
ラウジングは無制限になります。

•サポートは、USM、VACM、FRAMEWORK、およびTARGETというMIBに制限されます。

•正しいセキュリティモデルを使用してユーザとグループを作成する必要があります。

•正しい順序でユーザ、グループ、およびホストを削除する必要があります。

• snmp-server hostコマンドを使用すると、着信 SNMPトラフィックを許可する ASA、ASAv、
または ASASMのルールが作成されます。

SNMP syslog メッセージ
SNMPでは、212nnnという番号が付いた詳細な syslogメッセージが生成されます。syslogメッセー
ジは、ASAまたはASASMから、SNMP要求、SNMPトラップ、SNMPチャネルのステータスを、
指定のインターフェイスの指定のホストに表示します。

syslogメッセージの詳細については、『syslogメッセージガイド』を参照してください。

SNMP syslogメッセージがレート制限（毎秒約 4000）を超えた場合、SNMPポーリングは失敗
します。

（注）

アプリケーションサービスとサードパーティツール

SNMPサポートについては、次の URLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk605/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html

SNMPバージョン 3 MIBをウォークするためのサードパーティツールの使い方については、次の
URLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/snmp/snmpv3_tools.html
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SNMP のガイドライン
この項では、SNMPを設定する前に考慮する必要のあるガイドラインおよび制限事項について説
明します。

フェールオーバーのガイドライン

各 ASA、ASAvまたは ASASMの SNMPクライアントは、それぞれのピアとエンジンデータを共
有します。エンジンデータには、SNMP-FRAMEWORK-MIBの engineID、engineBoots、および
engineTimeオブジェクトが含まれます。エンジンデータは flash:/snmp/contextnameにバイナリファ
イルとして書き込まれます。

IPv6 のガイドライン

IPv6はサポートされません。

その他のガイドライン

• SNMPトラップを受信するかMIBをブラウズするには、CiscoWorks forWindowsか別のSNMP
MIB-II互換ブラウザを持っている必要があります。

•ビューベースのアクセスコントロールはサポートされませんが、ブラウジングにVACMMIB
を使用してデフォルトのビュー設定を決定できます。

• ENTITY-MIBは管理外コンテキストでは使用できません。代わりに IF-MIBを使用して、管
理外コンテキストでクエリーを実行します。

• AIP SSMまたは AIP SSCでは、SNMPバージョン 3はサポートされません。

• SNMPデバッグはサポートされません。

• ARP情報の取得はサポートされません。

• SNMP SETコマンドはサポートされません。

• NET-SNMPバージョン 5.4.2.1を使用する場合、暗号化アルゴリズムバージョン AES128だ
けがサポートされます。暗号化アルゴリズムバージョンの AES256または AES192はサポー
トされません。

•結果としてSNMP機能の整合性が取れない状態になる場合、既存の設定への変更は拒否され
ます。

• SNMPバージョン 3の設定は、グループ、ユーザ、ホストの順に行う必要があります。

•グループを削除する前に、そのグループに関連付けられているすべてのユーザが削除されて
いることを確認する必要があります。

•ユーザを削除する前に、そのユーザ名に関連付けられているホストが設定されていないこと
を確認する必要があります。
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•特定のセキュリティモデルを使用して特定のグループに属するようにユーザが設定されてい
る場合にそのグループのセキュリティレベルを変更する場合は、次の順に操作を実行する必

要があります。

◦そのグループからユーザを削除します。

◦グループのセキュリティレベルを変更します。

◦新しいグループに属するユーザを追加します。

• MIBオブジェクトのサブセットへのユーザアクセスを制限するためのカスタムビューの作
成はサポートされていません。

•すべての要求とトラップは、デフォルトの読み取り/通知ビューだけで使用できます。

• connection-limit-reachedトラップは管理コンテキストで生成されます。このトラップを生成す
るには、接続制限に達したユーザコンテキストで設定された SNMPサーバホストが少なく
とも 1つ必要です。

• ASA 5585 SSP-40（NPE）のシャーシ温度を問い合わせることはできません。

• NMSが正常にオブジェクトを要求できない場合、または ASAからの着信トラップを適切に
処理していない場合は、パケットキャプチャの実行が問題を判別する最も有効な方法となり

ます。[Wizards] > [Packet Capture Wizard]を選択して、画面に表示される指示に従います。

•最大 4000個までホストを追加できます。ただし、トラップの対象として設定できるのはそ
のうちの 128個だけです。

•サポートされるアクティブなポーリング先の総数は 128個です。

•ホストグループとして追加する個々のホストを示すためにネットワークオブジェクトを指
定できます。

• 1つのホストに複数のユーザを関連付けることができます。

•ネットワークオブジェクトは、別の host-groupコマンドと重複して指定することができま
す。異なるネットワークオブジェクトの共通のホストに対しては、最後のホストグループ

に指定した値が適用されます。

•ホストグループや他のホストグループと重複するホストを削除すると、設定済みのホスト
グループで指定されている値を使用してホストが再設定されます。

•ホストで取得される値は、コマンドの実行に使用するように指定したシーケンスによって異
なります。

• SNMPで送信できるメッセージのサイズは 1472バイトまでです。

• SNMPv3エンジン IDはクラスタのメンバー間で同期されません。そのため、SNMPv3につ
いては、クラスタの各ユニットでそれぞれ設定する必要があります。

•バージョン 9.4(1)の場合、ASAはコンテキストごとに無制限の SNMPサーバトラップホス
トをサポートします。show snmp-server hostコマンドは、静的に設定されたホストのほか、
ASAをポーリングするアクティブなホストのみを表示します。
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SNMP の設定
ここでは、SNMPの設定方法について説明します。

手順

ステップ 1 ASAから要求を受信するように SNMP管理ステーションを設定します。

ステップ 2 SNMPトラップを設定します。

ステップ 3 SNMPバージョン 1および 2cのパラメータまたは SNMPバージョン 3のパラメータを設定しま
す。

SNMP 管理ステーションの設定
SNMP管理ステーションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [SNMP]の順に選択します。デフォ
ルトでは、SNMPサーバはイネーブルになっています。

ステップ 2 [SNMP Management Stations]ペインで [Add]をクリックします。
[Add SNMP Host Access Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 SNMPホストが存在するインターフェイスを選択します。

ステップ 4 SNMPホストの IPアドレスを入力します。

ステップ 5 SNMPホストのUDPポートを入力します。デフォルトのポート 162をそのまま使用することもで
きます。

ステップ 6 SNMPホストのコミュニティストリングを追加します。管理ステーションに対してコミュニティ
ストリングが指定されていない場合は、[SNMP Management Stations]ペインの [Community String
(default)]フィールドに設定されている値が使用されます。

ステップ 7 SNMPホストで使用される SNMPのバージョンを選択します。

ステップ 8 前の手順で SNMPバージョン 3を選択した場合は、設定済みユーザの名前を選択します。

ステップ 9 [Poll]チェックボックスまたは [Trap]チェックボックスのいずれかをオンにして、NMSとの通信
に使用する方式を指定します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。
[Add SNMP Host Access Entry]ダイアログボックスが閉じます。

ステップ 11 [Apply]をクリックします。
NMSが設定され、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。SNMPバージョ
ン 3の NMSツールの詳細については、次の URLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/snmp/snmpv3_tools.html
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SNMP トラップの設定
SNMPエージェントが生成するトラップ、およびそのトラップを収集し、NMSに送信する方法を
指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [SNMP]の順に選択します。

ステップ 2 [Configure Traps]をクリックします。
[SNMP Trap Configuration]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [SNMP Server Traps Configuration]チェックボックスをオンにします。
トラップは、[standard]、[IKEv2]、[entity MIB]、[IPsec]、[remote access]、[resource]、[NAT]、
[syslog]、[CPU utilization]、[CPU utilization andmonitoring interval]、および [SNMP interface threshold
and interval]のカテゴリに分類されます。SNMPトラップを介して通知を発行するための SNMPイ
ベントを指定するため、目的のチェックボックスをオンにします。デフォルトの設定では、すべ

ての SNMP標準トラップがイネーブルです。トラップタイプを指定しない場合、デフォルトで
syslogトラップに設定されます。デフォルトのSNMPトラップは、syslogトラップとともにイネー
ブルの状態を続けます。デフォルトでは他のトラップはすべてディセーブルです。トラップをディ

セーブルにするには、該当するチェックボックスをオフにします。syslogトラップの重大度レベ
ルを設定するには、[Configuration] > [Device Management] > [Logging] > [Logging Filters]の順に選択
します。

ステップ 4 [OK]をクリックして、[SNMP Trap Configuration]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。
SNMPトラップが設定され、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保存されます。

SNMP バージョン 1 または 2c のパラメータの設定
SNMPバージョン 1または 2cのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [SNMP]の順に選択します。

ステップ 2 SNMPバージョン 1または 2cを使用する場合は、[Community String (default)]フィールドにデフォ
ルトのコミュニティストリングを入力します。要求を ASAに送信するときに SNMP NMSで使用
されるパスワードを入力します。SNMPコミュニティストリングは、SNMP NMSと管理対象の
ネットワークノード間の共有秘密です。ASAでは、着信 SNMP要求が有効かどうかを判断する
ためにパスワードが使用されます。パスワードは、大文字と小文字が区別される、最大32文字の
英数字です。スペースは使用できません。デフォルトは publicです。SNMPバージョン 2cでは、
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NMSごとに、別々のコミュニティストリングを設定できます。コミュニティストリングがどの
NMSにも設定されていない場合、ここで設定した値がデフォルトとして使用されます。

ステップ 3 ASAシステム管理者の名前を入力します。テキストは、大文字と小文字が区別される、最大 127
文字の英数字です。スペースを使用できますが、複数のスペースを入力しても 1つのスペースに
なります。

ステップ 4 SNMPで管理しているASAの場所を入力します。テキストは、大文字と小文字が区別され、最大
127文字です。スペースを使用できますが、複数のスペースを入力しても 1つのスペースになり
ます。

ステップ 5 NMSからの SNMP要求をリッスンする ASAポートの番号を入力します。デフォルトのポート番
号 161をそのまま使用することもできます。

ステップ 6 [SNMP Host Access List]ペインで [Add]をクリックします。
[Add SNMP Host Access Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 トラップの送信元となるインターフェイスの名前をドロップダウンリストから選択します。

ステップ 8 ASAに接続できる NMSまたは SNMPマネージャの IPアドレスを入力します。

ステップ 9 UDPのポート番号を入力します。デフォルトは 162です。

ステップ 10 使用する SNMPのバージョンをドロップダウンリストから選択します。バージョン 1または 2c
を選択した場合は、コミュニティストリングを入力する必要があります。バージョン 3を選択し
た場合は、ドロップダウンリストからユーザ名を選択する必要があります。

ステップ 11 要求の送信（ポーリング）だけに NMSを制限する場合は、[Server Poll/Trap Specification]領域の
[Poll]チェックボックスをオンにします。トラップの受信だけに NMSを制限する場合は、[Trap]
チェックボックスをオンにします。両方のチェックボックスをオンにすると、SNMPホストの両
方の機能が実行されます。

ステップ 12 [OK]をクリックして、[Add SNMP Host Access Entry]ダイアログボックスを閉じます。
新しいホストが [SNMP Host Access List]ペインに表示されます。

ステップ 13 [Apply]をクリックします。
SNMPバージョン 1、2c、または 3のパラメータが設定され、その変更内容が実行コンフィギュ
レーションに保存されます。

SNMP バージョン 3 のパラメータの設定
SNMPバージョン 3のパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [SNMP]の順に選択します。

ステップ 2 [SNMPv3 Users]ペインの [SNMPv3 User/Group]タブで [Add] > [SNMP User]の順にクリックして、
設定済みのユーザまたは新規ユーザをグループに追加します。グループ内に残る最後のユーザを

削除すると、そのグループは ASDMにより削除されます。
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ユーザが作成された後は、そのユーザが属するグループは変更できませ

ん。

（注）

[Add SNMP User Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 SNMPユーザが属するグループを選択します。選択できるグループは次のとおりです。

• [Auth&Encryption]：このグループに属するユーザには、認証と暗号化が設定されます。

• [Authentication_Only]：このグループに属するユーザには、認証だけ設定されます。

• [No_Authentication]：このグループに属するユーザには、認証も暗号化も設定されません。

グループ名は変更できませ

ん。

（注）

ステップ 4 ユーザセキュリティモデル（USM）グループを使用する場合は、[USMModel]タブをクリックし
ます。

ステップ 5 [Add]をクリックします。
[Add SNMP USM Entry]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 グループ名を入力します。

ステップ 7 ドロップダウンリストからセキュリティレベルを選択します。設定済みのUSMグループをセキュ
リティレベルとして SNMPv3ユーザに割り当てることができます。

ステップ 8 設定済みユーザまたは新規ユーザの名前を入力します。ユーザ名は、選択した SNMPサーバグ
ループ内で一意であることが必要です。

ステップ 9 [Encrypted]と [Clear Text]のいずれかのオプションボタンをクリックして、使用するパスワードの
タイプを指定します。

ステップ 10 [MD5]と [SHA]のいずれかのオプションボタンをクリックして、使用する認証のタイプを指定し
ます。

ステップ 11 認証に使用するパスワードを入力します。

ステップ 12 [DES]、[3DES]、[AES]の中からいずれかのオプションボタンをクリックして、使用する暗号化の
タイプを指定します。

ステップ 13 AES暗号化を選択した場合は、使用するAES暗号化のレベルとして、128、192、256のいずれか
を選択します。

ステップ 14 暗号化に使用するパスワードを入力します。パスワードの長さは、英数字で最大 64文字です。

ステップ 15 [OK]をクリックすると、グループが作成され（指定したユーザがそのグループに属する最初のユー
ザである場合）、[Group Name]ドロップダウンリストにそのグループが表示されます。またその
グループ内にユーザが作成されます。

[Add SNMP User Entry]ダイアログボックスが閉じます。

ステップ 16 [Apply]をクリックします。
SNMPバージョン 3のパラメータが設定され、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保
存されます。
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ユーザのグループの設定

指定したユーザのグループからなる SNMPユーザリストを設定するには、次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Management Access] > [SNMP]の順に選択します。

ステップ 2 [SNMPv3 Users]ペインの [SNMPv3 User/Group]タブで [Add] > [SNMP User Group]の順にクリック
し、設定済みのユーザグループまたは新規ユーザグループを追加します。グループ内に残る最後

のユーザを削除すると、そのグループは ASDMにより削除されます。
[Add SNMP User Group]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 ユーザグループ名を入力します。

ステップ 4 既存のユーザまたはユーザグループを選択する場合は、[ExistingUser/UserGroup]オプションボタ
ンをクリックします。

ステップ 5 新規ユーザを作成する場合は、[Create new user]オプションボタンをクリックします。

ステップ 6 SNMPユーザが属するグループを選択します。選択できるグループは次のとおりです。

• [Auth&Encryption]：このグループに属するユーザには、認証と暗号化が設定されます。

• [Authentication_Only]：このグループに属するユーザには、認証だけ設定されます。

• [No_Authentication]：このグループに属するユーザには、認証も暗号化も設定されません。

ステップ 7 設定済みユーザまたは新規ユーザの名前を入力します。ユーザ名は、選択した SNMPサーバグ
ループ内で一意であることが必要です。

ステップ 8 [Encrypted]と [Clear Text]のいずれかのオプションボタンをクリックして、使用するパスワードの
タイプを指定します。

ステップ 9 [MD5]と [SHA]のいずれかのオプションボタンをクリックして、使用する認証のタイプを指定し
ます。

ステップ 10 認証に使用するパスワードを入力します。

ステップ 11 認証に使用するパスワードを確認のためにもう一度入力します。

ステップ 12 [DES]、[3DES]、[AES]の中からいずれかのオプションボタンをクリックして、使用する暗号化の
タイプを指定します。

ステップ 13 暗号化に使用するパスワードを入力します。パスワードの長さは、英数字で最大 64文字です。

ステップ 14 暗号化に使用するパスワードを確認のためにもう一度入力します。

ステップ 15 [Members inGroup]ペインの指定したユーザグループに新規ユーザを追加するには、[Add]をクリッ
クします。[Members inGroup]ペインから既存のユーザを削除するには、[Remove]をクリックしま
す。

ステップ 16 [OK]をクリックすると、指定したユーザグループに新規ユーザが作成されます。
[Add SNMP User Group]ダイアログボックスが閉じます。
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ステップ 17 [Apply]をクリックします。
SNMPバージョン 3のパラメータが設定され、その変更内容が実行コンフィギュレーションに保
存されます。

SNMP モニタリング
次の SNMPモニタリング用のコマンドを参照してください。[Tools] > [Command Line Interface]
を使用して次のコマンドを入力できます。

• show running-config snmp-server[default]

すべての SNMPサーバのコンフィギュレーション情報を表示します。

• show running-config snmp-server group

SNMPグループのコンフィギュレーション設定を表示します。

• show running-config snmp-server host

リモートホストに送信されるメッセージと通知を制御するためにSNMPによって使用されて
いるコンフィギュレーション設定を表示します。

• show running-config snmp-server host-group

SNMPホストグループのコンフィギュレーションを表示します。

• show running-config snmp-server user

SNMPユーザベースのコンフィギュレーション設定を表示します。

• show running-config snmp-server user-list

SNMPユーザリストのコンフィギュレーションを表示します。

• show snmp-server engineid

設定されている SNMPエンジンの IDを表示します。

• show snmp-server group

設定されているSNMPグループの名前を表示します。コミュニティストリングがすでに設定
されている場合、デフォルトでは 2つの別のグループが出力に表示されます。この動作は通
常のものです。

• show snmp-server statistics

SNMPサーバの設定済み特性を表示します。すべての SNMPカウンタをゼロにリセットする
には、clear snmp-server statisticsコマンドを使用します。

• show snmp-server user

ユーザの設定済み特性を表示します。
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表 54：SNMP の履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

クリアテキストコミュニティ文字列を使用してSNMPサーバとSNMPエージェ
ントの間でデータを送信することによって、ASA、ASAv、および ASASMの
ネットワークモニタリングとイベント情報を提供します。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Management
Access] > [SNMP]。

7.0(1)SNMPバージョン 1
および 2c

3DESまたは AES暗号化、およびサポートされているセキュリティモデルの中
で最もセキュアな形式である SNMPバージョン 3のサポートを提供します。こ
のバージョンでは、USMを使用して、ユーザ、グループ、ホスト、および認証
の特性を設定できます。さらに、このバージョンでは、エージェントとMIBオ
ブジェクトへのアクセスコントロールが許可され、追加のMIBサポートが含ま
れます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Management
Access] > [SNMP]。

8.2(1)SNMPバージョン 3

パスワードの暗号化がサポートされます。8.3(1)パスワードの暗号化

追加のキーワードとして、connection-limit-reached、cpu threshold rising、entity
cpu-temperature、entity fan-failure、entity power-supply、ikev2 stop | start、
interface-threshold、memory-threshold、nat packet-discard、warmstartをサポー
トします。

entPhysicalTableによって、センサー、ファン、電源、および関連コンポーネン
トのエントリがレポートされます。

追加のMIBとして、CISCO-ENTITY-SENSOR-EXT-MIB、
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB、CISCO-PROCESS-MIB、
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB、
CISCO-L4L7MODULE-RESOURCE-LIMIT-MIB、DISMAN-EVENT-MIB、
DISMAN-EXPRESSION-MIB、ENTITY-SENSOR-MIB、NAT-MIBをサポートし
ます。

さらに ceSensorExtThresholdNotification、clrResourceLimitReached、
cpmCPURisingThreshold、mteTriggerFired、natPacketDiscard、warmStartトラップ
をサポートしています。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Management
Access] > [SNMP]。

8.4(1)SNMPトラップと
MIB
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASAは、ifAliasOIDをサポートするようになりました。IF-MIBをブラウズする
際、fAlias OIDはインターフェイスの記述に設定済みの値に設定されます。

8.2(5)/8.4(2)IF-MIB ifAliasOIDの
サポート

ASASMは、次を除く 8.4(1)にあるすべてのMIBおよびトラップをサポートし
ます。

8.5(1)のサポートされていないMIB：

• CISCO-ENTITY-SENSOR-EXT-MIB（entPhySensorTableグループのオブジェ
クトだけがサポートされます）。

• ENTITY-SENSOR-MIB（entPhySensorTableグループのオブジェクトだけが
サポートされます）。

• DISMAN-EXPRESSION-MIB（expExpressionTable、expObjectTable、および
expValueTableグループのオブジェクトだけがサポートされます）。

8.5(1)のサポートされていないトラップ：

• ceSensorExtThresholdNotification（CISCO-ENTITY-SENSOR-EXT-MIB）。こ
のトラップは、電源障害、ファン障害および高CPU温度のイベントだけに
使用されます。

• InterfacesBandwidthUtilization。

8.5(1)ASAサービスモ
ジュール

（ASASM）

ASA 5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、および 5555-Xの追加のキーワードと
して、entity power-supply-presence、entity power-supply-failure、entity
chassis-temperature、entity chassis-fan-failure, entity power-supply-temperature
をサポートします。

次のコマンドが変更されました。snmp-server enable traps。

8.6(1)SNMPトラップ

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB.myMIBの更新バージョンが、次世代の暗
号化機能をサポートするために実装されました。

ASASMでは、次のMIBが有効になりました。

• ALTIGA-GLOBAL-REG.my

• ALTIGA-LBSSF-STATS-MIB.my

• ALTIGA-MIB.my

• ALTIGA-SSL-STATS-MIB.my

• CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB.my

• CISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB.my

9.0(1)VPN-related MIB
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

CISCO-TRUSTSEC-SXP-MIBのサポートが追加されました。9.0(1)Cisco TrustSec MIB

ASA 5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、および 5555-Xをサポートするために
5つの新しい SNMP物理ベンダータイプ OIDが追加されました。

9.1(1)SNMP OID

cnatAddrBindNumberOfEntriesおよび cnatAddrBindSessionCountOIDが、xlate_count
および max_xlate_countエントリをサポートするようになりました。これは、
show xlate countコマンドを使用したポーリングの許可と同等です。

9.1(2)NAT MIB

最大 4000個までホストを追加できるようになりました。サポートされるアク
ティブなポーリング先の数は 128個です。ホストグループとして追加する個々
のホストを示すためにネットワークオブジェクトを指定できます。1つのホス
トに複数のユーザを関連付けることができます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Management
Access] > [SNMP]。

9.1(5)SNMPのホスト、ホ
ストグループ、ユー

ザリスト

SNMPで送信できるメッセージのサイズが 1472バイトまでに増えました。9.2(1)SNMPメッセージの
サイズ

ASAは、cpmCPUTotal5minRev OIDをサポートするようになりました。

SNMPの sysObjectID OIDおよび entPhysicalVendorType OIDに、新しい製品とし
て ASAvが追加されました。

新しい ASAvプラットフォームをサポートするよう、CISCO-PRODUCTS-MIB
および CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIBが更新されました。

VPN共有ライセンスの使用状況をモニタするための新しいSNMPMIBが追加さ
れました。

9.2(1)SNMPのMIBおよび
OID

ASASM用にCISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB（OID1.3.6.1.4.1.9.9.392）
のサポートが追加されました。

9.3(1)SNMPのMIBおよび
OID
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

ASA 5506-Xをサポートするように CISCO-PRODUCTS-MIBおよび
CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIBが更新されました。

SNMPの sysObjectID OIDおよび entPhysicalVendorType OIDのテーブルに、新し
い製品として ASA 5506-Xが追加されました。

ASAでCISCO-CONFIG-MAN-MIBがサポートされるようになりました。以下が
可能です。

•特定のコンフィギュレーションについて入力されたコマンドを確認する。

•実行コンフィギュレーションに変更が発生したときに NMSに通知する。

•実行コンフィギュレーションが最後に変更または保存されたときのタイム
スタンプを追跡する。

•端末の詳細やコマンドのソースなど、コマンドに対するその他の変更を追
跡する。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [DeviceManagement] > [Management
Access] > [SNMP] > [Configure Traps] > [SNMP Trap Configuration]。

9.3(2)SNMPのMIBおよび
トラップ

SNMPの sysObjectID OIDおよび entPhysicalVendorType OIDのテーブルに、新し
い製品として ASA 5506W-X、ASA 5506H-X、ASA 5508-X、および ASA 5516-X
が追加されました。

9.4(1)SNMPのMIBおよび
トラップ

ASAは、コンテキストごとに無制限の SNMPサーバトラップホストをサポー
トします。show snmp-server hostコマンドの出力にはASAをポーリングしてい
るアクティブなホストと、静的に設定されたホストのみが表示されます。

変更された ASDM画面はありません。

9.4(1)コンテキストごとに

無制限のSNMPサー
バトラップホスト

ISA 3000製品ファミリーで SNMPがサポートされました。このプラットフォー
ムに新しい OIDが追加されました。 snmp-server enable traps entityコマンドが
変更され、新しい変数 l1-bypass-statusが追加されました。これにより、ハード
ウェアのバイパス状態の変更が可能になりました。

変更された ASDM画面はありません。

9.4(1.225)ISA 3000のサポート
が追加されました。

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIBの cempMemPoolTableがサポートされまし
た。これは、管理型システムのすべての物理エンティティのメモリプールモニ

タリングエントリのテーブルです。

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIBは64ビットのカウンタを使用し
て、プラットフォーム上の 4 GB以上のメモリのレポーティングをサ
ポートします。

（注）

9.6(1)CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB
の
cempMemPoolTable
のサポート
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

E2Eトランスペアレントクロックモードに対応するMIBがサポートされます。

SNMPの bulkget、getnext、walk機能のみがサポートされていま
す。

（注）

9.7(1)Precision Time
Protocol（PTP）の
E2Eトランスペアレ
ントクロックモー

ドMIBのサポート
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第 42 章

Anonymous Reporting および Smart Call Home

この章では、Anonymous Reportingおよび Smart Call Homeサービスを設定する方法について説明
します。

• Anonymous Reportingについて, 995 ページ

• Smart Call Homeの概要, 996 ページ

• Anonymous Reportingおよび Smart Call Homeのガイドライン, 997 ページ

• Anonymous Reportingおよび Smart Call Homeの設定, 998 ページ

• Anonymous Reportingおよび Smart Call Homeのモニタリング, 1002 ページ

• Anonymous Reportingおよび Smart Call Homeの履歴, 1003 ページ

Anonymous Reporting について
Anonymous Reportingをイネーブルにして、Cisco ASAプラットフォームを強化することができま
す。AnonymousReportingにより、エラーおよびヘルスに関する最小限の情報をデバイスからシス
コに安全に送信できます。この機能をイネーブルにした場合、お客様のアイデンティティは匿名

のままとなり、識別情報は送信されません。

AnonymousReportingをイネーブルにすると、トラストポイントが作成され、証明書がインストー
ルされます。CA証明書は、ASAでメッセージを安全に送信できるように、Smart Call Home Web
サーバ上のサーバ証明書を検証して、HTTPSセッションを形成するために必要です。ソフトウェ
アに事前定義済みの証明書が、シスコによってインポートされます。Anonymous Reportingをイ
ネーブルにする場合は、ハードコードされたトラストポイント名の _SmartCallHome_ServerCAで
証明書が ASAにインストールされます。Anonymous Reportingをイネーブルにすると、このトラ
ストポイントが作成され、適切な証明書がインストールされて、このアクションに関するメッ

セージが表示されます。これで、証明書が設定の中に存在するようになります。

AnonymousReportingをイネーブルにしたときに、適切な証明書がすでに設定に存在する場合、ト
ラストポイントは作成されず、証明書はインストールされません。
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Anonymous Reportingをイネーブルにすると、指定されたデータをシスコまたはシスコの代わ
りに運用するベンダー（米国以外の国を含む）に転送することに同意することになります。シ

スコでは、すべてのお客様のプライバシーを保護しています。シスコの個人情報の取り扱いに

関する詳細については、次の URLにあるシスコのプライバシー声明を参照してください。
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html

（注）

DNS 要件
ASAがCisco Smart Call Homeサーバに到達してシスコにメッセージを送信できるようにDNSサー
バを正しく設定する必要があります。ASAをプライベートネットワークに配置し、パブリック
ネットワークにはアクセスできないようにすることが可能なため、シスコでは DNS設定を検証
し、必要な場合には次の手順を実行して、ユーザの代わりにこれを設定します。

1 設定されているすべての DNSサーバに対して DNSルックアップを実行します。

2 最もセキュリティレベルの高いインターフェイスで DHCPINFORMメッセージを送信して、
DHCPサーバから DNSサーバを取得します。

3 ルックアップにシスコの DNSサーバを使用します。

4 tools.cisco.comに対してランダムに静的 IPアドレスを使用します。

これらの作業は、現在の設定を変更せずに実行されます。（たとえば、DHCPから学習されたDNS
サーバは設定には追加されません）。

設定されているDNSサーバがなく、ASAがCisco Smart Call Homeサーバに到達できない場合は、
各SmartCallHomeメッセージに対して、重大度「warning」の syslogメッセージが生成されます。
これは、DNSを適切に設定するようお願いするためです。

syslogメッセージについては、『syslogメッセージガイド』を参照してください。

Smart Call Home の概要
完全に設定が終わると、Smart Call Homeは設置場所での問題を検出し、多くの場合はそのような
問題があることにユーザが気付く前に、シスコにレポートを返すか、別のユーザ定義のチャネル

（ユーザ宛の電子メールまたはユーザに直接など）を使用してレポートを返します。シスコでは、

これらの問題の重大度に応じて次のサービスを提供することにより、システムコンフィギュレー

ションの問題、製品ライフサイクル終了通知の発表、セキュリティ勧告問題などに対応します。

•継続的モニタリング、リアルタイムの予防的なアラート、および詳細な診断により、問題を
迅速に識別する。

•サービス要求が開かれ、すべての診断データが添付されたSmartCallHome通知を使用して、
潜在的な問題をユーザに認識させる。

• CiscoTACの専門家に自動的に直接アクセスすることにより、重大な問題を迅速に解決する。
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•トラブルシューティングに必要な時間を短縮することにより、スタッフリソースを効率よく
使用する。

• Cisco TACへのサービスリクエストを自動的に生成し（サービス契約がある場合）、適切な
サポートチームに提出する。問題解決の時間を短縮する、詳細な診断情報を提供します。

Smart Call Homeポータルを使用すると必要な情報に迅速にアクセスできるため、以下の事項が実
現されます。

•すべての Smart Call Homeメッセージ、診断、および推奨事項を一箇所で確認する。

•サービスリクエストステータスを確認する。

•すべてのSmartCallHome対応デバイスに関する最新のインベントリ情報およびコンフィギュ
レーション情報を表示する。

Anonymous Reporting および Smart Call Home のガイドライン
この項では、Anonymous Reportingと Smart Call Homeを設定する前に考慮する必要のあるガイド
ラインおよび制限事項について説明します。

Anonymous Reporting のガイドライン

• DNSが設定されていること。

• Anonymous Reportingのメッセージを最初の試行で送信できなかった場合、ASAはメッセー
ジをドロップする前にさらに 2回試行します。

• Anonymous Reportingは、既存の設定を変更せずに、他の Smart Call Home設定と共存させる
ことができます。たとえば、Anonymous Reportingをイネーブルにする前に Smart Call Home
がディセーブルになっている場合、Anonymous Reportingをイネーブルにした後でも、ディ
セーブルのままです。

• Anonymous Reportingをイネーブルにしている場合、トラストポイントを削除することはで
きません。また、Anonymous Reportingをディセーブルにした場合、トラストポイントはそ
のまま残ります。Anonymous Reportingがディセーブルの場合は、トラストポイントを削除
できますが、Anonymous Reportingをディセーブルにしてもトラストポイントは削除されま
せん。

•マルチコンテキストモード設定を使用している場合は、dns、interface、trustpointコマンド
は管理コンテキストにあり、call-homeコマンドはシステムコンテキストにあります。

•

Smart Call Home のガイドライン

•マルチコンテキストモードでは、subscribe-to-alert-group snapshot periodicコマンドは、シス
テムコンフィギュレーションから情報を取得するコマンドと、ユーザコンテキストから情

報を取得するコマンドの 2つのコマンドに分割されます。
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• Smart Call Homeのバックエンドサーバは、XML書式のメッセージのみ受け取ることができ
ます。

• Smart Call Homeメッセージは、クラスタリングをイネーブルにしており、クリティカルな重
大度を持つ診断アラートグループに登録するようにSmartCallHomeを設定してある場合に、
重要なクラスタイベントをレポートするためにシスコに送信されます。Smart Call Homeク
ラスタリングメッセージは、次のイベントに対してのみ送信されます。

◦ユニットがクラスタに参加したとき

◦ユニットがクラスタから脱退したとき

◦クラスタユニットがクラスタマスターになったとき

◦クラスタのセカンダリユニットが故障したとき

送信される各メッセージには次の情報が含まれています。

◦アクティブクラスタのメンバ数

◦クラスタマスターでの show cluster infoコマンドおよび show cluster historyコマンドの
出力

Anonymous Reporting および Smart Call Home の設定
Anonymous Reportingは Smart Call Homeサービスの一部であり、これを使用すると、エラーおよ
びヘルスに関する最小限の情報をデバイスからシスコに匿名で送信できます。一方、Smart Call
Homeサービスは、システムヘルスのサポートをカスタマイズする機能です。Cisco TACがお客
様のデバイスをモニタして、問題があるときにケースを開くことができるようになります。多く

の場合は、お客様がその問題に気付く前に発見できます。

両方のサービスをシステム上で同時に設定できますが、Smart Call Homeサービスを設定すれば、
AnonymousReportingと同じ機能に加えて、カスタマイズされたサービスも使用できるようになり
ます。

Anonymous Reporting の設定
Anonymous Reportingを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration]> [Device Management] > [Smart Call Home]の順に選択します。

ステップ 2 [Enable Anonymous Reporting]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Test Connection]をクリックして、システムでメッセージを送信できることを確認します。
ASDMは成功メッセージまたはエラーメッセージを返して、テスト結果を通知します。
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ステップ 4 [Apply]をクリックして設定を保存し、Anonymous Reportingをイネーブルにします。

Smart Call Home の設定
SmartCallHomeサービス、システムセットアップ、およびアラートサブスクリプションプロファ
イルを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Device Management] > [Smart Call Home]の順に選択します。

ステップ 2 [Enable Registered Smart Call Home]チェックボックスをオンにして、Smart Call Homeをイネーブル
にし、ASAを Cisco TACに登録します。

ステップ 3 [AdvancedSystemSetup]をダブルクリックします。この領域は、3個のペインで構成されています。
各ペインは、タイトル行をダブルクリックすると展開または縮小できます。

a) [Mail Servers]ペインで、Smart Call Homeメッセージを電子メールのサブスクライバに配信する
際に通過するメールサーバを設定できます。

b) ASAの [Contact Information]ペインで、Smart Call Homeメッセージに表示される担当者の個人
情報を入力できます。このペインには、次の情報が含まれます。

•連絡先担当者の名前。

•連絡先の電話番号。

•連絡先担当者の住所。

•連絡先の電子メールアドレス。

• Smart Call Home電子メールの「from」電子メールアドレス。

• Smart Call Home電子メールの「reply-to」電子メールアドレス。

•カスタマー ID。

•サイト ID。

•連絡先 ID。

c) [Alert Control]ペインで、アラートの制御パラメータを調整できます。このペインには、[Alert
Group Status]ペインが含まれ、ここには次のアラートグループのステータス（イネーブルまた
はディセーブル）がリストされます。

•診断アラートグループ。

•コンフィギュレーションアラートグループ。

•環境アラートグループ。

•インベントリアラートグループ。
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•スナップショットアラートグループ。

• syslogアラートグループ。

•テレメトリアラートグループ。

•脅威アラートグループ。

• 1分間に処理される Smart Call Homeメッセージの最大数。

• Smart Call Home電子メールの「from」電子メールアドレス。

ステップ 4 [Alert Subscription Profiles]をダブルクリックします。指定した各サブスクリプションプロファイル
によって、サブスクライバおよび対象とするアラートグループが特定されます。

a) [Add]または [Edit]をクリックして、サブスクリプションプロファイルエディタを表示します。
ここでは、新規サブスクリプションプロファイルを作成したり、既存のサブスクリプション

プロファイルを編集したりできます。

b) [Delete]をクリックして、選択したプロファイルを削除します。
c) [Active]チェックボックスをオンにして、選択されたサブスクリプションプロファイルのSmart

Call Homeメッセージをサブスクライバに送信します。

ステップ 5 [Add]または [Edit]をクリックして、[AddAlert Subscription Profile]ダイアログボックスまたは [Edit
Alert Subscription Profile]ダイアログボックスを表示します。
a) [Name]フィールドは読み取り専用であり、編集できません。
b) [Enable this subscription profile]チェックボックスをオンにして、この特定のプロファイルをイ
ネーブルまたはディセーブルにします。

c) [Alert Delivery Method]領域で、[HTTP]または [Email]オプションボタンのいずれかをクリック
します。

d) [Subscribers]フィールドに電子メールアドレスまたはWebアドレスを入力します。

ステップ 6 [Alert Dispatch]領域では、管理者が、サブスクライバに送信する Smart Call Home情報の種類と送
信の条件を指定できます。時間ベースとイベントベースの 2種類のアラートがあり、アラートの
トリガー方法に応じて選択します。コンフィギュレーション、インベントリ、スナップショット、

およびテレメトリの各アラートグループは時間ベースです。診断、環境、Syslog、および脅威の
各アラートグループはイベントベースです。

ステップ 7 [Message Parameters]領域では、優先されるメッセージ形式や最大メッセージサイズなど、サブス
クライバに送信されるメッセージを制御するパラメータを調整できます。

ステップ 8 時間ベースのアラートの場合、[Alert Dispatch]領域で [Add]または [Edit]をクリックして、[Add
Configuration Alert Dispatch Condition]または [Edit Configuration Alert Dispatch Condition]ダイアログ
ボックスを表示します。

a) [Alert Dispatch Frequency]領域で、サブスクライバに情報を送信する頻度を指定します。

•毎月のサブスクリプションのための情報として、送信日、時刻を指定します。この指定が
ない場合は、ASAが適切な値を選択します。

•毎週のサブスクリプションのための情報として、送信日、時刻を指定します。この指定が
ない場合は、ASAが適切な値を選択します。
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•毎日のサブスクリプションには、情報を送信する時刻を指定します。この指定がない場合
は、ASAが適切な値を選択します。

•時間単位のサブスクリプションには、情報を送信する時間（分単位）を指定します。この
指定がない場合は、ASAが適切な値を選択します。時間単位のサブスクリプションが適
切なのは、スナップショットおよびテレメトリアラートグループのみです。

b) [Basic]または [Detailed]オプションボタンをクリックして、サブスクライバに必要な情報のレ
ベルを指定します。

c) [OK]をクリックしてコンフィギュレーションを保存します。

ステップ 9 イベントベースの診断、環境、および脅威アラートの場合、[Alert Dispatch]領域で [Add]または
[Edit]をクリックして、[CreateDiagnosticAlert DispatchCondition]または [Edit DiagnosticAlert Dispatch
Condition]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 10 [EventSeverity]ドロップダウンリストで、サブスクライバへのアラートのディスパッチをトリガー
するイベントの重大度を指定し、[OK]をクリックします。

ステップ 11 時間ベースのインベントリアラートの場合、[Alert Dispatch]領域で [Add]または [Edit]をクリック
して、[Create Inventory Alert Dispatch Condition]または [Edit Inventory Alert Dispatch Condition]ダイ
アログボックスを表示します。

ステップ 12 [Alert Dispatch Frequency]ドロップダウンリストで、サブスクライバにアラートをディスパッチす
る頻度を指定し、[OK]をクリックします。

ステップ 13 時間ベースのスナップショットアラートの場合、[Alert Dispatch]領域で [Add]または [Edit]をク
リックして、[Create Snapshot Alert Dispatch Condition]または [Edit Snapshot Alert Dispatch Condition]
ダイアログボックスを表示します。

a) [Alert Dispatch Frequency]領域で、サブスクライバに情報を送信する頻度を指定します。

•毎月のサブスクリプションのための情報として、送信日、時刻を指定します。この指定が
ない場合は、ASAが適切な値を選択します。

•毎週のサブスクリプションのための情報として、送信日、時刻を指定します。この指定が
ない場合は、ASAが適切な値を選択します。

•毎日のサブスクリプションには、情報を送信する時刻を指定します。この指定がない場合
は、ASAが適切な値を選択します。

•時間単位のサブスクリプションには、情報を送信する時間（分単位）を指定します。この
指定がない場合は、ASAが適切な値を選択します。時間単位のサブスクリプションが適
切なのは、スナップショットおよびテレメトリアラートグループのみです。

•間隔サブスクリプションの場合、サブスクライバに情報を送信する頻度を分単位で指定し
ます。この要件は、スナップショットアラートグループにのみ適用されます。

b) [OK]をクリックしてコンフィギュレーションを保存します。

ステップ 14 イベントベースの syslogアラートの場合、[Alert Dispatch]領域で [Add]または [Edit]をクリックし
て、[Create Syslog Alert Dispatch Condition]または [Edit Syslog Alert Dispatch Condition]ダイアログ
ボックスを表示します。
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a) [Specify the event severity which triggers the dispatch of alert to subscribers]チェックボックスをオン
にして、ドロップダウンリストからイベントの重大度を選択します。

b) [Specify the message IDs of syslogs which trigger the dispatch of alert to subscribers]チェックボック
スをオンにします。

c) 画面の指示に従って、サブスクライバへのアラートのディスパッチをトリガーするsyslogメッ
セージ IDを指定します。

d) [OK]をクリックしてコンフィギュレーションを保存します。

ステップ 15 イベントベースのテレメトリアラートの場合、[Alert Dispatch]領域で [Add]または [Edit]をクリッ
クして、[Create Telemetry Alert Dispatch Condition]または [Edit Telemetry Alert Dispatch Condition]
ダイアログボックスを表示します。

a) [Alert Dispatch Frequency]領域で、サブスクライバに情報を送信する頻度を指定します。

•毎月のサブスクリプションのための情報として、送信日、時刻を指定します。この指定が
ない場合は、ASAが適切な値を選択します。

•毎週のサブスクリプションのための情報として、送信日、時刻を指定します。この指定が
ない場合は、ASAが適切な値を選択します。

•毎日のサブスクリプションには、情報を送信する時刻を指定します。この指定がない場合
は、ASAが適切な値を選択します。

•時間単位のサブスクリプションには、情報を送信する時間（分単位）を指定します。この
指定がない場合は、ASAが適切な値を選択します。時間単位のサブスクリプションが適
切なのは、スナップショットおよびテレメトリアラートグループのみです。

b) [OK]をクリックしてコンフィギュレーションを保存します。

ステップ 16 [Test]をクリックして、設定したアラートが正しく動作しているかどうかを判別します。

Anonymous Reporting および Smart Call Home のモニタリング
Anonymous Reportingおよび Smart Call Homeサービスのモニタリングについては、次のコマンド
を参照してください。[Tools] > [Command Line Interface]を使用してこのコマンドを入力できま
す。

• show call-home detail

このコマンドは、現在の Smart Call Homeの詳細設定を表示します。

• show call-home mail-server status

このコマンドは、現在のメールサーバのステータスを表示します。

• show call-home profile {profile name | all}

このコマンドは、Smart Call Homeプロファイルのコンフィギュレーションを表示します。

• show call-home registered-module status [all]

このコマンドは、登録されているモジュールのステータスを表示します。
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• show call-home statistics

このコマンドは、Call Homeの詳細ステータスを表示します。

• show call-home

このコマンドは、現在の Smart Call Homeのコンフィギュレーションを表示します。

• show running-config call-home

このコマンドは、現在の Smart Call Homeの実行コンフィギュレーションを表示します。

• show smart-call-home alert-group

このコマンドは、Smart Call Homeアラートグループの現在のステータスを表示します。

• show running-config all

このコマンドは、Anonymous Reportingユーザプロファイルに関する詳細を表示します。

Anonymous Reporting および Smart Call Home の履歴

表 55：Anonymous Reporting および Smart Call Home の履歴

説明プラット

フォームリ

リース

機能名

SmartCallHomeサービスは、ASAに関するプロアクティ
ブ診断およびリアルタイムアラートを提供し、ネット

ワークの可用性と運用効率を向上させます。

次の画面が導入されました。

[Configuration] > [Device Management] > [Smart Call
Home]。

8.2(2)Smart Call Home

Anonymous Reportingをイネーブルにして、ASAプラッ
トフォームを強化することができます。Anonymous
Reportingにより、エラーおよびヘルスに関する最小限の
情報をデバイスからシスコに安全に送信できます。

次の画面が変更されました。[Configuration] > [Device
Monitoring] > [Smart Call Home]。

9.0(1)Anonymous Reporting

テレメトリアラートグループレポートのための show
local-hostコマンドは、show local-host | include interface
コマンドに変更になりました。

9.1(2)Smart Call Home
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説明プラット

フォームリ

リース

機能名

SmartCallHomeメッセージは、クラスタリングをイネー
ブルにしており、クリティカルな重大度を持つ診断ア

ラートグループに登録するように Smart Call Homeを設
定してある場合に、重要なクラスタイベントをレポー

トするためにシスコに送信されます。SmartCallHomeク
ラスタリングメッセージは、次の 3種類のイベントに
対してのみ送信されます。

•ユニットがクラスタに参加したとき

•ユニットがクラスタから脱退したとき

•クラスタユニットがクラスタマスターになったと
き

送信される各メッセージには次の情報が含まれていま

す。

•アクティブクラスタのメンバ数

•クラスタマスターでの show cluster infoコマンドお
よび show cluster historyコマンドの出力

9.1(3)Smart Call Home
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第 IX 部

参照先
• アドレス、プロトコル、およびポート, 1007 ページ





第 43 章

アドレス、プロトコル、およびポート

この章では、IPアドレス、プロトコル、およびアプリケーションのクイックリファレンスを提
供します。

• IPv4アドレスとサブネットマスク, 1007 ページ

• IPv6 Addresses, 1011 ページ

• プロトコルとアプリケーション, 1018 ページ

• TCPポートおよび UDPポート, 1020 ページ

• ローカルポートとプロトコル, 1024 ページ

• ICMPタイプ, 1025 ページ

IPv4 アドレスとサブネットマスク
この項では、Cisco ASAで IPv4アドレスを使用する方法について説明します。IPv4アドレスは
ドット付き 10進数表記の 32ビットの数値であり、バイナリから 10進数に変換されドットで区切
られた 4つの 8ビットフィールド（オクテット）で構成されます。IPアドレスの最初の部分はホ
ストが常駐するネットワークを示し、2番目の部分は所定のネットワーク上の特定のホストを示
します。ネットワーク番号フィールドは、ネットワークプレフィックスと呼ばれます。所定の

ネットワーク上のホストはすべて、同じネットワークプレフィックスを共有しますが、固有のホ

スト番号を持つ必要があります。クラスフルIPでは、アドレスのクラスがネットワークプレフィッ
クスとホスト番号の間の境界を決定します。

クラス

IPホストアドレスは、Class A、Class B、Class Cの 3つの異なるアドレスクラスに分かれていま
す。各クラスは、32ビットアドレス内の異なるポイントで、ネットワークプレフィックスとホ
スト番号の間の境界を決定します。Class Dアドレスは、マルチキャスト IP用に予約されていま
す。
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• ClassAアドレス（1.xxx.xxx.xxx～126.xxx.xxx.xxx）は、最初のオクテットのみをネットワー
クプレフィックスとして使用します。

• Class Bアドレス（128.0.xxx.xxx～ 191.255.xxx.xxx）は、最初の 2つのオクテットをネット
ワークプレフィックスとして使用します。

• Class Cアドレス（192.0.0.xxx～ 223.255.255.xxx）は、最初の 3つのオクテットをネットワー
クプレフィックスとして使用します。

Class Aアドレスには 16,777,214個のホストアドレス、Class Bアドレスには 65,534個のホストが
あるので、サブネットマスクを使用してこれらの膨大なネットワークを小さいサブネットに分割

することができます。

プライベートネットワーク

ネットワーク上に多数のアドレスが必要な場合、それらをインターネットでルーティングする必

要がないときは、インターネット割り当て番号局（IANA）が推奨するプライベート IPアドレス
を使用できます（RFC1918を参照）。次のアドレス範囲が、アドバタイズされないプライベート
ネットワークとして指定されています。

• 10.0.0.0～ 10.255.255.255

• 172.16.0.0～ 172.31.255.255

• 192.168.0.0～ 192.168.255.255

サブネットマスク

サブネットマスクを使用すると、単一のClass A、B、またはCネットワークを複数のネットワー
クに変換できます。サブネットマスクを使用して、ホスト番号からネットワークプレフィックス

にビットを追加する拡張ネットワークプレフィックスを作成することができます。たとえば、

Class Cネットワークプレフィックスは常に、IPアドレスの最初の 3つのオクテットで構成され
ます。一方、Class C拡張ネットワークプレフィックスは、4番目のオクテットの一部も使用しま
す。

ドット付き 10進数の代わりにバイナリ表記を使用している場合は、サブネットマスクを容易に
理解できます。サブネットマスク内のビットには、インターネットアドレスとの 1対 1の対応関
係があります。

• IPアドレス内の対応するビットが拡張ネットワークプレフィックスの一部である場合、ビッ
トは 1に設定されます。

•ビットがホスト番号の一部である場合、ビットは 0に設定されます。

例 1：Class Bアドレスが 129.10.0.0の場合に 3番目のオクテット全体をホスト番号ではなく拡張
ネットワークプレフィックスの一部として使用するには、サブネットマスクとして

11111111.11111111.11111111.00000000を指定する必要があります。このサブネットマスクによっ
て、Class Bアドレスは、ホスト番号が最後のオクテットだけで構成される Class Cアドレスに相
当するものに変換されます。
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例 2：3番目のオクテットの一部だけを拡張ネットワークプレフィックスに使用する場合は、
11111111.11111111.11111000.00000000のようなサブネットマスクを指定する必要があります。こ
こでは、3番目のオクテットのうち 5ビットだけが拡張ネットワークプレフィックスに使用され
ます。

サブネットマスクは、ドット付き 10進数マスクまたは /ビット（「スラッシュビット」）マスク
として記述できます。例 1では、ドット付き 10進数マスクに対して、各バイナリオクテットを
10進数の 255.255.255.0に変換します。/ビットマスクの場合は、1s: /24の数値を追加します。例
2では、10進数は 255.255.248.0で、/ビットは /21です。

3番目のオクテットの一部を拡張ネットワークプレフィックスに使用して、複数のClass Cネット
ワークを大規模なネットワークにスーパーネット化することもできます。たとえば、192.168.0.0/20
です。

サブネットマスクの決定

必要なホストの数に基づいてサブネットマスクを決定するには、次の表を参照してください。

単一のホストを示す /32を除き、サブネットの最初と最後の数は予約されています。（注）

表 56：ホスト、ビット、ドット区切りの 10 進数マスク

ドット付き 10 進数マスク/ビットマスクホスト

255.0.0.0 Class Aネットワーク/816,777,216

255.255.0.0 Class Bネットワーク/1665,536

255.255.128.0/1732,768

255.255.192.0/1816,384

255.255.224.0/198192

255.255.240.0/204096

255.255.248.0/212048

255.255.252.0/221024

255.255.254.0/23512

255.255.255.0 Class Cネットワーク/24256

255.255.255.128/25128

255.255.255.192/2664
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ドット付き 10 進数マスク/ビットマスクホスト

255.255.255.224/2732

255.255.255.240/2816

255.255.255.248/298

255.255.255.252/304

255.255.255.254/31使用不可

255.255.255.255単一ホストアドレス/321

サブネットマスクに使用するアドレスの決定

次の各項では、Class Cサイズおよび Class Bサイズのネットワークに対してサブネットマスクで
使用するネットワークアドレスを判別する方法について説明します。

クラス C 規模ネットワークアドレス

2～ 254のホストを持つネットワークの場合、4番目のオクテットは、0から始まるホストアドレ
スの数の倍数になります。例として、次の表に8個のホストを持つサブネット（/29）、192.168.0.x
を示します。

サブネットの最初と最後のアドレスは予約されています。最初のサブネットの例では、192.168.0.0
と 192.168.0.7は使用できません。

（注）

表 57：クラス C 規模ネットワークアドレス

アドレス範囲マスク /29（255.255.255.248）でのサブネット

192.168.0.0～ 192.168.0.7192.168.0.0

192.168.0.8～ 192.168.0.15192.168.0.8

192.168.0.16～ 192.168.0.31192.168.0.16

——

192.168.0.248～ 192.168.0.255192.168.0.248
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クラス B 規模ネットワークアドレス

254～ 65,534のホストを持つネットワークのサブネットマスクで使用するネットワークアドレス
を判別するには、可能な拡張ネットワークプレフィックスそれぞれについて 3番目のオクテット
の値を判別する必要があります。たとえば、10.1.x.0のようなアドレスをサブネット化することが
できます。ここで、最初の 2つのオクテットは拡張ネットワークプレフィックスで使用されるた
め固定されています。4番目のオクテットは、すべてのビットがホスト番号に使用されるため、0
です。

3番目のオクテットの値を判別するには、次の手順を実行します。

1 65,536（3番目と 4番目のオクテットを使用するアドレスの合計）を必要なホストアドレスの
数で割って、ネットワークから作成できるサブネットの数を計算します。

たとえば、65,536を 4096のホストで割ると、16になります。したがって、Class Bサイズの
ネットワークでは、それぞれ 4096個のアドレスを持つサブネットが 16個できます。

2 256（3番目のオクテットの値の数）をサブネットの数で割って、3番目のオクテット値の倍数
を判別します。

この例では、256/16 = 16です。

3番目のオクテットは、0から始まる 16の倍数になります。

次の表に、ネットワーク 10.1の 16個のサブネットを示します。

サブネットの最初と最後のアドレスは予約されています。最初のサブネットの例では、10.1.0.0
と 10.1.15.255は使用できません。

（注）

表 58：ネットワークのサブネット

アドレス範囲マスク /20（255.255.240.0）でのサブネット

10.1.0.0～ 10.1.15.25510.1.0.0

10.1.16.0～ 10.1.31.25510.1.16.0

10.1.32.0～ 10.1.47.25510.1.32.0

——

10.1.240.0～ 10.1.255.25510.1.240.0

IPv6 Addresses
IPv6は、IPv4後の次世代インターネットプロトコルです。これにより、アドレス空間の拡張、
ヘッダー形式の簡略化、拡張子とオプションのサポートの向上、フローラベル機能、および認証
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とプライバシーの機能が提供されます。IPv6については RFC 2460で説明されています。IPv6ア
ドレッシングアーキテクチャについては RFC 3513で説明されています。

この項では、IPv6のアドレス形式とアーキテクチャについて説明します。

IPv6 アドレスの形式
IPv6アドレスは、x:x:x:x:x:x:x:xのように、コロン（:）で区切られた 8つの一連の 16ビット 16進
数フィールドとして表されます。次に、IPv6アドレスの例を 2つ示します。

• 2001:0DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

• 2001:0DB8:0000:0000:0008:0800:200C:417A

IPv6アドレスの 16進文字は大文字と小文字が区別されません。（注）

アドレスの個々のフィールドに先行ゼロを入れる必要はありませんが、各フィールドに 1個以上
の桁が含まれている必要があります。したがって、例のアドレス

2001:0DB8:0000:0000:0008:0800:200C:417Aは、左から 3番目～ 6番目のフィールドから先行ゼロ
を削除して、2001:0DB8:0:0:8:800:200C:417Aのように短縮することができます。ゼロだけを含む
フィールド（左から 3番目と 4番目のフィールド）は、単一のゼロに短縮されています。左から
5番目のフィールドでは、3つの先行ゼロが削除され、単一の 8がフィールドに残されています。
左から 6番目のフィールドでは、1つの先行ゼロが削除され、800がフィールドに残されていま
す。

IPv6アドレスには、ゼロの16進数フィールドがいくつか連続して含まれていることがよくありま
す。IPv6アドレスの先頭、中間、または末尾で2つのコロン（::）を使用して、ゼロの連続フィー
ルドを圧縮することができます（コロンは、ゼロの16進数フィールドが連続していることを表し
ます）。次の表に、さまざまなタイプの IPv6アドレスでのアドレス圧縮の例をいくつか示しま
す。

表 59：IPv6 アドレスの圧縮例

圧縮形式標準形式Address Type

2001:0DB8::BA98:0:32102001:0DB8:0:0:0:BA98:0:3210ユニキャスト

FF01::101FF01:0:0:0:0:0:0:101マルチキャスト

::10:0:0:0:0:0:0:1ループバック

::0:0:0:0:0:0:0:0未指定
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ゼロのフィールドが連続することを表す 2つのコロン（::）は、IPv6アドレスの中で一度だけ
使用できます。

（注）

IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を含む環境に対処するため、別の IPv6形式がよく使用され
ます。その形式は x:x:x:x:x:x:y.y.y.yです。ここで、xは IPv6アドレスの 6つの高次の部分の 16進
数値を表し、yはアドレスの 32ビット IPv4部分（IPv6アドレスの残りの 2つの 16ビット部分を
占める）の 10進数値を表します。たとえば、IPv4アドレス 192.168.1.1は、IPv6アドレス
0:0:0:0:0:0:FFFF:192.168.1.1または ::FFFF:192.168.1.1として表すことができます。

IPv6 アドレスタイプ
次に、IPv6アドレスの 3つの主なタイプを示します。

•ユニキャスト：ユニキャストアドレスは、単一インターフェイスの識別子です。ユニキャス
トアドレスに送信されたパケットは、そのアドレスで示されたインターフェイスに送信され

ます。1つのインターフェイスに複数のユニキャストアドレスが割り当てられている場合も
あります。

•マルチキャスト：マルチキャストアドレスは、インターフェイスのセットを表す識別子で
す。マルチキャストアドレスに送信されたパケットは、そのアドレスで示されたすべてのア

ドレスに送信されます。

•エニーキャスト：エニーキャストアドレスは、インターフェイスのセットを表す識別子で
す。マルチキャストアドレスと違い、エニーキャストアドレスに送信されたパケットは、

ルーティングプロトコルの距離測定によって判別された「最も近い」インターフェイスにだ

け送信されます。

IPv6にはブロードキャストアドレスはありません。マルチキャストアドレスにブロードキャ
スト機能があります。

（注）

ユニキャストアドレス

この項では、IPv6ユニキャストアドレスについて説明します。ユニキャストアドレスは、ネット
ワークノード上のインターフェイスを識別します。

グローバルアドレス

IPv6グローバルユニキャストアドレスの一般的な形式では、グローバルルーティングプレフィッ
クス、サブネット ID、インターフェイス IDの順に並んでいます。グローバルルーティングプレ
フィックスは、別の IPv6アドレスタイプによって予約されていない任意のプレフィックスです。

バイナリ 000で始まるものを除くすべてのグローバルユニキャストアドレスが、Modified EUI-64
形式で 64ビットのインターフェイス IDを持っています。
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バイナリ 000で始まるグローバルユニキャストアドレスには、アドレスのインターフェイス ID
部分のサイズまたは構造に対する制約がありません。このタイプのアドレスの一例として、IPv4
アドレスが埋め込まれた IPv6アドレスがあります。

サイトローカルアドレス

サイトローカルアドレスは、サイト内のアドレッシングに使用されます。このアドレスを使用す

ると、グローバルで一意のプレフィックスを使用せずにサイト全体をアドレッシングすることが

できます。サイトローカルアドレスでは、プレフィックス FEC0::/10、54ビットサブネット ID、
64ビットインターフェイス ID（Modified EUI-64形式）の順に並んでいます。

サイトローカルルータは、サイト外の送信元または宛先にサイトローカルアドレスを持つパケッ

トを転送しません。したがって、サイトローカルアドレスは、プライベートアドレスと見なされ

ます。

リンクローカルアドレス

すべてのインターフェイスに、少なくとも 1つのリンクローカルアドレスが必要です。インター
フェイスごとに複数の IPv6アドレスを設定できますが、設定できるリンクローカルアドレスは 1
つだけです。

リンクローカルアドレスは、Modified EUI-64形式でリンクローカルプレフィックス FE80::/10と
インターフェイス識別子を使用して任意のインターフェイスで自動的に設定できる IPv6ユニキャ
ストアドレスです。リンクローカルアドレスは、ネイバー探索プロトコルとステートレス自動設

定プロセスで使用されます。リンクローカルアドレスを持つノードは、通信が可能です。これら

のノードは通信にサイトローカルアドレスまたはグローバルに固有なアドレスを必要としませ

ん。

ルータは、送信元または宛先にリンクローカルアドレスを持つパケットを送信しません。した

がって、リンクローカルアドレスは、プライベートアドレスと見なされます。

IPv4 互換 IPv6 アドレス

IPv4アドレスを組み込むことができる IPv6アドレスのタイプは 2つあります。

最初のタイプは、IPv4互換 IPv6アドレスです。IPv6移行メカニズムには、IPv4ルーティングイ
ンフラストラクチャ上で IPv6パケットを動的にトンネリングさせるためのホストおよびルータの
技術が実装されています。この技術を使用する IPv6ノードには、低次32ビットでグローバル IPv4
アドレスを伝送する特別な IPv6ユニキャストアドレスが割り当てられます。このタイプのアドレ
スは「IPv4互換 IPv6アドレス」と呼ばれ、形式は ::y.y.y.yです。この y.y.y.yは IPv4ユニキャス
トアドレスになります。

「IPv4互換 IPv6アドレス」で使用する IPv4アドレスは、グローバルに固有な IPv4ユニキャ
ストアドレスである必要があります。

（注）

2つ目のタイプの IPv6アドレスは、IPv4アドレスが埋め込まれたもので、「IPv4マッピング IPv6
アドレス」と呼ばれます。このアドレスタイプは、IPv4ノードのアドレスを IPv6アドレスとし
て表すために使用されます。このタイプのアドレス形式は ::FFFF:y.y.y.yです。ここで、y.y.y.yは
IPv4ユニキャストアドレスです。
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未指定アドレス

未指定アドレス 0:0:0:0:0:0:0:0は、IPv6アドレスがないことを示しています。たとえば、IPv6ネッ
トワーク上で新しく初期化されたノードは、IPv6アドレスを受信するまで、パケットで未指定ア
ドレスを送信元アドレスとして使用できます。

IPv6未指定アドレスは、インターフェイスに割り当てることができません。未指定 IPv6アド
レスを IPv6パケットまたは IPv6ルーティングヘッダーで宛先アドレスとして使用することは
できません。

（注）

ループバックアドレス

ループバックアドレス 0:0:0:0:0:0:0:1は、ノードが IPv6パケットをそれ自体に送信するために使
用できます。IPv6のループバックアドレスは、IPv4のループバックアドレス（127.0.0.1）と同じ
ように機能します。

IPv6ループバックアドレスは、物理インターフェイスに割り当てることができません。IPv6
ループバックアドレスを送信元アドレスまたは宛先アドレスとするパケットは、そのパケッ

トを作成したノード内に留まっている必要があります。IPv6ルータは、IPv6ループバックア
ドレスを送信元アドレスまたは宛先アドレスとするパケットを転送しません。

（注）

インターフェイス識別子

IPv6ユニキャストアドレス内のインターフェイス識別子は、リンク上でインターフェイスを識別
するために使用されます。これらの識別子は、サブネットプレフィックス内で固有である必要が

あります。多くの場合、インターフェイス識別子はインターフェイスリンク層アドレスから導出

されます。各インターフェイスが異なるサブネットに接続されていれば、単一ノードの複数のイ

ンターフェイスで同一のインターフェイス識別子を使用することもできます。

バイナリ 000で始まるものを除くすべてのユニキャストアドレスで、インターフェイス識別子
は、64ビットの長さでModified EUI-64形式で構築されている必要があります。Modified EUI-64
形式は、アドレス内のユニバーサル/ローカルビットを逆にし、MACアドレスの上の 3つのバイ
トと下の 3つのバイトの間に 16進数 FFFEを挿入することによって、48ビットMACアドレスか
ら作成されます。

たとえば、MACアドレスが 00E0.b601.3B7Aのインターフェイスの場合、64ビットインターフェ
イス IDは 02E0:B6FF:FE01:3B7Aになります。

マルチキャストアドレス

IPv6マルチキャストアドレスは、通常は異なるノード上にある、インターフェイスのグループの
識別子です。マルチキャストアドレスに送信されたパケットは、マルチキャストアドレスが示す

すべてのインターフェイスに配信されます。1つのインターフェイスが任意の数のマルチキャス
トグループに属すことができます。
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IPv6マルチキャストアドレスのプレフィックスは FF00::/8（1111 1111）です。オクテットとそれ
に続くプレフィックスは、マルチキャストアドレスのタイプとスコープを定義します。永続的に

割り当てられた（周知の）マルチキャストアドレスには、0に等しいフラグパラメータがあり、
一時的な（過渡）マルチキャストアドレスには 1に等しいフラグパラメータがあります。ノー
ド、リンク、サイト、組織のスコープ、またはグローバルスコープを持つマルチキャストアドレ

スのスコープパラメータは、それぞれ1、2、5、8、またはEです。たとえば、プレフィックスが
FF02::/16のマルチキャストアドレスは、リンクスコープを持つ永続マルチキャストアドレスで
す。次の図に、IPv6マルチキャストアドレスの形式を示します。

図 61：IPv6 マルチキャストアドレス形式

IPv6ノード（ホストとルータ）は、次のマルチキャストグループに参加する必要があります。

• All Nodesマルチキャストアドレス：

◦ FF01::（インターフェイスローカル）

◦ FF02::（リンクローカル）

•ノード FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX/104上の各 IPv6ユニキャストアドレスおよびエニーキャ
ストアドレスの送信要求ノードアドレス。ここで、XX:XXXXは低次 24ビットのユニキャ
ストアドレスまたはエニーキャストアドレスです。

送信要求ノードアドレスは、ネイバー送信要求メッセージで使用されます。（注）

IPv6ルータは、次のマルチキャストグループに参加する必要があります。

• FF01::2（インターフェイスローカル）

• FF02::2（リンクローカル）

• FF05::2（サイトローカル）

マルチキャストアドレスは、IPv6パケットで送信元アドレスとして使用できません。
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IPv6にはブロードキャストアドレスはありません。ブロードキャストアドレスの代わりに
IPv6マルチキャストアドレスが使用されます。

（注）

エニーキャストアドレス

IPv6エニーキャストアドレスは、複数のインターフェイス（通常は異なるノードに属す）に割り
当てられたユニキャストアドレスです。エニーキャストアドレスにルーティングされたパケット

は、そのアドレスを持ち、有効なルーティングプロトコルによって最も近いと判別されたイン

ターフェイスにルーティングされます。

エニーキャストアドレスは、ユニキャストアドレス空間から割り当てられます。エニーキャスト

アドレスは、複数のインターフェイスに割り当てられたユニキャストアドレスにすぎません。イ

ンターフェイスは、アドレスをエニーキャストアドレスとして認識するように設定されている必

要があります。

エニーキャストアドレスには次の制限が適用されます。

•エニーキャストアドレスは、IPv6パケットの送信元アドレスとして使用できません。

•エニーキャストアドレスは、IPv6ホストに割り当てることはできません。IPv6ルータにだ
け割り当てるこができます。

ASAでは、エニーキャストアドレスをサポートされていません。（注）

必須アドレス

IPv6ホストには、少なくとも次のアドレスが（自動または手動で）設定されている必要がありま
す。

•各インターフェイスのリンクローカルアドレス

•ループバックアドレス

• All-Nodesマルチキャストアドレス

•各ユニキャストアドレスまたはエニーキャストアドレスの送信要求ノードマルチキャスト
アドレス

IPv6ルータには、少なくとも次のアドレスが（自動または手動で）設定されている必要がありま
す。

•必須ホストアドレス

•このルータがルータとして動作するように設定されているすべてのインターフェイスのサブ
ネットルータエニーキャストアドレス
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• All-Routersマルチキャストアドレス

IPv6 アドレスプレフィックス
IPv6アドレスプレフィックスは、ipv6-prefix/prefix-lengthの形式で、アドレス空間全体のビット連
続ブロックを表すために使用できます。IPv6-prefixは、RFC 2373に記述されている形式にする必
要があります。コロン区切りの 16ビット値を使用して、アドレスを 16進数で指定します。プレ
フィックス長は、アドレスの高次の連続ビットのうち、何個がプレフィックス（アドレスのネッ

トワーク部分）を構成しているかを指定する 10進数値です。たとえば、2001:0DB8:8086:6502::/32
は有効な IPv6プレフィックスです。

IPv6プレフィックスは、IPv6アドレスのタイプを特定します。次の表に、各 IPv6アドレスタイ
プのプレフィックスを示します。

表 60：IPv6 アドレスタイプのプレフィックス

IPv6 表記バイナリプレフィックスAddress Type

::/128000...0（128ビット）未指定

::1/128000...1（128ビット）ループバック

FF00::/811111111マルチキャスト

FE80::/101111111010リンクローカル（ユニキャス

ト）

FEC0::/101111111111サイトローカル（ユニキャス

ト）

その他すべてのアドレス。グローバル（ユニキャスト）

ユニキャストアドレス空間から取得。エニーキャスト

プロトコルとアプリケーション

次の表に、プロトコルのリテラル値とポート番号を示します。いずれもASAのコマンドで入力で
きます。

表 61：プロトコルのリテラル値

説明値リテラル

IPv6の認証ヘッダー（RFC 1826）。51ah
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説明値リテラル

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（Enhanced IGRP）。88eigrp

IPv6の暗号ペイロード（RFC 1827）。50esp

総称ルーティングカプセル化。47gre

インターネット制御メッセージプロトコル（RPC 792）。1icmp

IPv6のインターネット制御メッセージプロトコル（RFC 2463）。58icmp6

インターネットグループ管理プロトコル（RFC 1112）。2igmp

Interior Gateway Routing Protocol。9igrp

インターネットプロトコル。0ip

IP-in-IPカプセル化。4ipinip

IPセキュリティ。ipsecプロトコルリテラルを入力すると、espプロトコル
リテラルを入力した場合と同じ結果が得られます。

50ipsec

ネットワークオペレーティングシステム（Novellの NetWare）。94nos

OSPFルーティングプロトコル（RFC 1247）。89ospf

ペイロード圧縮プロトコル。108pcp

プロトコル独立型マルチキャスト。103pim

ポイントツーポイントトンネリングプロトコル。pptpプロトコルリテラ
ルを入力すると、greプロトコルリテラルを入力した場合と同じ結果が得
られます。

47pptp

Sitara Networks Protocol。109snp

伝送制御プロトコル（RFC 793）。6tcp

ユーザデータグラムプロトコル（RFC 768）。17udp

IANAのWebサイトでオンラインでプロトコル番号を確認できます。

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
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TCP ポートおよび UDP ポート
次の表に、リテラル値とポート番号を示します。いずれもASAのコマンドで入力できます。次の
警告を参照してください。

• ASAは、SQL*Net用にポート 1521を使用します。これは、Oracleが SQL*Netに使用するデ
フォルトのポートです。ただし、この値は IANAポート割り当てとは一致しません。

• ASAは、ポート 1645と 1646でRADIUSをリッスンしています。RADIUSサーバが標準ポー
ト 1812と 1813を使用している場合は、authentication-portコマンドと accounting-portコマ
ンドを使用して、それらのポートでリッスンするように ASAを設定できます。

• DNSアクセスにポートを割り当てるには、dnsではなく domainリテラル値を使用します。
dnsを使用した場合、ASAでは、dnsixリテラル値を使用すると見なされます。

IANAのWebサイトでオンラインでポート番号を確認できます。

http://www.iana.org/assignments/port-numbers

表 62：ポートのリテラル値

説明値
TCP または
UDP?リテラル

America Online5190TCPaol

ボーダーゲートウェイプロトコル（RFC1163）179TCPbgp

新しいメールの受信をユーザに通知するため

に、メールシステムが使用

512UDPbiff

ブートストラッププロトコルクライアント68UDPbootpc

ブートストラッププロトコルサーバ67UDPbootps

キャラクタジェネレータ19TCPchargen

Common Internet File System3020TCP、UDPcifs

Citrix Independent Computing Architecture（ICA）
プロトコル

1494TCPcitrix-ica

cmdは自動認証機能がある点を除いて、execと
同様。

514TCPcmd

Computer Telephony Interface Quick Buffer
Encoding

2748TCPctiqbe
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説明値
TCP または
UDP?リテラル

Day time（日時）（RFC 867）13TCPdaytime

廃棄9TCP、UDPdiscard

DNSIX Session Management Module Audit
Redirector

195UDPdnsix

DNS53TCP、UDPdomain

Echo7TCP、UDPecho

リモートプロセスの実行512TCPexec

Finger79TCPfinger

ファイル転送プロトコル（コンソールポート）21TCPftp

ファイル転送プロトコル（データポート）20TCPftp-data

Gopher70TCPgopher

H.323発呼信号1720TCPh323

NICホストネームサーバ101TCPhostname

World Wide Web HTTP80TCP、UDPhttp

HTTP over SSL443TCPhttps

ID認証サービス113TCPident

Internet Message Access Protocolバージョン 4143TCPimap4

インターネットリレーチャットプロトコル194TCPirc

Internet Security Association and Key Management
Protocol

500UDPisakmp

Kerberos750TCP、UDPkerberos

KLOGIN543TCPklogin

Kornシェル544TCPkshell

Lightweight Directory Access Protocol。389TCPldap
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説明値
TCP または
UDP?リテラル

ライトウェイトディレクトリアクセスプロト

コル（SSL）
636TCPldaps

リモートログイン513TCPlogin

IBM Lotus Notes1352TCPlotusnotes

ラインプリンタデーモン（プリンタスプー

ラー）

515TCPlpd

モバイル IP-Agent434UDPmobile-ip

ホストネームサーバ42UDPnameserver

NetBIOSデータグラムサービス138UDPnetbios-dgm

NetBIOSネームサービス137UDPnetbios-ns

NetBIOSセッションサービス139TCPnetbios-ssn

ネットワークファイルシステム（Sun
Microsystems）

2049TCP、UDPnfs

Network News Transfer Protocol119TCPnntp

ネットワークタイムプロトコル123UDPntp

pcAnywhereデータ5631TCPpcanywhere-data

pcAnywhereステータス5632UDPpcanywhere-status

Protocol IndependentMulticast、逆パスフラッド、
デンスモード

496TCP、UDPpim-auto-rp

Post Office Protocol（POP）Version 2109TCPpop2

Post Office Protocol - Version 3110TCPpop3

ポイントツーポイントトンネリングプロトコ

ル

1723TCPpptp

リモート認証ダイヤルインユーザサービス1645UDPradius
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説明値
TCP または
UDP?リテラル

リモート認証ダイヤルインユーザサービス（ア

カウンティング）

1646UDPradius-acct

ルーティング情報プロトコル520UDPrip

リモートシェル514TCPrsh

Real Time Streaming Protocol554TCPrtsp

SecureID over UDP5510UDPsecureid-udp

Session Initiation Protocol5060TCP、UDPsip

シンプルメール転送プロトコル25TCPsmtp

簡易ネットワーク管理プロトコル161UDPsnmp

簡易ネットワーク管理プロトコル（トラップ）162UDPsnmptrap

構造化照会言語ネットワーク1521TCPsqlnet

セキュアシェル22TCPssh

Sun Remote Procedure Call111TCP、UDPsunrpc

システムログ514UDPsyslog

Terminal Access Controller Access Control System
Plus

49TCP、UDPtacacs

Talk517TCP、UDPtalk

Telnet（RFC 854）23TCPTelnet

『Trivial File Transfer Protocol』69UDPtftp

時刻37UDPtime

UNIX間コピープログラム540TCPuucp

Virtual eXtensible Local Area Network（VXLAN）4789UDPvxlan

Who513UDPwho

Who Is43TCPwhois
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説明値
TCP または
UDP?リテラル

ワールドワイドウェブ80TCP、UDPwww

X Display Manager Control Protocol177UDPxdmcp

ローカルポートとプロトコル

次の表に、ASAに向かうトラフィックを処理するために ASAが開くプロトコル、TCPポート、
およびUDPポートを示します。この表に記載されている機能とサービスをイネーブルにしない限
り、ASAは、TCPまたは UDPポートでローカルプロトコルを開きません。ASAがデフォルトの
リスニングプロトコルまたはポートを開くように機能またはサービスを設定する必要がありま

す。多くの場合、機能またはサービスをイネーブルにすると、デフォルトポート以外のポートを

設定できます。

表 63：機能とサービスによって開かれるプロトコルとポート

注Port Numberプロトコル機能またはサービス

—67、68UDPDHCP

—該当なし105フェールオーバー制

御

—80TCPHTTP

—443TCPHTTPS

—該当なし1ICMP

プロトコルは宛先 IPアドレス 224.0.0.1
でだけ開かれます

該当なし2IGMP

設定可能。500UDPISAKMP/IKE

—該当なし50IPsec（ESP）

—4500UDPIPsec over UDP
（NAT-T）

設定可能。10000UDPIPsec overUDP（Cisco
VPN 3000シリーズ互
換）
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注Port Numberプロトコル機能またはサービス

デフォルトポートは使用されません。

IPsec over TCPの設定時にポート番号を
指定する必要があります。

—TCPIPsec over TCP
（CTCP）

—123UDPNTP

プロトコルは宛先 IPアドレス 224.0.0.5
および 224.0.0.6でだけ開かれます

該当なし89OSPF

プロトコルは宛先 IPアドレス 224.0.0.13
でだけ開かれます

該当なし103PIM

—520UDPRIP

ポートは宛先 IPアドレス 224.0.0.9でだ
け開かれます

520UDPRIPv2

設定可能。161UDPSNMP

—22TCPSSH

—該当なし8（ノンセキュ
ア）9（セキュ
ア）

ステートフルアップ

デート

—23TCPTelnet

設定可能。9023UDPVPNロードバランシ
ング

ポートは VPNトンネルでだけアクセス
できます。

1645、1646UDPVPN個別ユーザ認証
プロキシ

ICMP タイプ
次の表に、ASAのコマンドで入力できる ICMPタイプの番号と名前を示します。

表 64：ICMP タイプ

ICMP 名ICMP 番号

echo-reply0
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ICMP 名ICMP 番号

unreachable3

source-quench4

redirect5

alternate-address6

echo8

router-advertisement9

router-solicitation10

time-exceeded11

parameter-problem12

timestamp-request13

timestamp-reply14

information-request15

information-reply16

mask-request17

mask-reply18

traceroute30

conversion-error31

mobile-redirect32

   ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
1026

ICMP タイプ


	ASDM ブック 1：Cisco ASA シリーズ用の一般的な動作を設定するための『ASDM 構成ガイド』、7.4
	目次
	このマニュアルについて
	本書の目的
	関連資料
	表記法
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

	ASA の開始
	Cisco ASA の概要
	ASDM 要件
	ASDM クライアントのオペレーティング システムとブラウザの要件
	Java およびブラウザの互換性

	ハードウェアとソフトウェアの互換性
	VPN の互換性
	新機能
	ASA 9.4(4)/ASDM 7.6(2) の新機能
	ASA 9.4(3)/ASDM 7.6(1) の新機能
	ASA 9.4(2.145)/ASDM 7.5(1) の新機能
	ASA 9.4(2)/ASDM 7.5(1) の新機能
	ASA 9.4(1.225)/ASDM 7.5(1) の新機能
	ASA 9.4(1.152)/ASDM 7.4(3) の新機能
	ASAv 9.4(1.200)/ASDM 7.4(2) の新機能
	ASDM 7.4(2) の新機能
	ASA 9.4(1)/ASDM 7.4(1) の新機能

	ファイアウォール機能の概要
	セキュリティ ポリシーの概要
	アクセス ルールによるトラフィックの許可または拒否
	NAT の適用
	IP フラグメントからの保護
	HTTP、HTTPS、または FTP フィルタリングの適用
	アプリケーション インスペクションの適用
	サポート対象のハードウェア モジュールまたはソフトウェア モジュールへのトラフィックの送信
	QoS ポリシーの適用
	接続制限と TCP 正規化の適用
	脅威検出のイネーブル化

	ファイアウォール モードの概要
	ステートフル インスペクションの概要

	VPN 機能の概要
	セキュリティ コンテキストの概要
	ASA クラスタリングの概要
	特殊なサービス、非推奨のサービス、およびレガシー サービス

	使用する前に
	コマンドライン インターフェイス（CLI）のコンソールへのアクセス
	アプライアンス コンソールへのアクセス
	ASA サービス モジュール コンソールへのアクセス
	接続方法について
	ASA サービス モジュールへのログイン
	コンソール セッションのログアウト
	アクティブなコンソール接続の終了
	Telnet セッションのログアウト

	ソフトウェア モジュール コンソールへのアクセス
	ASA 5506W-X ワイヤレス アクセス ポイント コンソールへのアクセス

	ASDM アクセスの設定
	ASDM アクセス（アプライアンス、ASAv）に対する工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションの使用
	ASDM アクセスのカスタマイズ
	ASA サービス モジュールの ASDM アクセスの設定

	ASDM の起動
	ASDM 動作のカスタマイズ
	ASDM のアイデンティティ証明書のインストール
	ASDM コンフィギュレーション メモリの増大
	Windows での ASDM コンフィギュレーション メモリの増大
	Mac OS での ASDM コンフィギュレーション メモリの増大


	工場出荷時のデフォルト設定
	工場出荷時のデフォルト設定の復元
	ASAv 導入設定の復元
	ASA 5506-X、5508-X、および 5516-X のデフォルト設定
	ASA 5512-X、5515-X、5525-X およびそれ以降のデフォルト設定
	FXOS シャーシデフォルト設定の ASA
	ISA 3000 のデフォルト設定
	ASAv 導入設定

	設定の開始
	ASDM でのコマンドライン インターフェイス ツールの使用
	コマンドライン インターフェイス ツールの使用
	ASDM によって無視されるコマンドのデバイス上での表示

	接続の設定変更の適用

	ASDM グラフィカル ユーザ インターフェイス
	ASDM ユーザ インターフェイスについて
	ASDM ユーザ インターフェイスのナビゲーション
	メニュー
	[File] メニュー
	[View] メニュー
	[Tools] メニュー
	[Wizards] メニュー
	[Window] メニュー
	メニュー

	ツールバー
	[ASDM Assistant]
	ステータス バー
	Connection to Device

	Device List
	共通ボタン
	キーボード ショートカット
	ASDM ペインの検索機能
	[ACL Manager] ペインの検索機能
	拡張スクリーン リーダ サポートの有効化
	整理用フォルダー
	[Home] ペイン（シングル モードとコンテキスト）
	[Device Dashboard] タブ
	[Device Information] ペイン
	[General] タブ
	[License] タブ
	[Cluster] タブ
	仮想リソース タブ（ASAv）

	[Interface Status] ペイン
	[VPN Sessions] ペイン
	[Failover Status] ペイン
	[System Resources Status] ペイン
	[Traffic Status] ペイン
	[Latest ASDM Syslog Messages] ペイン

	[Firewall Dashboard] タブ
	[Traffic Overview] ペイン
	[Top 10 Access Rules] ペイン
	[Top Usage Status] ペイン
	[Top Ten Protected Servers Under SYN Attack] ペイン
	[Top 200 Hosts] ペイン
	[Top Botnet Traffic Filter Hits] ペイン

	[Cluster Dashboard] タブ
	[Cluster Firewall Dashboard] タブ
	[Content Security] タブ
	[Intrusion Prevention] タブ
	[ASA CX Status] タブ
	[ASA Firepower Status] タブ

	[Home] ペイン（システム）
	ASDM 設定の定義
	ASDM Assistant での検索
	履歴メトリックの有効化
	サポートされていないコマンド
	無視される表示専用コマンド
	サポートされていないコマンドの影響
	サポート対象外の連続していないサブネット マスク
	ASDM CLI ツールでサポートされていないインタラクティブ ユーザ コマンド


	製品の認証キー ライセンス
	PAK ライセンスについて
	事前インストール済みライセンス
	永続ライセンス
	時間ベース ライセンス
	時間ベース ライセンス有効化ガイドライン
	時間ベース ライセンス タイマーの動作

	永続ライセンスと時間ベース ライセンスの結合
	時間ベース ライセンスのスタッキング
	時間ベース ライセンスの有効期限
	ライセンスに関する注意事項
	AnyConnect Plus および Apex ライセンス
	その他の VPN ライセンス
	合計 VPN セッション、全タイプ
	VPN ロード バランシング
	レガシー VPN ライセンス
	暗号化ライセンス
	合計 UC プロキシ セッション
	VLAN、最大
	ボットネット トラフィック フィルタ ライセンス
	IPS モジュールのライセンス

	AnyConnect Premium 共有ライセンス（AnyConnect 3 以前）
	フェールオーバーまたは ASA クラスタ ライセンス
	フェールオーバー ライセンスの要件および例外
	ASA クラスタ ライセンスの要件および例外
	フェールオーバーまたは ASA クラスタ ライセンスの結合方法
	フェールオーバーまたは ASA クラスタ ユニット間の通信の途絶
	フェールオーバー ペアのアップグレード

	ペイロード暗号化機能のないモデル
	ライセンスの FAQ

	PAK ライセンスのガイドライン
	PAK ライセンスの設定
	ライセンスの PAK の注文とアクティベーション キーの取得
	高度暗号化ライセンスの取得
	キーのアクティブ化または非アクティブ化

	共有ライセンスの設定（AnyConnect 3 以前）
	共有ライセンスについて
	共有ライセンスのサーバと参加システムについて
	参加者とサーバの間の通信問題
	共有ライセンス バックアップ サーバについて
	フェールオーバーと共有ライセンス
	フェールオーバーと共有ライセンス サーバ
	フェールオーバーと共有ライセンス参加システム

	参加者の最大数

	共有ライセンス サーバの設定
	共有ライセンス パーティシパントとオプションのバックアップ サーバの設定

	モデルごとにサポートされている機能のライセンス
	モデルごとのライセンス
	ASA 5506-X および ASA 5506W-X のライセンス機能
	ASA 5506H-X ライセンスの各機能
	ASA 5508-X ライセンスの各機能
	ASA 5512-X ライセンスの機能
	ASA 5515-X ライセンスの機能
	ASA 5516-X ライセンスの機能
	ASA 5525-X ライセンスの各機能
	ASA 5545-X ライセンスの機能
	ASA 5555-X ライセンスの機能
	ASA 5585-X（SSP-10）ライセンスの各機能
	ASA 5585-X（SSP-20）ライセンスの機能
	ASA 5585-X（SSP-40 および -60）ライセンスの機能
	ASASM ライセンスの機能
	ISA 3000 ライセンスの各機能


	PAK ライセンスのモニタリング
	現在のライセンスの表示
	共有ライセンスのモニタリング

	PAK ライセンスの履歴

	FXOS シャーシ上の ASAv および ASA のスマート ソフトウェア ライセンシング
	スマート ソフトウェア ライセンスについて
	FXOS シャーシ上のアプリケーションのスマート ソフトウェア ライセンス
	Smart Software Manager とアカウント
	仮想アカウントごとに管理されるライセンスとデバイス
	評価ライセンス(FXOS シャーシ)
	Smart Software Manager 通信
	デバイスの登録とトークン
	License Authority との定期通信
	コンプライアンス違反状態
	Smart Call Home インフラストラクチャ

	ライセンスに関する注意事項
	AnyConnect Plus および Apex ライセンス
	その他の VPN ライセンス
	合計 VPN セッション数、全タイプ
	暗号化ライセンス
	合計 UC プロキシ セッション
	VLAN、最大
	ボットネット トラフィック フィルタ ライセンス

	フェールオーバーまたは ASA クラスタ ライセンス
	ASAv のフェールオーバー ライセンス
	FXOS シャーシの ASA のフェールオーバー ライセンス
	FXOS シャーシの ASA クラスタ ライセンス


	スマート ソフトウェア ライセンスの前提条件
	スマート ソフトウェア ライセンスのガイドライン
	スマート ソフトウェア ライセンスのデフォルト
	スマート ソフトウェア ライセンスの設定
	ASAv：スマート ソフトウェア ライセンシングの設定
	（オプション）ASAv 上の HTTP プロキシの設定
	ASAv スマート ライセンス資格の設定
	ASAv の License Authority への登録
	（オプション）ASAv の登録解除
	（オプション）ASAv アイデンティティ証明書またはライセンス資格の更新

	FXOS シャーシ上の ASA：スマート ソフトウェア ライセンシングの設定

	モデルごとのライセンス
	ASAv5 と ASAv10
	ASAv30
	Firepower 9300 ASA アプリケーション

	Smart Software Licensing のモニタリング
	現在のライセンスの表示
	スマート ライセンス ステータスの表示

	スマート ソフトウェア ライセンスの履歴

	トランスペアレント ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォール モード
	ファイアウォール モードについて
	ルーテッド ファイアウォール モードについて
	トランスペアレント ファイアウォール モードについて
	ネットワーク内でトランスペアレント ファイアウォールの使用
	ブリッジグループについて
	ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）
	トランスペアレント ファイアウォール モードのブリッジ グループ
	管理インターフェイス
	レイヤ 3 トラフィックの許可
	許可される MAC アドレス
	ルーテッド モードで許可されないトラフィックの通過
	BPDU の処理
	MAC アドレスとルート ルックアップ
	トランスペアレント モードのブリッジ グループのサポートされていない機能

	ルーテッド モード機能のためのトラフィックの通過


	デフォルト設定
	ファイアウォール モードのガイドライン
	ファイアウォール モード（シングル モード）の設定
	ファイアウォール モードの例
	ルーテッド ファイアウォール モードで ASA を通過するデータの動き
	内部ユーザが Web サーバにアクセスする
	外部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする
	内部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする
	外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする
	DMZ ユーザによる内部ホストへのアクセスの試み

	トランスペアレント ファイアウォールを通過するデータの動き
	内部ユーザが Web サーバにアクセスする
	NAT を使用して内部ユーザが Web サーバにアクセスする
	外部ユーザが内部ネットワーク上の Web サーバにアクセスする
	外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする


	ファイアウォール モードの履歴

	[Startup Wizard]
	Startup Wizard へのアクセス
	[Startup Wizard] のガイドライン
	[Startup Wizard] の画面
	開始点またはウェルカム
	基本設定
	インターフェイスの画面
	外部インターフェイスの設定（ルーテッド モード）
	外部インターフェイスの設定 - PPPoE（ルーテッド モード、シングル モード）
	Management IP Address Configuration（トランスペアレント モード）
	その他のインターフェイスの設定

	スタティック ルート
	DHCP サーバ
	アドレス変換（NAT/PAT）
	管理アクセス
	IPS の基本設定
	ASA CX の基本設定（ASA 5585-X）
	ASA FirePOWER の基本設定
	タイム ゾーンおよびクロック コンフィギュレーション
	Auto Update サーバ（シングル モード）
	スタートアップ ウィザードの概要

	[Startup Wizard] の履歴


	ハイ アベイラビリティとスケーラビリティ
	マルチ コンテキスト モード
	Security Context について
	セキュリティ コンテキストの一般的な使用方法
	コンテキスト コンフィギュレーション ファイル
	コンテキスト コンフィギュレーション
	システム設定
	管理コンテキストの設定

	ASA がパケットを分類する方法
	有効な分類子基準
	固有のインターフェイス
	固有の MAC アドレス
	NAT の設定

	分類例

	セキュリティ コンテキストのカスケード接続
	セキュリティ コンテキストへの管理アクセス
	システム管理者のアクセス
	コンテキスト管理者のアクセス

	リソース管理の概要
	リソース クラス
	リソース制限値
	デフォルト クラス
	オーバーサブスクライブ リソースの使用
	無限リソースの使用

	MAC アドレスについて
	デフォルトの MAC アドレス
	手動 MAC アドレスとの通信
	Failover MAC Addresses
	MAC Address Format


	マルチ コンテキスト モードのライセンス
	マルチ コンテキスト モードの前提条件
	マルチ コンテキスト モードのガイドライン
	マルチ コンテキスト モードのデフォルト
	マルチ コンテキストの設定
	マルチ コンテキスト モードの有効化またはディセーブル化
	マルチ コンテキスト モードの有効化
	シングルコンテキスト モードの復元

	リソース管理用のクラスの設定
	セキュリティ コンテキストの設定
	コンテキスト インターフェイスへの MAC アドレスの自動割り当て

	コンテキストとシステム実行スペースの切り替え
	セキュリティ コンテキストの管理
	セキュリティ コンテキストの削除
	管理コンテキストの変更
	セキュリティ コンテキスト URL の変更
	セキュリティ コンテキストのリロード
	コンフィギュレーションのクリアによるリロード
	コンテキストの削除および再追加によるリロード


	セキュリティ コンテキストのモニタリング
	コンテキスト リソース使用状況のモニタ
	割り当てられた MAC アドレスの表示
	システム設定での MAC アドレスの表示
	コンテキスト内の MAC アドレスの表示


	マルチ コンテキスト モードの履歴

	ハイ アベイラビリティのためのフェールオーバー
	フェールオーバーについて
	フェールオーバー モード
	フェールオーバーのシステム要件
	ハードウェア要件
	ソフトウェア要件
	ライセンス要件

	フェールオーバー リンクとステートフル フェールオーバー リンク
	フェールオーバー リンク
	フェールオーバー リンク データ
	フェールオーバー リンクのインターフェイス
	フェールオーバー リンクの接続

	ステートフル フェールオーバー リンク
	フェールオーバー リンクと共有
	の専用インターフェイス

	フェールオーバーの中断の回避とデータ リンク

	フェールオーバーでの MAC アドレスおよび IP アドレス
	ASA サービス モジュールのシャーシ内およびシャーシ間モジュール配置
	シャーシ内フェールオーバー
	シャーシ間フェールオーバー

	ステートレス フェールオーバーとステートフル フェールオーバー
	ステートレス フェールオーバー
	Stateful Failover
	Supported Features
	サポートされない機能


	フェールオーバーのトランスペアレント ファイアウォール モードブリッジ グループ要件
	トランスペアレント モードアプライアンス、ASAv のブリッジグループ必須要件
	トランスペアレント モードASA サービス モジュールのブリッジグループ必須要件

	フェールオーバーのヘルス モニタ
	ユニットのヘルス モニタリング
	インターフェイス モニタリング
	インターフェイス テスト
	Interface Status


	フェールオーバー 時間
	設定の同期
	コンフィギュレーションの複製の実行
	File Replication
	コマンドの複製

	アクティブ/スタンバイ フェールオーバーについて
	プライマリ/セカンダリ ロールとアクティブ/スタンバイ ステータス
	起動時のアクティブ装置の判別
	フェールオーバー イベント

	アクティブ/アクティブ フェールオーバーの概要
	アクティブ/アクティブ フェールオーバーの概要
	フェールオーバー グループのプライマリ/セカンデリ ロールとアクティブ/スタンバイ ステータス
	起動時のフェールオーバー グループのアクティブ装置の決定
	Failover Events


	フェールオーバーのライセンス
	フェールオーバーのガイドライン
	フェールオーバーのデフォルト
	アクティブ/スタンバイ フェールオーバーの設定
	アクティブ/アクティブ フェールオーバーの設定
	オプションのフェールオーバー パラメータの設定
	フェールオーバー基準とその他の設定の構成
	インターフェイス モニタリングの設定およびスタンバイ アドレスの設定
	非対称にルーティングされたパケットのサポートの設定（アクティブ/アクティブ モード）

	フェールオーバーの管理
	フェールオーバーの設定変更
	フェールオーバーの強制実行
	フェールオーバーのディセーブル化
	障害が発生した装置の復元
	コンフィギュレーションの再同期

	モニタリング フェールオーバー
	フェールオーバー メッセージ
	フェールオーバーの syslog メッセージ
	フェールオーバー デバッグ メッセージ
	SNMP のフェールオーバー トラップ

	フェールオーバー ステータスのモニタリング
	システム
	フェールオーバー グループ 1 およびフェールオーバー グループ 2


	フェールオーバーの履歴

	ASA クラスタ
	ASA クラスタリングの概要
	ASA クラスタをネットワークに適合させる方法
	パフォーマンス スケーリング係数
	クラスタ メンバー
	Bootstrap Configuration
	標準出荷単位とセカンダリ単位の役割
	プライマリ ユニット選定

	クラスタ インターフェイス
	スパンド EtherChannel（推奨）
	個別インターフェイス（ルーテッド ファイアウォール モードのみ）

	クラスタ制御リンク
	クラスタ制御リンク トラフィックの概要
	クラスタ制御リンク インターフェイスとネットワーク
	クラスタ制御リンクのサイズ
	クラスタ制御リンク冗長性
	クラスタ制御リンクの信頼性
	クラスタ制御リンクの障害

	ASA クラスタ内のハイ アベイラビリティ
	ユニットのヘルス モニタリング
	インターフェイス モニタリング
	障害後のステータス
	クラスタへの再参加
	データ パス接続状態の複製

	設定の複製
	ASA クラスタ管理
	管理ネットワーク
	管理インターフェイス
	プライマリ ユニット管理とセカンダリ ユニット管理
	RSA キー複製
	ASDM 接続証明書 IP アドレス不一致

	ロード バランシング方式
	スパンド EtherChannel（推奨）
	スパンド EtherChannel の利点
	最大スループットのガイドライン
	ロード バランシング
	EtherChannel の冗長性
	VSS または vPC への接続

	ポリシーベース ルーティング（ルーテッド ファイアウォール モードのみ）
	等コスト マルチパス ルーティング（ルーテッド ファイアウォール モードのみ）
	Nexus Intelligent Traffic Director（ルーテッド ファイアウォール モードのみ）

	サイト間クラスタリング
	Data Center Interconnect（DCI; データセンター相互接続）のサイジング
	サイト ID およびサイト固有の MAC アドレス アドレス
	サイト間クラスタリングのガイドライン
	サイト間での例
	個別インターフェイス ルーテッド モード ノースサウス Inter-Site の例
	スパンド EtherChannel トランスペアレント モード ノースサウス サイト間の例
	スパンド EtherChannel トランスペアレント モード イーストウェスト サイト間の例


	ASA クラスタが接続を管理する方法
	接続のロール
	新しい接続の所有権
	サンプル データ フロー
	新しい TCP 接続のクラスタ全体での再分散

	ASA の機能とクラスタリング
	クラスタリングでサポートされない機能
	クラスタリングの中央集中型機能
	個々のユニットに適用される機能
	ネットワーク アクセス用の AAA とクラスタリング
	FTP とクラスタリング
	アイデンティティ ファイアウォールとクラスタリング
	マルチキャスト ルーティングとクラスタリング
	スパンド EtherChannel モードでのマルチキャスト ルーティング
	個別インターフェイス モードでのマルチキャスト ルーティング

	NAT とクラスタリング
	ダイナミック ルーティングおよびクラスタリング
	スパンド EtherChannel モードでのダイナミック ルーティング
	個別インターフェイス モードでのダイナミック ルーティング

	SIP インスペクションとクラスタリング
	SNMP とクラスタリング
	syslog および NetFlow とクラスタリング
	Cisco TrustSec とクラスタリング
	VPN とクラスタリング


	ASA クラスタリングのライセンス
	ASA クラスタリングの前提条件
	ASA クラスタリングのガイドライン
	ASA クラスタリングのデフォルト
	ASA クラスタリングの設定
	クラスタ ユニットのケーブル接続とアップストリームおよびダウンストリーム機器の設定
	コンフィギュレーションのバックアップ（推奨）
	プライマリ ユニットでのクラスタ インターフェイス モードの設定
	（推奨、マルチ コンテキスト モードでは必須）プライマリ ユニットでのインターフェイスの設定
	個別のインターフェイスの設定（管理インターフェイスに推奨）
	スパンド EtherChannel の設定

	ASA クラスタの作成または ASA クラスタへの参加
	クラスタリング動作のカスタマイズ
	ASA クラスタの基本パラメータの設定
	インターフェイスのヘルス モニタリングの設定


	ASA クラスタ メンバの管理
	標準出荷単位からの新しいセカンダリの追加
	非アクティブなメンバーになる
	プライマリ装置のセカンダリ メンバーの非アクティブ化
	クラスタからの脱退
	標準出荷単位の変更
	クラスタ全体でのコマンドの実行

	ASA クラスタのモニタリング
	クラスタ ステータスのモニタリング
	クラスタ全体のパケットのキャプチャ
	クラスタ リソースのモニタリング
	クラスタ トラフィックのモニタリング
	クラスタ制御リンクのモニタリング
	クラスタリングのロギングの設定

	ASA クラスタリングの例
	ASA およびスイッチのコンフィギュレーションの例
	ASA の設定
	Cisco IOS スイッチのコンフィギュレーション

	Firewall on a Stick
	トラフィックの分離
	スパンド EtherChannel とバックアップ リンク（従来の 8 アクティブ/8 スタンバイ）

	ASA クラスタリングの履歴

	FXOS シャーシの ASA クラスタ
	FXOS シャーシでのクラスタリングについて
	パフォーマンス スケーリング係数
	Bootstrap Configuration
	クラスタ メンバー
	標準出荷単位とセカンダリ単位の役割
	プライマリ ユニット選定

	クラスタ インターフェイス
	VSS または vPC への接続
	クラスタ制御リンク
	クラスタ内のハイ アベイラビリティ
	シャーシアプリケーションのモニタリング
	ユニットのヘルス モニタリング
	インターフェイス モニタリング
	障害後のステータス
	クラスタへの再参加
	データ パス接続状態の複製

	コンフィギュレーションの複製
	ASAクラスタの管理
	管理インターフェイス
	プライマリ ユニット管理とセカンダリ ユニット管理
	RSA キー複製
	ASDM 接続証明書 IP アドレス不一致

	クラスタが接続を管理する方法
	接続のロール
	新しい接続の所有権
	サンプル データ フロー

	ASA の各機能とクラスタリング
	クラスタリングでサポートされない機能
	クラスタリングの中央集中型機能
	個々のユニットに適用される機能
	ネットワーク アクセス用の AAA とクラスタリング
	FTP とクラスタリング
	アイデンティティ ファイアウォールとクラスタリング
	マルチキャスト ルーティングとクラスタリング
	NAT とクラスタリング
	ダイナミック ルーティングおよびクラスタリング
	SIP インスペクションとクラスタリング
	SNMP とクラスタリング
	syslogおよび NetFlow とクラスタリング
	Cisco TrustSec とクラスタリング


	FXOS シャーシ のクラスタリングのライセンス
	FXOS シャーシでのクラスタリングの前提条件
	FXOS シャーシ上のクラスタリングのガイドライン
	FXOS シャーシ上のクラスタリングのデフォルト
	FXOS シャーシ でのクラスタリングの設定
	FXOS シャーシスーパバイザからのクラスタの導入
	ASA のクラスタ設定のカスタマイズ
	ASA クラスタの基本パラメータの設定
	インターフェイスのヘルス モニタリングの設定
	クラスタ TCP 複製の遅延の設定

	非アクティブなメンバーになる
	プライマリ装置のセカンダリ メンバーの非アクティブ化
	標準出荷単位の変更
	クラスタ全体でのコマンドの実行

	FXOS シャーシでの ASA のクラスタのモニタリング
	クラスタ ステータスのモニタリング
	クラスタ全体のパケットのキャプチャ
	クラスタ リソースのモニタリング
	クラスタ トラフィックのモニタリング
	クラスタ制御リンクのモニタリング
	クラスタリングのロギングの設定

	FXOS シャーシ上の ASA クラスタリングの履歴


	インターフェイス
	基本インターフェイスの設定
	基本的なインターフェイス設定について
	Auto-MDI/MDIX 機能
	管理インターフェイス
	管理インターフェイスの概要
	管理スロット/ポート インターフェイス
	管理専用トラフィックに対する任意のインターフェイスの使用
	トランスペアレント モードの管理インターフェイス
	冗長管理インターフェイスの非サポート
	ASA 5585-X を除くすべてのモデルの管理インターフェイスの特徴


	基本インターフェイスの設定のライセンス
	基本インターフェイスの設定のガイドライン
	基本インターフェイスのデフォルト設定
	物理インターフェイスのイネーブル化およびイーサネット パラメータの設定
	ジャンボ フレーム サポートの有効化
	基本インターフェイスの例
	物理インターフェイス パラメータの例
	マルチ コンテキスト モードの例

	基本インターフェイスの設定の履歴

	EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイス
	EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスについて
	冗長インターフェイス
	冗長インターフェイスの MAC アドレス

	EtherChannel
	チャネル グループのインターフェイス
	別のデバイスの EtherChannel への接続
	Link Aggregation Control Protocol
	ロード バランシング
	EtherChannel MAC アドレス


	EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイのガイドライン
	EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイのデフォルト設定
	冗長インターフェイスの設定
	冗長インターフェイスの設定
	アクティブ インターフェイスの変更

	EtherChannel の設定
	EtherChannel へのインターフェイスの追加
	EtherChannel のカスタマイズ

	EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスの例
	EtherChannel インターフェイスと冗長インターフェイスの履歴

	VLAN Interfaces
	VLAN インターフェイスの概要
	VLAN インターフェイスのライセンス
	VLAN インターフェイスのガイドライン
	VLAN インターフェイスのデフォルト設定
	VLAN サブインターフェイスと 802.1Q トランキングの設定
	VLAN インターフェイスの例
	VLAN インターフェイスの履歴

	VXLAN インターフェイス
	VXLAN インターフェイスの概要
	VXLAN カプセル化
	VXLAN トンネル エンドポイント
	VTEP 送信元インターフェイス
	VNI インターフェイス
	VXLAN パケット処理
	ピア VTEP
	VXLAN 使用例
	VXLAN ブリッジまたはゲートウェイの概要
	VXLAN ブリッジ（トランスペアレント モード）
	VXLAN ゲートウェイ（ルーテッド モード）
	VXLAN ドメイン間のルータ


	VXLAN インターフェイスのガイドライン
	VXLAN インターフェイスのデフォルト設定
	VXLAN インターフェイスの設定
	VTEP 送信元インターフェイスの設定
	VNI インターフェイスの設定

	VXLAN インターフェイスの例
	トランスペアレント VXLAN ゲートウェイの例
	VXLAN ルーティングの例

	VXLAN インターフェイスの履歴

	ルーテッド モード インターフェイスとトランスペアレント モード インターフェイス
	ルーテッド モード インターフェイスとトランスペアレント モード インターフェイスについて
	セキュリティ レベル
	トランスペアレント モードのブリッジグループ
	デュアル IP スタック（IPv4 および IPv6）
	IPv6
	IPv6 アドレス指定
	Modified EUI-64 インターフェイス ID


	ルーテッド モードおよびトランスペアレント モードのインターフェイスのガイドライン
	ルーテッド モードおよびトランスペアレント モードのインターフェイスのデフォルト
	ルーテッド モードのインターフェイスの設定
	ルーテッド モードの一般的なインターフェイス パラメータの設定
	PPPoE の設定

	トランスペアレント モードのブリッジ グループ インターフェイスの設定
	ブリッジ仮想インターフェイス（BVI）の設定
	ブリッジ グループ メンバーの一般的なインターフェイス パラメータの設定
	トランスペアレント モードの管理インターフェイスの設定

	IPv6 アドレスの設定
	グローバル IPv6 アドレスの設定
	（オプション）リンクローカル アドレスの自動設定
	（オプション）リンクローカル アドレスの手動設定

	ルーテッド モードおよびトランスペアレント モードのインターフェイスのモニタリング
	インターフェイス統計情報
	スタティック ルート トラッキング
	PPPoE
	ダイナミック ACL

	ルーテッド モードおよびトランスペアレント モードのインターフェイスの例
	2 つのブリッジグループを含むトランスペアレント モードの例

	ルーテッド モードおよびトランスペアレント モードのインターフェイスの履歴

	インターフェイスの高度な設定
	高度なインターフェイス設定について
	MAC アドレスについて
	MTU について
	『Path MTU Discovery』
	デフォルト MTU
	MTU とフラグメンテーション
	MTU とジャンボ フレーム

	TCP MSS について
	デフォルト TCP MSS
	TCP MSS の推奨最大設定

	インターフェイス間通信
	インターフェイス内通信（ルーテッド ファイアウォール モード）

	MAC アドレス、MTU、TCP MSS の設定
	同一のセキュリティ レベル通信の許可
	ARP および MAC アドレス テーブルのモニタリング

	トラフィック ゾーン
	トラフィック ゾーンの概要
	ゾーン分割されていない動作
	ゾーンを使用する理由
	非対称ルーティング
	紛失したルート
	ロード バランシング

	ゾーンごとの接続テーブルおよびルーティング テーブル
	ECMP ルーティング
	ゾーン分割されていない ECMP サポート
	ゾーン分割された ECMP サポート
	接続のロード バランス方法
	別のゾーンのルートへのフォール バック

	インターフェイスベースのセキュリティ ポリシーの設定
	トラフィック ゾーンでサポートされるサービス
	セキュリティ レベル
	フローのプライマリおよび現在のインターフェイス
	ゾーンの追加または削除
	ゾーン内トラフィック
	To-the-Box および From-the-Box トラフィック
	ゾーン内の IP アドレスのオーバーラップ

	トラフィック ゾーンの前提条件
	トラフィック ゾーンのガイドライン
	トラフィック ゾーンの設定
	トラフィック ゾーンのモニタリング
	ゾーン情報
	ゾーン接続
	ゾーン ルーティング

	トラフィック ゾーンの例
	トラフィック ゾーンの履歴


	Basic Settings
	Basic Settings
	ホスト名、ドメイン名、およびイネーブル パスワードと Telnet パスワードの設定
	イネーブル パスワードと Telnet パスワードの回復
	ASA のパスワードの回復
	ASA 5506-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X でのパスワードの回復
	ASAv でのパスワードまたはイメージの回復
	パスワード回復のディセーブル化

	日時の設定
	NTP サーバを使用した日付と時刻の設定
	手動での日時の設定

	マスター パスフレーズの設定
	マスター パスフレーズの追加または変更
	マスター パスフレーズの無効化

	DNS サーバの設定
	ハードウェア バイパス（Cisco ISA 3000）の設定
	ASP（高速セキュリティ パス）のパフォーマンスと動作の調整
	ルール エンジンのトランザクション コミット モデルの選択
	ASP ロード バランシングの有効化

	DNS キャッシュのモニタリング
	基本設定の履歴

	DHCP サービスと DDNS サービス
	DHCP サービスと DDNS サービスについて
	DHCPv4 サーバについて
	DHCP オプション

	DHCP リレー エージェントについて
	DDNS の概要
	DDNS アップデート コンフィギュレーション
	UDP Packet Size


	DHCP サービスと DDNS サービスのガイドライン
	DHCP サーバの設定
	DHCPv4 サーバの有効化
	高度な DHCPv4 オプションの設定

	DHCP リレー エージェントの設定
	DDNS の設定
	DHCP および DDNS サービスのモニタリング
	DHCP サービスのモニタリング
	DDNS ステータスのモニタリング

	DHCP および DDNS サービスの履歴

	デジタル証明書
	デジタル証明書の概要
	公開キー暗号化
	証明書のスケーラビリティ
	キーペア
	トラストポイント
	認証登録
	SCEP 要求のプロキシ

	失効チェック
	サポート対象の CA サーバ
	CRL
	OCSP

	ローカル CA
	ローカル CA ファイル用のストレージ
	ローカル CA サーバ

	証明書とユーザ ログイン クレデンシャル
	ユーザ ログイン クレデンシャル
	証明書


	デジタル証明書のガイドライン
	デジタル証明書の設定
	特定の証明書タイプの設定方法
	ID 証明書
	アイデンティティ証明書の追加またはインポート
	アイデンティティ証明書のエクスポート
	証明書署名要求の生成
	アイデンティティ証明書のインストール

	CA Certificate
	CA 証明書の追加またはインストール
	失効に関する CA 証明書の設定
	CRL 取得ポリシーの設定
	CRL 取得方式の設定
	OCSP ルールの設定
	高度な CRL および OCSP の設定
	ローカル CA サーバの設定
	CA サーバ管理
	ローカル CA ユーザの追加
	ローカル CA ユーザの編集

	登録とユーザ管理

	コード署名者証明書
	コード署名者証明書のインポート
	コード署名者証明書のエクスポート


	証明書の有効期限アラートの設定（ID 証明書または CA 証明書用）
	デジタル証明書のモニタリング
	証明書管理の履歴

	トランスペアレント ファイアウォール モードの ARP インスペクションおよび MAC アドレス テーブル
	ARP インスペクションと MAC アドレス テーブルについて
	ブリッジグループのトラフィックの ARP インスペクション
	ブリッジ グループの MAC アドレス テーブル

	デフォルト設定
	ARP インスペクションと MAC アドレス テーブルのガイドライン
	ARP インスペクションとその他の ARP パラメータの設定
	スタティック ARP エントリの追加と、他の ARP パラメータのカスタマイズ
	ARP インスペクションの有効化

	トランスペアレント モードのブリッジグループにおける MAC アドレス テーブルのカスタマイズ
	ブリッジ グループのスタティック MAC アドレスの追加
	MAC アドレス ラーニングのディセーブル化

	ARP インスペクションと MAC アドレス テーブルの履歴


	IP ルーティング
	ルーティングの概要
	パス判別
	サポートされるルート タイプ
	スタティックとダイナミックの比較
	シングルパスとマルチパスの比較
	フラットと階層型の比較
	リンクステートと距離ベクトル型の比較

	ASA内でのルーティングの仕組み
	出力インターフェイスの決定
	ネクスト ホップの選択プロセス
	ECMP ルーティング

	ルーティングにサポートされているインターネット プロトコル
	Routing Table
	ルーティング テーブルへの入力方法
	ルートのアドミニストレーティブ ディスタンス
	バックアップ ルート

	転送の決定方法
	ダイナミック ルーティングと フェールオーバー
	ダイナミック ルーティングおよびクラスタリング
	スパンド EtherChannel モードでのダイナミック ルーティング
	個別インターフェイス モードでのダイナミック ルーティング

	マルチ コンテキスト モードのダイナミック ルーティング
	ルートのリソース管理


	プロキシ ARP 要求のディセーブル化
	ルーティング テーブルの表示

	スタティック ルートとデフォルト ルート
	スタティック ルートとデフォルト ルートについて
	Default Route
	スタティック ルート
	不要なトラフィックを「ブラック ホール化」するための null0 インターフェイスへのルート
	ルートのプライオリティ
	トランスペアレント ファイアウォール モード ルート
	スタティック ルート トラッキング

	スタティック ルートとデフォルト ルートのガイドライン
	デフォルト ルートおよびスタティック ルートの設定
	デフォルト ルートの設定
	スタティック ルートの設定
	スタティック ルート トラッキングの設定

	スタティック ルートまたはデフォルト ルートのモニタリング
	スタティック ルートまたはデフォルト ルートの例
	スタティック ルートおよびデフォルト ルートの履歴

	Policy Based Routing：ポリシー ベース ルーティング
	ポリシーベース ルーティングについて
	ポリシーベース ルーティングを使用する理由
	同等アクセスおよび送信元依存ルーティング
	QoS
	コスト節約
	ロード シェアリング

	PBR の実装

	ポリシーベース ルーティングのガイドライン
	ポリシーベース ルーティングの設定
	ポリシーベース ルーティングの履歴

	ルート マップ
	ルート マップについて
	permit 句と deny 句
	match 句と set 句の値

	ルート マップのガイドライン
	Define a Route Map
	ルート マップのカスタマイズ
	特定の宛先アドレスに一致するルートの定義
	プレフィックス ルールの設定
	プレフィックス リストの設定
	ルート アクションのメトリック値の設定

	ルート マップの例
	ルート マップの履歴

	BGP
	About BGP
	BGP を使用する状況
	Routing Table Changes
	BGP パスの選択

	BGP のガイドライン
	BGP の設定
	BGP の有効化
	BGP ルーティング プロセスの最適なパスの定義
	ポリシー リストの設定
	AS パス フィルタの設定
	コミュニティ ルールの設定
	IPv4 アドレス ファミリの設定
	IPv4 ファミリの一般設定
	IPv4 ファミリ集約アドレスの設定
	IPv4 ファミリのフィルタリング設定
	IPv4 ファミリの BGP ネイバーの設定
	IPv4 ネットワークの設定
	IPv4 再配布の設定
	IPv4 ルート注入の設定

	IPv6 アドレス ファミリの設定
	IPv6 ファミリの一般設定
	IPv6 ファミリ集約アドレスの設定
	IPv6 ファミリの BGP ネイバーの設定
	IPv6 ネットワークの設定
	IPv6 再配布の設定
	IPv6 ルート注入の設定


	BGP のモニタリング
	BGP の履歴

	OSPF
	OSPF の概要
	fast hello パケットに対する OSPF のサポート
	fast hello パケットに対する OSPF のサポートの前提条件
	fast hello パケットに対する OSPF のサポートについて
	OSPF Hello インターバルおよび dead 間隔
	OSPF fast hello パケット
	OSPF fast hello パケットの利点


	OSPFv2 および OSPFv3 間の実装の差異

	OSPF のガイドライン
	OSPFv2 の設定
	OSPFv2 のカスタマイズ
	OSPFv2 へのルートの再配布
	OSPFv2 にルートを再配布する場合のルート集約の設定
	ルート サマリー アドレスの追加
	OSPF サマリー アドレスの追加または編集

	OSPFv2 エリア間のルート集約の設定
	OSPFv2 インターフェイス パラメータの設定
	OSPFv2 エリア パラメータの設定
	OSPFv2 NSSA の設定
	クラスタリングの IP アドレス プールの設定（OSPFv2 および OSPFv3）
	スタティック OSPFv2 ネイバーの定義
	ルート計算タイマーの設定
	ネイバーの起動と停止のロギング
	OSPF でのフィルタリングの設定
	OSPF の仮想リンクの設定

	OSPFv3 の設定
	OSPFv3 の有効化
	OSPFv3 インターフェイス パラメータの設定
	OSPFv3 エリア パラメータの設定
	仮想リンク ネイバーの設定
	OSPFv3 受動インターフェイスの設定
	OSPFv3 アドミニストレーティブ ディスタンスの設定
	OSPFv3 タイマーの設定
	スタティック OSPFv3 ネイバーの定義
	Syslog メッセージの送信
	Syslog メッセージの抑止
	集約ルート コストの計算
	OSPFv3 ルーティング ドメインへのデフォルトの外部ルートの生成
	IPv6 サマリー プレフィックスの設定
	IPv6 ルートの再配布

	グレースフル リスタートの設定
	OSPFv2 のグレースフル リスタートの設定
	OSPFv2 の Cisco NSF グレースフル リスタートの設定
	OSPFv2 の IETF NSF グレースフル リスタートの設定

	OSPFv3 のグレースフル リスタートの設定
	OSPFv2 設定の削除
	OSPFv3 設定の削除

	OSPFv2 の例
	OSPFv3 の例
	OSPF のモニタリング
	OSPF の履歴

	EIGRP
	EIGRP について
	EIGRP のガイドライン
	EIGRP プロセスの設定
	EIGRP の設定
	EIGRP のイネーブル化
	EIGRP スタブ ルーティングのイネーブル化

	EIGRP のカスタマイズ
	EIGRP ルーティング プロセスのネットワークの定義
	EIGRP のインターフェイスの設定
	パッシブ インターフェイスの設定
	インターフェイスでのサマリー集約アドレスの設定
	インターフェイス遅延値の変更
	インターフェイスでの EIGRP 認証のイネーブル化
	EIGRP ネイバーの定義
	EIGRP へのルート再配布
	EIGRP でのネットワークのフィルタリング
	EIGRP Hello 間隔と保持時間のカスタマイズ
	自動ルート集約の無効化
	EIGRP でのデフォルト情報の設定
	EIGRP スプリット ホライズンのディセーブル化
	EIGRP プロセスの再始動

	EIGRP のモニタリング
	EIGRP の履歴

	マルチキャスト ルーティング
	マルチキャスト ルーティングの概要
	スタブ マルチキャスト ルーティング
	PIM マルチキャスト ルーティング
	マルチキャスト グループの概念
	マルチキャスト アドレス

	クラスタ

	マルチキャスト ルーティングのガイドライン
	マルチキャスト ルーティングの有効化
	マルチキャスト ルーティングのカスタマイズ
	スタブ マルチキャスト ルーティングの設定と IGMP メッセージの転送
	スタティック マルチキャスト ルートの設定
	IGMP 機能の設定
	インターフェイスでの IGMP の有効化
	IGMP グループ メンバーシップの設定
	スタティック加入した IGMP グループの設定
	マルチキャスト グループへのアクセスの制御
	インターフェイスにおける IGMP 状態の数の制限
	マルチキャスト グループに対するクエリー メッセージの変更
	IGMP バージョンの変更

	PIM 機能の設定
	インターフェイスでの PIM の有効化またはディセーブル化
	スタティック ランデブー ポイント アドレスの設定
	指定ルータのプライオリティの設定
	PIM 登録メッセージの設定とフィルタリング
	PIM メッセージ間隔の設定
	ルート ツリーの設定
	マルチキャスト グループの設定
	PIM ネイバーのフィルタリング
	双方向ネイバー フィルタの設定

	マルチキャスト境界の設定

	マルチキャスト ルーティングの例
	マルチキャスト ルーティングの履歴

	IPv6 ネイバー探索
	IPv6 ネイバー探索について
	ネイバー送信要求メッセージ
	重複アドレス検出
	ルータ アドバタイズメント メッセージ
	スタティック IPv6 ネイバー

	IPv6 ネイバー探索の前提条件
	IPv6 ネイバー探索のガイドライン
	IPv6 ネイバー探索のデフォルト
	IPv6 ネイバー探索の設定
	ネイバー要請メッセージの送信間隔の設定
	ネイバー到達可能時間の設定
	ルータ アドバタイズメントの送信間隔の設定
	ルータ ライフタイム値の設定
	DAD 設定の構成
	ルータ アドバタイズメント メッセージの抑制
	IPv6 DHCP リレーのアドレス設定フラグの設定
	ルータ アドバタイズメントの IPv6 プレフィックスの設定
	スタティック IPv6 ネイバーの設定

	ダイナミックに検出されたネイバーの表示とクリア
	IPv6 ネイバー探索の履歴


	AAA サーバおよびローカル データベース
	AAA サーバとローカル データベース
	AAA とローカル データベースについて
	認証
	認証
	Accounting
	認証、認可、アカウンティング間の相互作用
	AAA Servers
	AAA Server Groups
	ローカル データベースについて
	フォールバック サポート
	グループ内の複数のサーバを使用したフォールバックの仕組み

	ローカル データベースのガイドライン
	ローカル データベースへのユーザ アカウントの追加
	ローカル データベースの認証および認可のテスト
	ローカル データベースのモニタリング
	ローカル データベースの履歴

	AAA の RADIUS サーバ
	AAA 用の RADIUS サーバについて
	サポートされている認証方式
	VPN 接続のユーザ認証
	RADIUS 属性のサポートされるセット
	サポートされる RADIUS 認証属性
	サポートされる IETF RADIUS 認証属性
	RADIUS アカウンティング切断の理由コード

	AAA の RADIUS サーバのガイドライン
	AAA 用の RADIUS サーバの設定
	RADIUS サーバ グループの設定
	グループへの RADIUS サーバの追加
	認証プロンプトの追加

	RADIUS サーバの認証および認可のテスト
	AAA 用の RADIUS サーバのモニタリング
	AAA 用の RADIUS サーバの履歴

	AAA 用の TACACS+ サーバ
	AAA 用の TACACS+ サーバについて
	TACACS+ 属性

	AAA 用の TACACS+ サーバのガイドライン
	TACACS+ サーバの設定
	TACACS+ サーバ グループの設定
	グループへの TACACS+ サーバの追加
	認証プロンプトの追加

	TACACS+ サーバの認証および許可のテスト
	AAA 用の TACACS+ サーバのモニタリング
	AAA 用の TACACS+ サーバの履歴

	AAA の LDAP サーバ
	LDAP および ASA について
	LDAP での認証方法
	LDAP 階層
	LDAP 階層の検索

	LDAP サーバへのバインド
	LDAP 属性マップ

	AAA の LDAP サーバのガイドライン
	AAA の LDAP サーバの設定
	LDAP 属性マップの設定
	LDAP サーバ グループの設定
	LDAP サーバのサーバ グループへの追加

	LDAP サーバによる認証および許可のテスト
	AAA の LDAP サーバのモニタリング
	AAA の LDAP サーバの履歴


	システム管理
	管理アクセス
	管理リモート アクセスの設定
	ASDM、Telnet、または SSH 用の ASA アクセスの設定
	ASDM アクセスまたはクライアントレス SSL VPN のための HTTP リダイレクトの設定
	VPN トンネルを介した管理アクセスの設定
	コンソール タイムアウトの変更
	CLI プロンプトのカスタマイズ
	ログイン バナーの設定
	管理セッション クォータの設定

	システム管理者用 AAA の設定
	システム管理者用 AAA について
	SSH 認証の概要
	Telnet 認証の概要
	ASDM 認証の概要
	シリアル認証の概要
	enable 認証の概要
	スイッチから ASA サービス モジュールへのセッション
	サポートされるコマンド認可方式
	セキュリティ コンテキストとコマンド許可
	コマンド権限レベル

	CLI、ASDM、および enable コマンド アクセス認証の設定
	ASDM 証明書認証の設定
	管理許可による CLI および ASDM アクセスの制限
	コマンド認可の設定
	ローカル コマンド許可の設定
	TACACS+ サーバでのコマンドの設定
	TACACS+ コマンド許可の設定

	ローカル データベース ユーザのパスワード ポリシーの設定
	パスワードの変更

	管理アクセス アカウンティングの設定
	ロックアウトからの回復

	デバイス アクセスのモニタリング
	管理アクセスの履歴

	ソフトウェアおよびコンフィギュレーション
	ソフトウェアのアップグレード
	アップグレード パス、ガイドライン、および移行
	アップグレード パス
	設定の移行
	クラスタリングのガイドライン
	フェールオーバーのガイドライン

	現在のバージョンの表示
	Cisco.com からのソフトウェアのダウンロード
	スタンドアロン ユニットのアップグレード
	ローカル コンピュータからのアップグレード
	Cisco.com ウィザードを使用したアップグレード

	アクティブ/スタンバイ フェールオーバー ペアのアップグレード
	アクティブ/アクティブ フェールオーバー ペアのアップグレード
	ASA クラスタのアップグレード
	ROMMON を使用したイメージのロード
	ROMMON を使用した ASA 5500-X シリーズのイメージのロード
	ROMMON を使用した ASASM のイメージのロード

	ROMMON イメージのアップグレード（ASA 5506-X、5508-X、および 5516-X）
	ASA 5506W-X ワイヤレス アクセス ポイントのイメージの回復およびロード
	ソフトウェアのダウングレード

	ファイルの管理
	ファイル アクセスの設定
	FTP クライアント モードの設定
	セキュア コピー サーバとしての ASA の設定
	ASA TFTP クライアントのパス設定
	マウント ポイントの追加
	CIFS マウント ポイントの追加
	FTP マウント ポイントの追加


	ファイル管理ツールへのアクセス
	ファイルの転送
	ローカル PC とフラッシュ間でのファイル転送
	リモート サーバとフラッシュ間でのファイル転送


	ASA イメージ、ASDM、およびスタートアップ コンフィギュレーションの設定
	コンフィギュレーションまたはその他のファイルのバックアップおよび復元
	完全なシステム バックアップまたは復元の実行
	バックアップまた復元を開始する前に
	システムのバックアップ
	バックアップの復元

	ローカル CA サーバのバックアップ
	TFTP サーバへの実行コンフィギュレーションの保存

	システム再起動のスケジュール
	Auto Update の設定
	Auto Update について
	Auto Update クライアントまたはサーバ
	Auto Update の利点
	フェールオーバー設定での Auto Update サーバ サポート
	Auto Update プロセスの概要


	Auto Update のガイドライン
	Auto Update サーバとの通信の設定
	Auto Update のモニタリング
	Auto Update プロセスのモニタリング


	ソフトウェアとコンフィギュレーションの履歴

	システム イベントに対する応答の自動化
	EEM について
	サポートされるイベント
	イベント マネージャ アプレットのアクション
	出力先

	EEM のガイドライン
	EEM の設定
	イベント マネージャ アプレットの作成とイベントの設定
	アクションおよびアクションの出力先の設定
	イベント マネージャ アプレットの実行
	トラック メモリ割り当ておよびメモリ使用量

	EEM のモニタリング
	EEM の履歴

	テストとトラブルシューティング
	Packet Capture Wizard を使用したキャプチャの設定と実行
	パケット キャプチャのガイドライン
	入力トラフィック セレクタ
	出力トラフィック セレクタ
	Buffers
	概要
	キャプチャの実行
	キャプチャの保存

	ASAv の vCPU 使用量
	CPU 使用率の例
	VMware の CPU 使用率のレポート
	ASAv のグラフと vCenter のグラフ

	設定のテスト
	基本接続のテスト：アドレスの ping
	ping で実行可能なテスト
	ICMP ping と TCP ping の選択
	ICMP の有効化
	ホストの ping
	ASA 接続の体系的なテスト

	ホストまでのルートの追跡
	トレース ルート上の ASA の表示
	パケット ルートの決定

	パケット トレーサを使用したポリシー設定のテスト

	パフォーマンスとシステム リソースのモニタリング
	パフォーマンスのモニタリング
	メモリ ブロックのモニタリング
	CPU のモニタリング
	メモリのモニタリング
	プロセス単位の CPU 使用率のモニタリング

	接続のモニタリング
	テストおよびトラブルシューティングの履歴


	モニタリング
	ロギング
	ロギングの概要
	マルチ コンテキスト モードでのロギング
	syslog メッセージ分析
	syslog メッセージ形式
	重大度
	syslog メッセージ フィルタリング
	syslog メッセージ クラス
	ログ ビューアのメッセージのソート
	カスタム メッセージ リスト
	クラスタ

	ロギングのガイドライン
	ロギングの設定
	Enable Logging
	出力先の設定
	外部 syslog サーバへの syslog メッセージの送信
	FTP の設定
	ロギングに使用するフラッシュ メモリの設定
	セキュア ロギングの有効化
	syslog サーバに送信する EMBLEM 形式の syslog メッセージの生成
	他の出力先への EMBLEM 形式の syslog メッセージの生成
	syslog サーバの設定の追加または編集

	内部ログ バッファへの syslog メッセージの送信
	内部ログ バッファのフラッシュへの保存
	ログの記録で使用可能な内部フラッシュ メモリの容量の変更
	ASDM Java Console による記録されたエントリの参照とコピー

	電子メール アドレスへの syslog メッセージの送信
	電子メール受信者の追加または編集
	リモート SMTP サーバの設定

	コンソール ポートへの syslog メッセージの送信
	Telnet または SSH セッションへの syslog メッセージの送信

	syslog メッセージの設定
	syslog メッセージの設定
	syslog ID 設定の編集
	非 EMBLEM 形式の syslog メッセージへのデバイス ID の出力
	syslog メッセージに日付と時刻を含める
	syslog メッセージの無効化
	syslog メッセージの重大度の変更
	スタンバイ装置の syslog メッセージのブロック
	非 EMBLEM 形式の syslog メッセージにデバイス ID を含める

	カスタム イベント リストの作成
	ロギング フィルタの設定
	ロギングの宛先へのメッセージ フィルタの適用
	ロギング フィルタの適用
	syslog メッセージ ID フィルタの追加または編集
	メッセージ クラスと重大度フィルタの追加または編集
	指定した出力先へのクラス内のすべての syslog メッセージの送信

	syslog メッセージの生成レートの制限
	個々の syslog メッセージに対するレート制限の割り当てまたは変更
	syslog メッセージに対するレート制限の追加または編集
	syslog 重大度に対するレート制限の編集


	ログのモニタリング
	ログ ビューアを使用した syslog メッセージのフィルタリング
	フィルタリング設定の編集
	ログ ビューアを使用した特定のコマンドの発行

	ロギングの履歴

	SNMP
	SNMP の概要
	SNMP の用語
	SNMP バージョン 3 の概要
	セキュリティ モデル
	SNMP グループ
	SNMP ユーザ
	SNMP ホスト
	ASA、ASA サービス モジュール、Cisco IOS ソフトウェアの間の実装には、Cisco IOSソフトウェア サービス モジュール

	SNMP syslog メッセージ
	アプリケーション サービスとサードパーティ ツール

	SNMP のガイドライン
	SNMP の設定
	SNMP 管理ステーションの設定
	SNMP トラップの設定
	SNMP バージョン 1 または 2c のパラメータの設定
	SNMP バージョン 3 のパラメータの設定
	ユーザのグループの設定

	SNMP モニタリング
	SNMP の履歴

	Anonymous Reporting および Smart Call Home
	Anonymous Reporting について
	DNS 要件

	Smart Call Home の概要
	Anonymous Reporting および Smart Call Home のガイドライン
	Anonymous Reporting および Smart Call Home の設定
	Anonymous Reporting の設定
	Smart Call Home の設定

	Anonymous Reporting および Smart Call Home のモニタリング
	Anonymous Reporting および Smart Call Home の履歴


	参照先
	アドレス、プロトコル、およびポート
	IPv4 アドレスとサブネット マスク
	クラス
	プライベート ネットワーク
	サブネット マスク
	サブネットマスクの決定
	サブネットマスクに使用するアドレスの決定
	クラス C 規模ネットワーク アドレス
	クラス B 規模ネットワーク アドレス



	IPv6 Addresses
	IPv6 アドレスの形式
	IPv6 アドレス タイプ
	ユニキャスト アドレス
	グローバル アドレス
	サイトローカル アドレス
	リンクローカル アドレス
	IPv4 互換 IPv6 アドレス
	未指定アドレス
	ループバック アドレス
	インターフェイス識別子

	マルチキャスト アドレス
	エニーキャスト アドレス
	必須アドレス

	IPv6 アドレス プレフィックス

	プロトコルとアプリケーション
	TCP ポートおよび UDP ポート
	ローカル ポートとプロトコル
	ICMP タイプ



