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概要

VPNゲートウェイが Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントからの管理 VPN トン
ネルによって接続を許可するようにこの資料に適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフ
トウェア設定する方法を記述されています（ASA）。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Adaptive Security Device Manager （ASDM）を通した VPN 設定●

基本 ASA CLI 設定●

X509 証明書●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア バージョン 9.12(3)9●

Cisco Adaptive Security Device Manager （ASDM）ソフトウェア バージョン 7.12.2●

Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント バージョン 4.8.03036 が付いている
Windows 10

●



注: Ciscoソフトウェア ダウンロード（登録ユーザのみ）から AnyConnect VPN Webdeploy
パッケージを（anyconnect-win*.pkg か anyconnect-macos*.pkg）ダウンロードして下さい
。 AnyConnect VPN Client を ASA のフラッシュ メモリにコピーします。これは、ASA と
の SSL VPN 接続を確立するためにリモート ユーザ コンピュータにダウンロードされます
。 詳細については ASA コンフィギュレーション ガイドの AnyConnect クライアント セク
ションをインストールすることを参照して下さい。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 ネット
ワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります
。

背景説明

管理 VPN トンネルは社内ネットワークにない VPN 接続がエンドユーザによって確立されるちょ
うどその時クライアント システムが電源投入される時はいつでも接続を確認します。 オフィス
ネットワークに、VPN によって、ユーザによってまれに接続される特にデバイスのオフィス エ
ンドポイントのパッチ管理を行うことができます。 必要となるエンドポイント OS ログオン スク
リプトはまたこの機能から社内ネットワークの接続寄与します。

AnyConnect 管理 トンネルは管理者がユーザ ログイン前にユーザ 介入なしで接続される
AnyConnect があることを可能にします。 トンネルによってが信頼できるネットワーク 検出と共
にはたらかせることができ、従って誘発されます AnyConnect 管理はエンドポイントがユーザ開
始 VPN から宅外および切断されているときだけ。 AnyConnect 管理 トンネルはユーザが VPN を
始めるときエンドユーザおよび切断に対して自動的に透過的です。

OS/Application 最小バージョン必要条件
ASA 9.0.1
ASDM 7.10.1
Windows AnyConnect バージョン 4.7.00136
macOS AnyConnect バージョン 4.7.01076
Linux  サポートされていない 

管理 トンネルの作業

AnyConnect VPN エージェント サービスはシステム ブートアップに自動的に開始します。 管理
トンネル 機能が（管理 VPN プロファイルによって）有効に なることを検出します、従って管理
トンネル接続を開始する管理 クライアントアプリケーションを起動させます。 管理 クライアン
トアプリケーションは接続を開始するのに管理 VPN プロファイルからのホスト エントリを使用
します。 それから VPN トンネルは 1 例外を除いて、いつも通り確立されます: ソフトウェア ア
ップデートは管理 トンネル接続の間に管理 トンネルがユーザに対して透過的であるために意味さ
れるので実行された。

ユーザは管理 トンネルターミネーションを誘発する AnyConnect UI によって VPN トンネルを開
始します。 管理 トンネルターミネーションに、ユーザ トンネル確立はいつも通り続けます。

管理 トンネルの自動再建を誘発するユーザは VPN トンネルを切ります。

制限事項

https://software.cisco.com/download/home/286281283/type/282364313/release/4.8.03036?i=!pp
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-anyconnect.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-anyconnect.html


ユーザー操作はサポートされません。●

マシン 証明書 ストア（Windows）による認証ベース認証はただサポートされます。●

厳密なサーバ証明チェックは実施されます。●

私用プロキシはサポートされません。●

公共プロキシはサポートされません（ProxyNative 値はネイティブ プロキシ設定がブラウザ
から取得されない）プラットフォームでサポートされます。

●

AnyConnect カスタマイゼーション スクリプトはサポートされません。●

注: 詳細については、toAbout を管理 VPN トンネル参照して下さい。

設定

このセクションは VPNゲートウェイで Cisco ASA を AnyConnect クライアントからの管理 VPN
トンネルによって接続を許可するために設定する方法を記述します。

ASA による ASDM/CLI の設定

ステップ 1. AnyConnect グループ ポリシーを作成して下さい。 設定 > リモートアクセス VPN >
ネットワーク（クライアント）アクセス > グループ ポリシーにナビゲートして下さい。 [Add] を
クリックします。

注: AnyConnect 管理 トンネルだけのために使用される AnyConnect 新しいグループ ポリシ
ーを作成することは賢明です。

ステップ 2.グループ ポリシーに名前をつけて下さい。 アドレス プールを割り当てて下さい/作成
して下さい。 イメージに示すように SSL VPN Client や IPsec IKEv2 としてトンネリング プロト
コルを、選択して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect47/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-7/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-7_chapter_01100.html#id_100260
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect47/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-7/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-7_chapter_01100.html#id_100260


ステップ 3.高度への移動 > スプリット トンネリング。 ポリシーを下記のトンネル ネットワーク
リストで設定し、イメージに示すようにネットワーク リストを、選択して下さい。

注: クライアントアドレスが両方の IP プロトコルのために（IPv4 および IPv6）押されなけ
れば、クライアント バイパス プロトコル 設定は対応した トラフィックが管理 トンネルに
よって破壊されないように有効に する必要があります。 設定するために、ステップ 4.を参
照して下さい。



ステップ 4.高度への移動 > AnyConnect クライアント。 有効に なるためにクライアント バイパ
ス プロトコルを設定 して下さい。 イメージに示すように、保存するために『OK』 をクリック
して下さい。

ステップ 5.このイメージに示すように、ASA に設定を押すために『Apply』 をクリック して下さ
い。

グループ ポリシーのための CLI 設定。



ip local pool VPN_Pool 192.168.10.1-192.168.10.100 mask 255.255.255.0

! access-list VPN-Split standard permit 172.168.0.0 255.255.0.0

! group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel internal

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel attributes

 vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

 split-tunnel-network-list value VPN-Split

 client-bypass-protocol enable

 address-pools value VPN_Pool

ステップ 6. AnyConnect 接続プロファイルを作成して下さい。 設定 > リモートアクセス VPN >
ネットワーク（クライアント）アクセス > AnyConnect 接続プロファイルにナビゲートして下さ
い。 [Add] をクリックします。 

注: AnyConnect 管理 トンネルだけのために使用される AnyConnect 新しい接続プロファイ
ルを作成することは賢明です。

ステップ 7.接続プロファイルに名前、および証明書だけとしてセット認証方式を提供します。 ス
テップ 1.で作成されるものとしてグループ ポリシーを選択して下さい。



注: ローカル CA からのルート証明が ASA にあることを確認して下さい。 設定 > リモート
アクセス VPN > Certificate Management > CA 証明書/ビューに追加するために証明書ナビ
ゲートして下さい。 

注: 識別証明書がマシン 証明書 ストアで（Windows のために）および/またはシステム
Keychain で存在 する同じローカル CA によって発行したことを確認して下さい（macOS
のために）。

ステップ 8.高度への移動 > グループ エイリアス/グループ URL。 グループ URL の下で『Add』
をクリック し、URL を追加して下さい。 イネーブルになったチェックされます確認して下さい
。 イメージに示すように、保存するために『OK』 をクリック して下さい。



IKEv2 が使用される場合、IPsec （IKEv2）アクセスを有効に されます AnyConnect に使用する
インターフェイスで確認して下さい。

ステップ 9. ASA に設定を押すために『Apply』 をクリック して下さい。



接続プロファイル（トンネル グループ）のための CLI 設定。

tunnel-group AnyConnect_MGMT_Tunnel type remote-access

tunnel-group AnyConnect_MGMT_Tunnel general-attributes

 default-group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel

tunnel-group AnyConnect_MGMT_Tunnel webvpn-attributes

 authentication certificate

 group-url https://asa.example.com/AnyConnect_MGMT_Tunnel enable

ステップ 10： 信頼できる証明書が ASA でインストールされているし、AnyConnect 接続に使用
するインターフェイスにように区切て下さい。 設定 > リモートアクセス VPN に > 進みました >
SSL 設定/ビュー追加するためにこの設定ナビゲートして下さい。

注: ASA の識別証明書のインストールを参照して下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html#anc11


SSL トラストポイントのための CLI 設定:

ssl trust-point ROOT-CA outside

AnyConnect 管理 VPN プロファイルの作成

ステップ 1. AnyConnect クライアント プロファイルを作成して下さい。 設定 > リモートアクセ
ス VPN > ネットワーク（クライアント）アクセス > AnyConnect クライアント プロファイルに
ナビゲートして下さい。 イメージに示すように、『Add』 をクリック して下さい。



ステップ 2.プロファイル名をつけて下さい。 AnyConnect 管理 VPN プロファイルとしてプロフ
ァイル使用を選択して下さい。 ステップ 1.で作成されるグループ ポリシーを『OK』 をクリック
します イメージに示すように、選択して下さい。

ステップ 3.作成されるプロファイルを選択し、イメージに示すように、『Edit』 をクリック して
下さい。

ステップ 4. Server リストへの移動。 イメージに示すように新しい Server リスト エントリを、
追加するために『Add』 をクリック して下さい。



ステップ 5.表示名を提供します。 ASA の FQDN IP アドレスを追加して下さい。 トンネル グル
ープ名前としてユーザグループを提供します。 グループ URL は FQDN およびユーザグループと
自動的に実装します。 [OK] をクリックします。



注: FQDN IP アドレス + ユーザグループはステップ 8.の AnyConnect 接続プロファイルの
設定の間に述べられるグループ URL と同じであるはずです。

注: プロトコルとして IKEv2 の AnyConnect はまた管理 VPN への ASA の確立に使用するこ
とができます。 プライマリ プロトコルを設定 されますステップ 5.の IPsec に確認して下さ
い。

ステップ 6 イメージで示されているように、保存するために『OK』 をクリック して下さい。



ステップ 7.イメージに示すように ASA に設定を、押すために『Apply』 をクリック して下さい
。



AnyConnect 管理 VPN プロファイルの付加の後の CLI 設定。

webvpn

 enable outside

 hsts

  enable

  max-age 31536000

  include-sub-domains

  no preload

 no anyconnect-essentials

 anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.8.02045-webdeploy-k9.pkg 1

 anyconnect profiles AnyConnect_MGMT_Profile disk0:/anyconnect_mgmt_profile.vpnm

 anyconnect enable

 tunnel-group-list enable

 cache

  disable

 error-recovery disable

!

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel internal

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel attributes

 vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

 split-tunnel-network-list value VPN-Split

 client-bypass-protocol enable

 address-pools value VPN_Pool

 webvpn

  anyconnect profiles value AnyConnect_MGMT_Profile type vpn-mgmt

AnyConnect クライアントマシンの AnyConnect 管理 VPN プロファイル

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">

<ClientInitialization>

<UseStartBeforeLogon UserControllable="false">false</UseStartBeforeLogon>

<AutomaticCertSelection UserControllable="false">true</AutomaticCertSelection>



<ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage>

<CertificateStore>Machine</CertificateStore>

<CertificateStoreMac>System</CertificateStoreMac>

<CertificateStoreOverride>true</CertificateStoreOverride>

<ProxySettings>IgnoreProxy</ProxySettings>

<AllowLocalProxyConnections>true</AllowLocalProxyConnections>

<AuthenticationTimeout>30</AuthenticationTimeout>

--- Output Omitted ---

<CaptivePortalRemediationBrowserFailover>false</CaptivePortalRemediationBrowserFailover>

<AllowManualHostInput>false</AllowManualHostInput> </ClientInitialization> <ServerList>

<HostEntry>

<HostName>AnyConnect_MGMT_Tunnel</HostName>

<HostAddress>asa.example.com</HostAddress>

<UserGroup>AnyConnect_MGMT_Tunnel</UserGroup>

</HostEntry>

</ServerList>

</AnyConnectProfile>

注: 信頼できるネットワーク 検出（TND）がユーザ AnyConnect VPN プロファイルで使用
されれば一貫したユーザ エクスペリエンスのための管理 VPN プロファイルの同じ設定を一
致する 賢明です。 管理はユーザ VPN トンネル プロファイルで加えられた TND 設定にトン
ネルが誘発される VPN 基づいていました。 管理 VPN トンネルがアクティブなときだけさ
らに、管理 VPN プロファイルの TND 接続応答操作は（実施される）ユーザ VPN トンネル
に、管理 VPN トンネルがエンドユーザに対して透過的であることを確認するために常に適
用します。

AnyConnect 管理 VPN プロファイルにおける展開方法

ASA 接続プロファイルの正常なユーザ VPN 接続は VPNゲートウェイから AnyConnect 管理
VPN プロファイルをダウンロードするために完了します。

●

注: 管理 VPN トンネルに使用するプロトコルが IKEv2 である場合、最初の接続は必要 SSL
によって確立されるためにです（AnyConnect 管理 VPN プロファイルを ASA からダウンロ
ードするため）。

AnyConnect 管理 VPN プロファイルは GPO プッシュによるまたは手動インストールによる
クライアントマシンに手動でアップロードできます（プロファイルの名前をです
VpnMgmtTunProfile.xml 確認して下さい）。

●

     プロファイルが追加される必要があるフォルダの Location:

     Windows： C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント\プロ
ファイル\ MgmtTun

     macOS: /opt/cisco/anyconnect/profile/mgmttun/ 

（オプションの）トンネルすべての設定をサポートするためにカスタム属性を設定
して下さい

管理 VPN トンネルはユーザ開始ネットワーク通信に影響を与えることを避けるように分割を含
まれていますトンネリング 設定が、デフォルトで、必要とします。 これは管理 トンネル接続に
よって使用されるグループ ポリシーのカスタム属性の設定によって無効にすることができます。



ステップ 1.設定 > リモートアクセス VPN > ネットワーク（クライアント）アクセスへの移動は >
> AnyConnect カスタム属性進みました。 イメージに示すように、『Add』 をクリック して下さ
い。

ステップ 2.カスタム属性型を ManagementTunnelAllAllowed に設定 し、説明を提供して下さい。
イメージに示すように、『OK』 をクリック して下さい。

ステップ 3.設定 > リモートアクセス VPN > ネットワーク（クライアント）アクセスへの移動は >
> AnyConnect カスタム属性名前進みました。 イメージに示すように、『Add』 をクリック して
下さい。



ステップ 4. ManagementTunnelAllAllowed として『Type』 を選択 して下さい。 本当セット 名。
イメージに示すようにカスタム属性値を、提供するために『Add』 をクリック して下さい。

ステップ 5.本当として設定値。 イメージに示すように、『OK』 をクリック して下さい。



ステップ 6.設定 > リモートアクセス VPN > ネットワーク（クライアント）アクセス > グループ
ポリシーへの移動。 グループ ポリシーを選択して下さい。 イメージに示すように、『Edit』 を
クリック して下さい。

ステップ 7 、移動高度にこのイメージで示されている > スプリット トンネリング。 トンネルで
ポリシーをすべてのネットワーク設定して下さい。 



ステップ 8.高度への移動 > Anyconnect クライアント > カスタム属性。 イメージに示すように、
『Add』 をクリック して下さい。

ステップ 9. ManagementTunnelAllAllowed としてアトリビュート タイプを本当ように SELECT
値選択すれば。 イメージに示すように、『OK』 をクリック して下さい。



ステップ 10.イメージに示すように ASA に設定を、押すために『Apply』 をクリック して下さい
。

ManagementTunnelAllAllowed カスタム属性を追加した後ための CLI 設定

webvpn

 enable outside

 anyconnect-custom-attr ManagementTunnelAllAllowed description ManagementTunnelAllAllowed

 hsts

  enable

  max-age 31536000



  include-sub-domains

  no preload

 no anyconnect-essentials

 anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.8.02045-webdeploy-k9.pkg 1

 anyconnect profiles AnyConnect_MGMT_Profile disk0:/anyconnect_mgmt_profile.vpnm

 anyconnect enable

 tunnel-group-list enable

 cache

  disable

 error-recovery disable

!

anyconnect-custom-data ManagementTunnelAllAllowed true true

!

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel internal

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel attributes

 vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

 split-tunnel-policy tunnelall

 client-bypass-protocol enable

 address-pools value VPN_Pool

 anyconnect-custom ManagementTunnelAllAllowed value true

 webvpn

  anyconnect profiles value AnyConnect_MGMT_Profile type vpn-mgmt

確認

このコマンドで ASA CLI の管理 VPN トンネル接続が VPNsessiondb 詳細 anyconnect を示すこ
とを確認して下さい 

ASA# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect Detailed

Username     : vpnuser                Index        : 10

Assigned IP  : 192.168.10.1           Public IP    : 10.65.84.175

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-

256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx     : 17238                  Bytes Rx     : 1988

Pkts Tx      : 12                     Pkts Rx      : 13

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : AnyConnect_MGMT_Tunnel Tunnel Group : AnyConnect_MGMT_Tunnel

Login Time   : 01:23:55 UTC Tue Apr 14 2020

Duration     : 0h:11m:36s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : c0a801010000a0005e9510ab

Security Grp : none

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

--- Output Omitted ---

DTLS-Tunnel:

  Tunnel ID    : 10.3

  Assigned IP  : 192.168.10.1           Public IP    : 10.65.84.175

  Encryption   : AES-GCM-256            Hashing      : SHA384

  Ciphersuite  : ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

  Encapsulation: DTLSv1.2               UDP Src Port : 57053



  UDP Dst Port : 443                    Auth Mode    : Certificate

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 18 Minutes

  Client OS    : Windows

  Client Type  : DTLS VPN Client

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.8.03036

  Bytes Tx     : 17238                      Bytes Rx     : 1988

  Pkts Tx      : 12                         Pkts Rx      : 13

  Pkts Tx Drop : 0                          Pkts Rx Drop : 0

ASDM の管理 VPN トンネル接続を確認して下さい

[モニタリング（Monitoring）] > [VPN] > [VPN 統計情報（VPN Statistics）] > [セッション
（Sessions）] の順に移動します。 クライアントセッションに会うために AnyConnect クライア
ントによってフィルタリングして下さい。

クライアントマシンの管理 VPN トンネル接続の確認



トラブルシューティング

新しい UI 統計情報行（Management Connection 状態）が管理 トンネル 接続上の問題を解決する
のに使用することができます。 以下は一般に場面エラー状態です:

切断された（無効に される）:

機能は無効に なります。●

管理 VPN プロファイルがクライアントに展開されたプロファイルの手動アップロードによっ
てユーザ トンネル接続によって（ユーザ トンネル グループ ポリシーへ管理 VPN プロファ
イルを追加することを必要とします）または帯域からことを、確認して下さい。

●

管理 VPN プロファイルがトンネル グループを含む単一のホスト エントリで設定されるよう
にして下さい。

●

切断された（信頼できるネットワーク）:

TND は信頼できるネットワークを検出しました従って管理 トンネルは確立されません。●

切断された（ユーザ トンネル アクティブ）:

ユーザ VPN トンネルは現在アクティブです。●

切断された（失敗されるプロセス起動）:

プロセス起動失敗は管理 トンネル接続を試みた上で直面しました。●

切断された（失敗する接続して下さい）:

 接続障害は管理 トンネルを確立した上で直面しました。●



バナーがグループ ポリシーに、サーバ証明信頼する必要があるないことをように証明書認証
設定されるトンネル グループでして下さい。

●

切断された（無効な VPN 設定）:

無効なスプリット トンネリング 設定は VPN サーバから届きました。●

管理 トンネル グループ ポリシーのスプリット トンネリング 設定をチェックして下さい。●

切断された（保留中のソフトウェア アップデート）:

AnyConnect ソフトウェア アップデートは現在保留中です。●

切断された:

管理 トンネルは確立されることを約ありましたりまたは他の原因で確立できませんでした。●

それ以上のトラブルシューティングのための投げ矢を集めて下さい。

関連情報

管理 VPN トンネルの設定●

トラブルシューティング 管理 VPN トンネル●

/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect42/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-2/troubleshoot-anyconnect.html#ID-1427-0000001e
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect47/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-7/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-7_chapter_01100.html#id_77380
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