
Microsoft Office 365 および Cisco WebEx のため
の最適化する AnyConnect スプリットトンネル 
目次

はじめに
スプリット トンネリング
ダイナミック スプリット トンネリング
設定
確認

概要

この資料に設定で（ASA）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 Microsoft Office 365 （Microsoft チームが含まれています）および Cisco WebEx に向かう
VPN 接続からトラフィックを除くために記述されています。 それはそれをサポートする
AnyConnect クライアントのためのネットワーク アドレス除外およびダイナミック（基づく完全
修飾ドメイン名 （FQDN））除外を統合します。

スプリット トンネリング

ASA は「除きます」トンネルから除かれるべき IPv4 および IPv6 宛先の指定されたリストを設定
される必要があります。 残念ながらアドレスのリストはダイナミックで、可能性としては変更す
る可能性があります。 python のためのコンフィギュレーションセクションおよびリンクが読まれ
るオンライン python にスクリプトを書くために– eval –リストを取得し、設定 例を生成するのに
使用できるループ（REPL）を印刷することを参照して下さい。

ダイナミック スプリット トンネリング

分割に加えてネットワーク アドレス リストを除いて下さい、ダイナミック スプリット トンネリ
ングは Windows および Mac のための AnyConnect 4.6 に追加されました。 ダイナミック スプリ
ット トンネリングは接続がトンネルに行く必要があるかどうか判別するために FQDN を使用し
ます。 python スクリプトはまた AnyConnect カスタム属性に追加するためにエンドポイントの
FQDN を判別します。

設定

Python 3 REPL のこのスクリプトを実行するか、または
https://repl.it/@ministryofjay/AnyConnectO365DynamicExclude のようなパブリック REPL 環境で
実行して下さい。

import urllib.request

import uuid

import json

import re

https://repl.it/@ministryofjay/AnyConnectO365DynamicExclude
https://repl.it/@ministryofjay/AnyConnectO365DynamicExclude


def print_acl_lines(acl_name, ips, section_comment):

    slash_to_mask = (

        "0.0.0.0",

        "128.0.0.0",

        "192.0.0.0",

        "224.0.0.0",

        "240.0.0.0",

        "248.0.0.0",

        "252.0.0.0",

        "254.0.0.0",

        "255.0.0.0",

        "255.128.0.0",

        "255.192.0.0",

        "255.224.0.0",

        "255.240.0.0",

        "255.248.0.0",

        "255.252.0.0",

        "255.254.0.0",

        "255.255.0.0",

        "255.255.128.0",

        "255.255.192.0",

        "255.255.224.0",

        "255.255.240.0",

        "255.255.248.0",

        "255.255.252.0",

        "255.255.254.0",

        "255.255.255.0",

        "255.255.255.128",

        "255.255.255.192",

        "255.255.255.224",

        "255.255.255.240",

        "255.255.255.248",

        "255.255.255.252",

        "255.255.255.254",

        "255.255.255.255",

    )

    print(

        "access-list {acl_name} remark {comment}".format(

            acl_name=acl_name, comment=section_comment

        )

    )

    for ip in sorted(ips):

        if ":" in ip:

            # IPv6 address

            print(

                "access-list {acl_name} extended permit ip {ip} any6".format(

                    acl_name=acl_name, ip=ip

                )

            )

        else:

            # IPv4 address.  Convert to a mask

            addr, slash = ip.split("/")

            slash_mask = slash_to_mask[int(slash)]

            print(

                "access-list {acl_name} extended permit ip {addr} {mask} any4".format(

                    acl_name=acl_name, addr=addr, mask=slash_mask

                )

            )

# Fetch the current endpoints for O365

http_res = urllib.request.urlopen(



    url="https://endpoints.office.com/endpoints/worldwide?clientrequestid={}".format(

        uuid.uuid4()

    )

)

res = json.loads(http_res.read())

o365_ips = set()

o365_fqdns = set()

for service in res:

    if service["category"] == "Optimize":

        for ip in service.get("ips", []):

            o365_ips.add(ip)

        for fqdn in service.get("urls", []):

            o365_fqdns.add(fqdn)

# Generate an acl for split excluding For instance

print("##### Step 1: Create an access-list to include the split-exclude networks\n")

acl_name = "ExcludeSass"

# O365 networks

print_acl_lines(

    acl_name=acl_name,

    ips=o365_ips,

    section_comment="v4 and v6 networks for Microsoft Office 365",

)

# Microsoft Teams

# https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-vpn-implement-split-

tunnel#configuring-and-securing-teams-media-traffic

print_acl_lines(

  acl_name=acl_name,

  ips=["13.107.60.1/32"],

  section_comment="v4 address for Microsoft Teams"

)

# Cisco Webex - Per https://help.webex.com/en-us/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-

Teams-Services

webex_ips = [

    "64.68.96.0/19",

    "66.114.160.0/20",

    "66.163.32.0/19",

    "170.133.128.0/18",

    "173.39.224.0/19",

    "173.243.0.0/20",

    "207.182.160.0/19",

    "209.197.192.0/19",

    "216.151.128.0/19",

    "114.29.192.0/19",

    "210.4.192.0/20",

    "69.26.176.0/20",

    "62.109.192.0/18",

    "69.26.160.0/19",

]

print_acl_lines(

    acl_name=acl_name,

    ips=webex_ips,

    section_comment="IPv4 and IPv6 destinations for Cisco Webex",

)

# Edited. April 1st 2020

# Per advice from Microsoft they do NOT advise using dynamic split tunneling for their

properties related to Office 365

#

print(

    "\n\n##### Step 2: Create an Anyconnect custom attribute for dynamic split excludes\n"

)

print("SKIP.  Per Microsoft as of April 2020 they advise not to dynamically split fqdn related

to Office365")



#print(

#    """

#webvpn

#  anyconnect-custom-attr dynamic-split-exclude-domains description dynamic-split-exclude-

domains

#

#anyconnect-custom-data dynamic-split-exclude-domains saas {}

#""".format(

#        ",".join([re.sub(r"^\*\.", "", f) for f in o365_fqdns])

#    )

#)

#

print("\n##### Step 3: Configure the split exclude in the group-policy\n")

print(

    """

group-policy GP1 attributes

 split-tunnel-policy excludespecified

 ipv6-split-tunnel-policy excludespecified

 split-tunnel-network-list value {acl_name}

""".format(

        acl_name=acl_name

    )

)

注: Microsoft はキー入力するためにスプリット トンネリングの設定によって送達された
IPv4 および IPv6 アドレス範囲を使用して VPN 接続のスコープからのオフィス 365 サービ
スを送信されるトラフィックを除くことを推奨しています。 VPN キャパシティの最適なパ
フォーマンスおよび最も効率的な使用に関しては、これらへのトラフィックは Office 365
Exchange Online、SharePoint オンラインおよび Microsoft チームと（Microsoft ドキュメン
トの最適化するカテゴリと言われる）関連付けられた IP アドレス範囲を直接べきです VPN
トンネルの外でルーティングされる、捧げました。 この推奨事項に関する詳細情報詳細に
ついては VPN 分割されたトンネリングを使用しているリモートユーザ向けの最適化するオ
フィス 365 接続を参照して下さい。

注: 早い 2020 年 4 月現在で、IP 範囲 13.107.60.1/32 がトンネルから除く必要があること
Microsoft チームに依存関係があります。 チーム メディア トラフィックを詳細については
設定し、保護することを参照して下さい。

確認

ユーザが接続されれば彼らは ACL、また「ダイナミック 除外」リストで提供されるアドレスと読
み込まれる「非保護されたルーティング」がトンネル伝送することを見るはずです。

https://docs.microsoft.com/en-us/Office365/Enterprise/office-365-vpn-split-tunnel
https://docs.microsoft.com/en-us/Office365/Enterprise/office-365-vpn-split-tunnel
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-vpn-implement-split-tunnel#configuring-and-securing-teams-media-traffic
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-vpn-implement-split-tunnel#configuring-and-securing-teams-media-traffic
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