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C H A P T E R 9

認可および認証用の外部サーバ

この章では、ASA で AAA をサポートするための外部 LDAP、RADIUS、または TACACS+ サー

バの設定方法について説明します。外部サーバを使用するように ASA を設定する前に、正し

い ASA 許可属性でサーバを設定し、それらの属性のサブセットから個々のユーザに対する個

別の許可を割り当てる必要があります。

許可属性のポリシー実施の概要
ASA は、ユーザ認可属性（ユーザ権利またはユーザ権限とも呼ばれる）を VPN 接続に適用す

るためのいくつかの方法をサポートしています。ASA を設定して、次のいずれかの組み合わせ

からユーザ属性を取得できます。

• ASA のダイナミック アクセス ポリシー（DAP）

• 外部 RADIUS または LDAP 認証および許可サーバ（およびその両方）

• ASA のグループ ポリシー

ASA がすべてのソースから属性を受信すると、その属性が評価され、集約されてユーザ ポリ

シーに適用されます。属性の間で衝突がある場合、DAP 属性が優先されます。

ASA によって属性が適用される順序は次のとおりです（図 9-1 を参照）。

1. ASA 上の DAP 属性：バージョン 8.0(2) で導入されたこの属性は、他のすべての属性よりも

優先されます。DAP 内でブックマークまたは URL リストを設定した場合は、グループ ポ
リシーで設定されているブックマークや URL リストよりも優先されます。

2. AAA サーバ上のユーザ属性：ユーザ認証や認可が成功すると、サーバからこの属性が返さ

れます。これらの属性を、ASA のローカル AAA データベースの個々のユーザに設定され

ている属性（ASDM のユーザ アカウント）と混同しないでください。

3. ASA 上で設定されているグループ ポリシー：RADIUS サーバからユーザの RADIUS CLASS 
属性 IETF-Class-25（OU=group-policy）の値が返された場合は、ASA はそのユーザを同じ名

前のグループ ポリシーに入れて、そのグループ ポリシーの属性のうち、サーバから返され

ないものを適用します。

LDAP サーバでは、任意の属性名を使用してセッションのグループ ポリシーを設定できま

す。ASA 上で設定されている LDAP 属性マップによって、LDAP 属性が Cisco 属性 
IETF-Radius-Class にマッピングされます。
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4. 接続プロファイル（CLI では「トンネル グループ」と呼ばれます）によって割り当てられ

たグループ ポリシー：接続プロファイルには、接続の事前設定が含まれているほか、認証

前にユーザに適用されるデフォルトのグループ ポリシーが含まれています。ASA に接続す

るすべてのユーザは、最初にこのグループに所属します。このグループでは、DAP、サー

バから返されるユーザ属性、またはユーザに割り当てられたグループ ポリシーにはない属

性が定義されています。

5. ASA で割り当てられたデフォルトのグループ ポリシー（DfltGrpPolicy）：システムのデ

フォルト属性は、DAP、ユーザ属性、グループ ポリシー、または接続プロファイルで不足

している値を提供します。

ASA LDAP コンフィギュレーションの定義

図 9-1 ポリシー実施フロー

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。認証または認可サーバとして定

義されている LDAP サーバは、権限または属性（設定されている場合）を適用します。

ガイドライン

ASA は、数値の ID ではなく属性名に基づいて LDAP 属性を使用します。RADIUS 属性は、

名前ではなく数値 ID によって適用されます。

ASDM バージョン 7.0 の LDAP 属性には、cVPN3000 プレフィックスが含まれています。

ASDM バージョン 7.1 以降では、このプレフィックスは削除されています。

LDAP 属性は、RADIUS の章に記載されている RADIUS 属性のサブセットです。
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Active Directory/LDAP VPN リモート アクセス認可の例

この項では、Microsoft Active Directory サーバを使用している ASA で認証および認可を設定す

るための手順の例を示します。説明する項目は次のとおりです。

• 「ユーザベースの属性ポリシーの適用」（P.9-3）

• 「特定のグループ ポリシーへの LDAP ユーザの配置」（P.9-5）

• 「AnyConnect トンネルへのスタティック IP アドレスの割り当て」（P.9-7）

• 「ダイヤルインの許可または拒否アクセスの適用」（P.9-9）

• 「ログイン時間と Time-of-Day ルールの適用」（P.9-12）

その他の設定例については、Cisco.com にある次のテクニカル ノートを参照してください。

• 『ASA/PIX: Mapping VPN Clients to VPN Group Policies Through LDAP Configuration Example』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a008089149d.shtm
l

• 『PIX/ASA 8.0: Use LDAP Authentication to Assign a Group Policy at Login』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a00808d1a7c.shtml

ユーザベースの属性ポリシーの適用

すべての標準 LDAP 属性は、予約済みのベンダー固有属性（VSA）にマッピングできます。ま

た、1 つ以上の LDAP 属性を 1 つ以上の Cisco LDAP 属性にマッピングできます。

次の例では、AD の LDAP サーバで設定されたユーザに対し、簡単なバナーを適用するように 
ASA を設定します。サーバ上で [General] タブの [Office] フィールドを使用してバナー テキス

トを入力します。このフィールドでは、physicalDeliveryOfficeName という名前の属性を使用し

ます。ASA で、physicalDeliveryOfficeName を Cisco 属性 Banner1 にマッピングする属性マップを

作成します。認証の間に、ASA はサーバから physicalDeliveryOfficeName の値を取得し、その

値を Cisco 属性 Banner1 にマッピングしてユーザにバナーを表示します。

この例は、IPsec VPN クライアント、AnyConnect SSL VPN クライアント、クライアントレス 
SSL VPN など、どの接続タイプにも適用されます。この例では、User1 はクライアントレス 
SSL VPN 接続を使用して接続します。

ユーザの属性を AD または LDAP サーバ上で設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザを右クリックします。

[Properties] ダイアログボックスが表示されます（図 9-2 を参照）。

ステップ 2 [General] タブをクリックし、バナー テキストを [Office] フィールドに入力します。このフィー

ルドでは、AD/LDAP 属性 physicalDeliveryOfficeName が使用されます。
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図 9-2 LDAP ユーザの設定

ステップ 3 ASA 上で LDAP 属性マップを作成します。

次の例では、Banner というマップを作成し、AD/LDAP 属性 physicalDeliveryOfficeName を 
Cisco 属性 Banner1 にマッピングします。

hostname(config)# ldap attribute-map Banner

hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name physicalDeliveryOfficeName Banner1

ステップ 4 LDAP 属性マップを AAA サーバに関連付けます。

次の例では、AAA サーバ グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 の AAA サーバ ホスト コンフィ

ギュレーション モードを開始し、ステップ 3 で作成した属性マップ Banner を関連付けます。

hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2

hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map Banner

ステップ 5 バナーの適用をテストします。

クライアントレス SSL 接続の例を次に示します。このバナーは、ユーザ認証後に属性マップ経

由で適用されたものです（図 9-3 を参照）。
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図 9-3 表示されたバナー

特定のグループ ポリシーへの LDAP ユーザの配置

次に示す例では、AD LDAP サーバ上の User1 を ASA 上の特定のグループ ポリシーに対して認

証する方法について説明します。サーバで、[Organization] タブの [Department] フィールドを使

用して、グループ ポリシーの名前を入力します。次に、属性マップを作成し、[Department] を 
Cisco 属性である IETF-Radius-Class にマッピングします。認証の間に、ASA はサーバから 
[Department] の値を取得し、その値を IETF-Radius-Class にマッピングして User1 をグループ ポ
リシーに配置します。

この例は、IPsec VPN クライアント、AnyConnect SSL VPN クライアント、クライアントレス 
SSL VPN など、どの接続タイプにも適用されます。この例では、User1 はクライアントレス 
SSL VPN 接続経由で接続します。

AD LDAP サーバ上のユーザの属性を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザを右クリックします。

[Properties] ダイアログボックスが表示されます（図 9-4 を参照）。

ステップ 2 [Organization] タブをクリックして、[Department] フィールドに Group-Policy-1 と入力します。
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図 9-4 AD/LDAP の [Department] 属性

ステップ 3 ステップ 1 に示した LDAP コンフィギュレーションの属性マップを定義します。

次の例では、AD 属性 Department を Cisco 属性 IETF-Radius-Class にマッピングする方法につい

て説明します。

hostname(config)# ldap attribute-map group_policy

hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name Department IETF-Radius-Class

ステップ 4 LDAP 属性マップを AAA サーバに関連付けます。

次の例では、AAA サーバ グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 の AAA サーバ ホスト コン

フィギュレーション モードを開始し、ステップ 3 で作成した属性マップ group_policy を関連

付けます。

hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2

hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map group_policy

ステップ 5 ASA で新しいグループ ポリシーを追加し、ユーザに割り当てるために必要なポリシー属性を

設定します。次の例では、Group-policy-1 を作成します。この名前は、サーバで [Department] 
フィールドに入力したものです。

hostname(config)# group-policy Group-policy-1 external server-group LDAP_demo

hostname(config-aaa-server-group)#

ステップ 6 このユーザとして VPN 接続を確立し、Group-Policy1 からの属性（およびその他に適用可能

な、デフォルトのグループ ポリシーからの属性）がセッションに継承されていることを確認

します。
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ステップ 7 ASA とサーバの間の通信をモニタするには、特権 EXEC モードで debug ldap 255 コマンドをイ
ネーブルにします。このコマンドからの出力の例を次に示します。これは、主要なメッセージ
がわかるように編集済みです。
[29] Authentication successful for user1 to 10.1.1.2
[29] Retrieving user attributes from server 10.1.1.2
[29] Retrieved Attributes:
[29] department: value = Group-Policy-1
[29] mapped to IETF-Radius-Class: value = Group-Policy-1

AnyConnect トンネルへのスタティック IP アドレスの割り当て

この例では、AnyConnect クライアント ユーザ Web1 を、特定のスタティック IP アドレスを受
信するように設定します。そのアドレスを、AD LDAP サーバで [Dialin] タブの [Assign Static IP 
Address] フィールドに入力します。このフィールドでは、msRADIUSFramedIPAddress 属性を
使用します。この属性を Cisco 属性 IETF-Radius-Framed-IP-Address にマッピングする属性マッ
プを作成します。

認証時に、ASA は msRADIUSFramedIPAddress の値をサーバから取得し、その値を Cisco 属性 
IETF-Radius-Framed-IP-Address にマッピングし、スタティック アドレスを User1 に渡します。

次の例が当てはまるのは、フルトンネル クライアント、つまり IPsec クライアントや SSL VPN 
クライアント（AnyConnect クライアント 2.x および SSL VPN クライアント）などです。

AD/LDAP サーバ上でユーザ属性を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザ名を右クリックします。

[Properties] ダイアログボックスが表示されます（図 9-5 を参照）。

ステップ 2 [Dialin] タブをクリックし、[Assign Static IP Address] チェックボックスをオンにして、IP アド
レス 10.1.1.2 を入力します。

図 9-5 スタティック IP アドレスの割り当て
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ステップ 3 ステップ 1 に示した LDAP コンフィギュレーションの属性マップを作成します。

次の例では、スタティック アドレス フィールドで使用されている AD 属性 
msRADIUSFramedIPAddress を Cisco 属性 IETF-Radius-Framed-IP-Address にマッピングする方
法を示します。

hostname(config)# ldap attribute-map static_address
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name msRADIUSFramedIPAddress 

IETF-Radius-Framed-IP-Address

ステップ 4 LDAP 属性マップを AAA サーバに関連付けます。

次の例では、AAA サーバ グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 の AAA サーバ ホスト コンフィ
ギュレーション モードを開始し、ステップ 3 で作成した属性マップ static_address を関連付けます。

hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map static_address

ステップ 5 vpn-address-assignment コマンドが AAA を指定するように設定されているかどうかを確認するため
に、コンフィギュレーションのこの部分を show run all vpn-addr-assign コマンドで表示します。

hostname(config)# show run all vpn-addr-assign

vpn-addr-assign aaa   << これが設定されていることを確認します >>
no vpn-addr-assign dhcp
vpn-addr-assign local
hostname(config)#

ステップ 6 ASA と AnyConnect クライアントとの接続を確立します。次のことを確認します。

• バナーがクライアントレス接続と同じシーケンスで受信されている（図 9-6 を参照）。

• サーバ上で設定されて ASA にマッピングされた IP アドレスをユーザが受信している
（図 9-7 を参照）。

図 9-6 AnyConnect セッションのバナーの確認
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図 9-7 確立された AnyConnect セッション

ステップ 7 show vpn-sessiondb svc コマンドを使用してセッションの詳細を表示し、割り当てられたアドレ
スを確認します。

hostname# show vpn-sessiondb svc

Session Type: SVC
Username     : web1                   Index        : 31
Assigned IP  : 10.1.1.2              Public IP    : 10.86.181.70
Protocol     : Clientless SSL-Tunnel DTLS-Tunnel
Encryption   : RC4 AES128             Hashing      : SHA1
Bytes Tx     : 304140                 Bytes Rx     : 470506
Group Policy : VPN_User_Group         Tunnel Group : Group1_TunnelGroup
Login Time   : 11:13:05 UTC Tue Aug 28 2007
Duration     : 0h:01m:48s
NAC Result   : Unknown
VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

ダイヤルインの許可または拒否アクセスの適用

次の例では LDAP 属性マップを作成し、ユーザによって許可されるトンネリング プロトコルを
指定します。[Dialin] タブでの許可アクセスと拒否アクセスの設定を、Cisco 属性 
Tunneling-Protocol にマッピングします。この属性では、表 9-1 に示すビットマップ値がサポー
トされます。

表 9-1 Cisco Tunneling-Protocol 属性のビットマップ値

値 トンネリング プロトコル

1 PPTP

2 L2TP

41 IPsec（IKEv1）

82 L2TP/IPsec
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この属性を使用して、プロトコルの [Allow Access]（TRUE）または [Deny Access]（FALSE）
の条件を作成し、ユーザがアクセスを許可される方法を適用します。

この単純化した例では、トンネル プロトコル IPsec/IKEv1（4）をマッピングすることによっ
て、Cisco VPN クライアントの許可（true）条件を作成できます。また、WebVPN（16）と 
SVC/AC（32）を値 48（16+32）としてマッピングし、拒否（false）条件を作成します。これ
で、ユーザは ASA に IPsec を使用して接続できるようになりますが、クライアントレス SSL ま
たは AnyConnect クライアントを使用して接続しようとすると拒否されます。

ダイヤルイン許可アクセスまたは拒否アクセスを適用する別の例については、次の URL にあ
るテクニカル ノート『ASA/PIX: Mapping VPN Clients to VPN Group Policies Through LDAP 
Configuration Example』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a008089149d.shtml 

AD/LDAP サーバ上のユーザに属性を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザを右クリックします。

[Properties] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Dial-in] タブをクリックしてから、[Allow Access] オプション ボタンをクリックします
（図 9-8）。

図 9-8 AD/LDAP User1 - [Allow Access]

16 クライアントレス SSL

32 SSL クライアント：AnyConnect または SSL VPN クライアント

64 IPsec（IKEv2）

1. IPsec と L2TP over IPsec は同時にはサポートされません。そのため、値 4 と 8 は相互排
他値となります。

2. 注 1 を参照してください。

表 9-1 Cisco Tunneling-Protocol 属性のビットマップ値 （続き）

値 トンネリング プロトコル
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（注） [Control access through the Remote Access Policy] オプションを選択した場合は、値はサー
バから返されず、適用される権限は ASA の内部グループ ポリシー設定に基づいて決定
されます。

ステップ 3 IPsec と AnyConnect の両方の接続を許可するがクライアントレス SSL 接続を拒否する属性マッ
プを作成します。

この例では、初めに tunneling_protocols というマップを作成します。次に、[Allow Access] 設定
で使用される AD 属性 msNPAllowDialin を、map-name コマンドを使用して Cisco 属性 
Tunneling-Protocols にマッピングします。次に、マップ値を map-value コマンドで追加します。

hostname(config)# ldap attribute-map tunneling_protocols
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name msNPAllowDialin Tunneling-Protocols
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-value msNPAllowDialin FALSE 48
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-value msNPAllowDialin TRUE 4

ステップ 4 LDAP 属性マップを AAA サーバに関連付けます。

次の例では、AAA サーバ グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 の AAA サーバ ホスト コンフィ
ギュレーション モードを開始し、ステップ 2 で作成した属性マップ tunneling_protocols を関連
付けます。

hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map tunneling_protocols

ステップ 5 属性マップが設定したとおりに機能することを確認します。

ステップ 6 クライアントレス SSL、AnyConnect クライアント、および IPsec クライアントを使用して接続
を試みます。クライアントレス SSL と AnyConnect では接続に失敗し、その原因が認可されて
いない接続メカニズムにあることを示すメッセージが表示されます。IPsec クライアントの接
続は成功します。IPsec は、属性マップに従って許可されるトンネリング プロトコルであるた
めです（図 9-9 および図 9-10 を参照）。

図 9-9 クライアントレス ユーザへのログイン拒否メッセージ
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図 9-10 AnyConnect クライアント ユーザへのログイン拒否メッセージ

ログイン時間と Time-of-Day ルールの適用

次の例では、クライアントレス SSL ユーザ（たとえばビジネス パートナー）にネットワークへ
のアクセスを許可する時間帯を設定して適用する方法を示します。

AD サーバ上で、[Office] フィールドを使用してパートナーの名前を入力します。このフィール
ドでは、physicalDeliveryOfficeName 属性が使用されます。次に、ASA で属性マップを作成し、
その属性を Cisco 属性 Access-Hours にマッピングします。認証時に、ASA はサーバから 
physicalDeliveryOfficeName の値を取得して Access-Hours にマッピングします。

AD/LDAP サーバ上でユーザ属性を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ユーザを選択して [Properties] を右クリックします。

[Properties] ダイアログボックスが表示されます（図 9-11 を参照）。

ステップ 2 [General] タブをクリックします。
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図 9-11 Active Directory [Properties] ダイアログボックス

ステップ 3 属性マップを作成します。

次の例では、属性マップ access_hours を作成して AD 属性 physicalDeliveryOfficeName（[Office] 
フィールドで使用）を Cisco 属性 Access-Hours にマッピングする方法を示します。

hostname(config)# ldap attribute-map access_hours
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name physicalDeliveryOfficeName Access-Hours

ステップ 4 LDAP 属性マップを AAA サーバに関連付けます。

次の例では、AAA サーバ グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 の AAA サーバ ホスト コンフィ
ギュレーション モードを開始し、ステップ 3 で作成した属性マップ access_hours を関連付け
ます。

hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map access_hours

ステップ 5 各値にサーバで許可された時間範囲を設定します。

次の例では、Partner のアクセス時間が月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時に設定されて
います。

hostname(config)# time-range Partner
hostname(config-time-range)# periodic weekdays 09:00 to 17:00

ローカル ユーザのグループ ポリシーの作成例

前提条件

この手順では、既存のユーザを編集する方法について説明します。ユーザを追加するには、
[Configuration] > [Remote Access VPN] > [AAA/Local Users] > [Local Users] を選択し、[Add] をク
リックします。詳細については、一般的な操作のコンフィギュレーション ガイドを参照してく
ださい。
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ガイドライン

デフォルトでは、[Edit User Account] 画面の設定ごとに [Inherit] チェックボックスがオンになっ
ています。つまり、ユーザ アカウントは、デフォルト グループ ポリシー DfltGrpPolicy のその
設定の値を継承するということです。

各設定内容を上書きする場合は、[Inherit] チェックボックスをオフにし、新しい値を入力しま
す。次の「手順の詳細」で、[Edit User Account] 画面の各設定について説明しています。

手順の詳細

ステップ 1 ASDM を開始し、[Configuration] > [Remote Access VPN] > [AAA/Local Users] > [Local Users] を
選択します。

ステップ 2 設定するユーザを選択し、[Edit] をクリックします。

[Edit User Account] 画面が開きます。

ステップ 3 左側のペインで、[VPN Policy] をクリックします。

ステップ 4 ユーザのグループ ポリシーを指定します。ユーザ ポリシーは、このグループ ポリシーの属性
を継承します。この画面にデフォルト グループ ポリシーの設定を継承するよう設定されてい
る他のフィールドがある場合、このグループ ポリシーで指定された属性がデフォルト グルー
プ ポリシーで設定された属性より優先されます。

ステップ 5 ユーザが使用できるトンネリング プロトコルを指定するか、グループ ポリシーから値を継承
するかどうかを指定します。目的の [Tunneling Protocols] チェックボックスをオンにし、次の
トンネリング プロトコルのいずれかを選択します。

• （SSL/TLS を利用する VPN）クライアントレス SSL VPN では、Web ブラウザを使用して 
VPN コンセントレータへのセキュアなリモート アクセス トンネルを確立し、ソフトウェ
ア クライアントもハードウェア クライアントも必要としません。クライアントレス SSL 
VPN を使用すると、HTTPS インターネット サイトを利用できるほとんどすべてのコン
ピュータから、企業の Web サイト、Web 対応アプリケーション、NT/AD ファイル共有

（Web 対応）、電子メール、およびその他の TCP ベース アプリケーションなど、幅広い企業
リソースに簡単にアクセスできるようになります。

• SSL VPN クライアントは、Cisco AnyConnect Client アプリケーションのダウンロード後に
ユーザが接続できるようにします。ユーザは、最初にクライアントレス SSL VPN 接続を使
用してこのアプリケーションをダウンロードします。ユーザが接続するたびに、必要に応
じてクライアント アップデートが自動的に行われます。

• [IPsec IKEv1]：IP セキュリティ プロトコル。IPsec は最もセキュアなプロトコルとされてお
り、VPN トンネルのほぼ完全なアーキテクチャを提供します。Site-to-Site（ピアツーピア）
接続、および Cisco VPN クライアントと LAN 間の接続の両方で IPsec IKEv1 を使用でき
ます。

• [IPsec IKEv2]：AnyConnect セキュア モビリティ クライアントによってサポートされていま
す。IKEv2 を使用した IPsec を使用する AnyConnect 接続では、ソフトウェア アップデー
ト、クライアント プロファイル、GUI のローカリゼーション（翻訳）とカスタマイゼー
ション、Cisco Secure Desktop、SCEP プロキシなどの拡張機能が提供されます。

• L2TP over IPSec では、複数の PC やモバイル PC に採用されている一般的なオペレーティン
グ システムに付属の VPN クライアントを使用するリモート ユーザが、パブリック IP ネッ
トワークを介して ASA およびプライベート企業ネットワークへのセキュアな接続を確立で
きるようにします。

（注） プロトコルを選択しなかった場合は、エラー メッセージが表示されます。
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ステップ 6 使用するフィルタ（IPv4 または IPv6）を指定するか、またはグループ ポリシーの値を継承す
るかどうかを指定します。フィルタは、ASA を経由して着信したトンネリングされたデータ 
パケットを、送信元アドレス、宛先アドレス、プロトコルなどの基準によって、許可するか拒
否するかを決定するルールで構成されます。フィルタおよびルールを設定するには、
[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Network (Client) Access] > [Group Policies] > [Add/Edit] > 
[General] > [More Options] > [Filter] を選択します。

[Manage] をクリックして、ACL と ACE を追加、編集、および削除できる [ACL Manager] ペイ
ンを表示します。

ステップ 7 接続プロファイル（トンネル グループ ロック）がある場合、それを継承するかどうか、また

は選択したトンネル グループ ロックを使用するかどうかを指定します。特定のロックを選択

すると、ユーザのリモート アクセスはこのグループだけに制限されます。[Tunnel Group Lock] 
では、VPN クライアントで設定されたグループと、そのユーザが割り当てられているグループ

が同じかどうかをチェックすることによって、ユーザが制限されます。同一ではなかった場

合、ASA はユーザによる接続を禁止します。[Inherit] チェックボックスがオフの場合、デフォ

ルト値は [None] です。

ステップ 8 [Store Password on Client System] 設定をグループから継承するかどうかを指定します。[Inherit] 
チェックボックスをオフにすると、[Yes] および [No] のオプション ボタンが有効になります。

[Yes] をクリックすると、ログイン パスワードがクライアント システムに保存されます（セ

キュリティが低下するおそれのあるオプションです）。接続ごとにユーザにパスワードの入力を

求めるようにするには、[No] をクリックします（デフォルト）。セキュリティを最大限に確保

するためにも、パスワードの保存は許可しないことを推奨します。VPN 3002 の場合、このパ

ラメータは、対話型ハードウェア クライアント認証や個別ユーザ認証には適用されません。

ステップ 9 このユーザに適用するアクセス時間ポリシーを指定する、そのユーザの新しいアクセス時間ポ
リシーを作成する、または [Inherit] チェックボックスをオンのままにします。デフォルトは 
[Inherit] です。また、[Inherit] チェックボックスがオフの場合のデフォルトは [Unrestricted] 
です。

[Manage] をクリックして、[Add Time Range] ダイアログボックスを開きます。このダイアログ
ボックスでアクセス時間の新規セットを指定できます。

ステップ 10 ユーザによる同時ログイン数を指定します。Simultaneous Logins パラメータは、このユーザに
指定できる最大同時ログイン数を指定します。デフォルト値は 3 です。最小値は 0 で、この場
合ログインが無効になり、ユーザ アクセスを禁止します。

（注） 最大数の制限はありませんが、複数の同時接続の許可がセキュリティの低下を招き、
パフォーマンスに影響を及ぼすおそれがあります。

ステップ 11 ユーザ接続時間の最大接続時間を分で指定します。ここで指定した時間が経過すると、システ

ムは接続を終了します。最短時間は 1 分で、最長時間は 2147483647 分（4000 年超、その可能

性はほとんどありません）です。接続時間を無制限にするには、[Unlimited] チェックボックス

をオンにします（デフォルト）。

ステップ 12 ユーザのアイドル タイムアウトを分で指定します。この期間、このユーザの接続に通信アク

ティビティがなかった場合、システムは接続を終了します。最短時間は 1 分で、最長時間は 
10080 分です。この値は、クライアントレス SSL VPN 接続のユーザには適用されません。

ステップ 13 セッション アラート間隔を設定します。[Inherit] チェックボックスをオフにすると、自動的に 
[Default] チェックボックスがオンになります。これにより、セッション アラート間隔が 30 分
に設定されます。新しい値を指定する場合は、[Default] チェックボックスをオフにして、セッ

ション アラート間隔（1 ～ 30 分）を分数ボックスで指定します。
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ステップ 14 アイドル アラート間隔を設定します。[Inherit] チェックボックスをオフにすると、自動的に 
[Default] チェックボックスがオンになります。これにより、アイドル アラート間隔が 30 分に

設定されます。新しい値を指定する場合は、[Default] チェックボックスをオフにして、セッ

ション アラート間隔（1 ～ 30 分）を分数ボックスで指定します。

ステップ 15 このユーザに対して専用の IPv4 アドレスを設定する場合は、[Dedicated IPv4 Address] 領域（オ

プション）で、IPv4 アドレスおよびサブネット マスクを入力します。

ステップ 16 このユーザに対して専用の IPv6 アドレスを設定する場合は、[Dedicated IPv6 Address] フィール

ド（オプション）で、IPv6 アドレスを IPv6 プレフィックスとともに入力します。IPv6 プレ

フィックスは、IPv6 アドレスが常駐するサブネットを示します。

ステップ 17 クライアントレス SSL の設定を行う場合は、左側のペインで、[Clientless SSL VPN] をクリック

します。各設定内容を上書きする場合は、[Inherit] チェックボックスをオフにし、新しい値を

入力します。

ステップ 18 [Apply] をクリックします。

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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