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C H A P T E R 18

クライアントレス SSL VPN のトラブル
シューティング

hosts ファイル エラーを回避するための Application 
Access の終了

Application Access の実行の妨げになる hosts ファイル エラーを回避するために、Application 
Access を使用し終えたら、Application Access ウィンドウを必ず閉じるようにします。ウィンド
ウを閉じるには、[Close] アイコンをクリックします。

Application Access 使用時の hosts ファイル エラーからの
回復

Application Access ウィンドウを正しく閉じないと、次のエラーが発生する可能性があります。

• 次に Application Access を起動しようとしたときに、Application Access がオフに切り替わっ
ている可能性があり、「Backup HOSTS File Found」エラー メッセージが表示される。

• アプリケーションをローカルで実行している場合でも、アプリケーション自体がオフに切
り替わっているか、または動作しない。

このようなエラーは、Application Access ウィンドウを不適切な方法で終了したことが原因で
す。次に例を示します。

• Application Access の使用中に、ブラウザがクラッシュした。

• Application Access の使用中に、停電またはシステム シャットダウンが発生した。

• 作業中に Application Access ウィンドウを 小化し、このウィンドウがアクティブな状態
（ただし 小化されている）でコンピュータをシャットダウンした。

• 「hosts ファイルの概要」

• 「不正な Application Access の終了」

• 「クライアントレス SSL VPN による hosts ファイルの自動再設定」

• 「手動による hosts ファイルの再設定」
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第 18 章      クライアントレス SSL VPN のトラブルシューティング

  Application Access 使用時の hosts ファイル エラーからの回復
hosts ファイルの概要

ローカル システム上の hosts ファイルは、IP アドレスをホスト名にマッピングしています。
Application Access を起動すると、クライアントレス SSL VPN は hosts ファイルを修正し、クラ
イアントレス SSL VPN 固有のエントリを追加します。Application Access ウィンドウを正しく
閉じて Application Access を終了すると、hosts ファイルは元の状態に戻ります。

（注） Microsoft 社のアンチスパイウェア ソフトウェアは、ポート転送 Java アプレットによる hosts 
ファイルの変更をブロックします。アンチスパイウェア ソフトウェアの使用時に hosts ファイ
ルの変更を許可する方法の詳細については、www.microsoft.com を参照してください。

不正な Application Access の終了

Application Access が正しく終了しなかった場合は、hosts ファイルは、クライアントレス SSL 
VPN 用にカスタマイズされた状態のままになっています。ユーザが次に Application Access を
起動するときに、クライアントレス SSL VPN は hosts.webvpn ファイルを検索することで、
Application Access の状態をチェックします。hosts.webvpn ファイルが検出されると、「Backup 

HOSTS File Found」というエラー メッセージが表示され（図 18-1 を参照）、Application Access 
が一時的にオフに切り替わります。

Application Access を正しくシャットダウンしないと、リモート アクセス クライアント/サーバ ア
プリケーションが不安定な状態のままになります。クライアントレス SSL VPN を使用せずにこ
れらのアプリケーションを起動しようとすると、正しく動作しない場合があります。通常の接続
先のホストが使用できなくなる場合があります。一般にこのような状況は、自宅からリモートで
アプリケーションを実行し、Application Access ウィンドウを終了せずにコンピュータをシャット
ダウンし、その後職場でそのアプリケーションを実行しようとした場合に発生します。

Application Access の起動前 hosts ファイルは元の状態です。

Application Access の起動時 • クライアントレス SSL VPN は hosts ファ
イルを hosts.webvpn にコピーして、バッ
クアップを作成します。

• 次に、クライアントレス SSL VPN は 
hosts ファイルを編集し、クライアントレ
ス SSL VPN 固有の情報を挿入します。

Application Access の終了時 • クライアントレス SSL VPN はバック
アップ ファイルを hosts ファイルにコ
ピーして、hosts ファイルを元の状態に
戻します。

• クライアントレス SSL VPN は、
hosts.webvpn を削除します。

Application Access の終了後 hosts ファイルは元の状態です。
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第 18 章      クライアントレス SSL VPN のトラブルシューティング

  Application Access 使用時の hosts ファイル エラーからの回復
クライアントレス SSL VPN による hosts ファイルの自動再設定

リモート アクセス サーバに接続できる場合は、hosts ファイルを再設定し、Application Access 
やアプリケーションを再度イネーブルにするために、次の手順を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 クライアントレス SSL VPN を起動してログインします。ホームページが開きます。

ステップ 2 [Applications Access] リンクをクリックします。Backup HOSTS File Found メッセージが表示され
ます （図 18-1 を参照）。

図 18-1 Backup HOSTS File Found メッセージ

ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

• [Restore from backup]：クライアントレス SSL VPN は強制的に正しくシャットダウンされま
す。クライアントレス SSL VPN は hosts.webvpn backup ファイルを hosts ファイルにコピー
し、hosts ファイルを元の状態に戻してから、hosts.webvpn を削除します。その後、
Application Access を再起動する必要があります。

• [Do nothing]：Application Access は起動しません。リモート アクセスのホームページが再
び表示されます。

• [Delete backup]：クライアントレス SSL VPN は hosts.webvpn ファイルを削除し、hosts ファ
イルをクライアントレス SSL VPN 用にカスタマイズされた状態にしておきます。元の 
hosts ファイル設定は失われます。Application Access は、クライアントレス SSL VPN 用に
カスタマイズされた hosts ファイルを新しいオリジナルとして使用して起動します。このオ
プションは、hosts ファイル設定が失われても問題がない場合にだけ選択してください。
Application Access が不適切にシャットダウンされた後に、ユーザまたはユーザが使用する
プログラムによって hosts ファイルが編集された可能性がある場合は、他の 2 つのオプショ
ンのどちらかを選択するか、または hosts ファイルを手動で編集します （「手動による hosts 
ファイルの再設定」を参照）。
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第 18 章      クライアントレス SSL VPN のトラブルシューティング

  Application Access 使用時の hosts ファイル エラーからの回復
手動による hosts ファイルの再設定

現在の場所からリモート アクセス サーバに接続できない場合や、カスタマイズした hosts ファ
イルの編集内容を失いたくない場合は、次の手順に従って、hosts ファイルを再設定し、
Application Access とアプリケーションを再度イネーブルにします。

手順の詳細

ステップ 1 hosts ファイルを見つけて編集します。 も一般的な場所は、
c:\windows\sysem32\drivers\etc\hosts です。

ステップ 2 # added by WebVpnPortForward  という文字列が含まれている行があるかどうかをチェックしま
す。この文字列を含む行がある場合、hosts ファイルはクライアントレス SSL VPN 用にカスタ
マイズされています。hosts ファイルがクライアントレス SSL VPN 用にカスタマイズされてい
る場合、次の例のようになっています。

server1 # added by WebVpnPortForward
server1.example.com invalid.cisco.com # added by WebVpnPortForward
server2 # added by WebVpnPortForward
server2.example.com invalid.cisco.com # added by WebVpnPortForward
server3 # added by WebVpnPortForward
server3.example.com invalid.cisco.com # added by WebVpnPortForward

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#

# これは、Microsoft TCP/IP for Windows が使用する hosts ファイルのサンプルです。
#

# このファイルには、ホスト名に対する IP アドレスのマッピングが含まれています。Each
# エントリは個別の行に納める必要があります。IP アドレスは

# 初のカラムに配置し、その後ろに対応するホスト名を続けてください。

# IP アドレスとホスト名は 1 以上のスペースで区切る

# 必要があります。
#

# さらに、コメント（たとえば、この文）は、「#」記号で示した個別の行に挿入するか、

# またはマシン名を続けます。
#

# 例:
#
#      102.54.94.97     cisco.example.com          # source server
#       38.25.63.10     x.example.com              # x client host

123.0.0.1       localhost

ステップ 3 # added by WebVpnPortForward  という文字列が含まれている行を削除します。

ステップ 4 ファイルを保存して、閉じます。

ステップ 5 クライアントレス SSL VPN を起動してログインします。

ホームページが表示されます。

ステップ 6 [Application Access] リンクをクリックします。

[Application Access] ウィンドウが表示されます。これで Application Access がイネーブルになり
ます。
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第 18 章      クライアントレス SSL VPN のトラブルシューティング

  管理者によるクライアントレス SSL VPN ユーザへのアラート送信
管理者によるクライアントレス SSL VPN ユーザへのア
ラート送信

ステップ 1 メイン ASDM アプリケーション ウィンドウで、[Tools] > [Administrator's Alert Message to 
Clientless SSL VPN Users] の順に選択します。

[Administrator's Alert Message to Clientless SSL VPN Users] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 送信する新規または編集済みのアラート内容を入力して、[Post Alert] をクリックします。

ステップ 3 現在のアラート内容を削除して新しいアラート内容を入力するには、[Cancel Alert] をクリック
します。
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第 18 章      クライアントレス SSL VPN のトラブルシューティング

  管理者によるクライアントレス SSL VPN ユーザへのアラート送信
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