
ポリシーの管理

ポリシーとは、ネットワークのセキュリティ特性および要件を定義するものであり、たとえば、

ネットワークにアクセスできる人、使用できるアプリケーション、アクセスできるWebサイト
などについてのルールを定義します。ポリシーにより、組織のネットワークセキュリティポリ

シーを実装します。

複数のデバイスを管理するか、それとも CXデバイスを 1つ直接設定するかによって、ポリシー
は多数のデバイス間で共有することも、単一のデバイスにローカルなものにすることもできま

す。

ここでは、ポリシーの基本事項についてより詳細に説明します。

• ポリシーの概念, 1 ページ

• デバイスの設定, 3 ページ

• ポリシーの基本, 7 ページ

ポリシーの概念
効率的にアプリケーションを使用し、デバイスを設定するには、次の基本概念を理解する必要が

あります。これらの概念の一部は、マルチデバイスモードのみに適用されます。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.3 ユーザガイド
    OL-32018-01-J 1



Rule-Basedポリシーと設定

アクセスポリシーなどのルールベースポリシーと認証設定などの設定との間には基本的な

違いがあります。

ルールベースポリシーは、ポリシーの順序リストです。ポリシーは、ファイアウォールセ

キュリティポリシーの一部の側面を定義した単一のルールです。たとえば、ギャンブル

Webサイトへのアクセスを拒否したり、ユーザに認証を要求したりします。着信トラフィッ
クは、最上位から開始して、一致が見つかるまで各ルールと比較されます。一致すると、

ルールに定義されているアクションがトラフィックに適用されます。たとえば、アクセス、

アイデンティティ、復号化ポリシーなどです。

設定は単純です。オプションを設定する場合としない場合があり、設定はデバイス全体、

またはすべてのトラフィック全体に適用されます。たとえば、認証設定および復号化設定

などです。

ポリシーセット

ルールベースポリシーはポリシーセットで構成されます。ポリシーセットは、個々のポリ

シーまたはルールを整理する名前付きコンテナです。ポリシーセット内のポリシーの順序

は重要です。マルチデバイスモードでは、デバイス間でポリシーセットを共有できます。

ポリシーオブジェクト

ポリシー内で使用できる特性の定義。たとえば、URLオブジェクトは、アクセスポリシー
内でアクセスを制御するURLカテゴリを定義するときに使用します。ポリシーオブジェク
トは独立したエンティティであるため、複数のポリシー内で再利用可能です。マルチデバ

イスモードでは、デバイスに設定されたポリシーでオブジェクトが使用されている場合に

のみ、デバイス上にオブジェクトが設定されます。

共有とローカルのポリシーまたは設定

シングルデバイスモードでは、すべてのポリシーおよび設定はローカルです、つまり設定

しているデバイスにのみ適用されます。

マルチデバイスモードでは、デバイス間でポリシーまたは設定を共有するオプションがあ

ります。この場合、共有可能なポリシーまたは設定に一般的に適用するために「ポリシー」

を検討できます。

ポリシーを共有すると、ポリシーが割り当てられている各デバイスは同じ設定を取得しま

す。ルールベースのポリシーの場合、ポリシーセットを共有します。これにより、各デバ

イスが共有ポリシーを使用しながら、ポリシーセットの別のコレクションを含むことがで

きるようになります。設定の場合、設定のページ全体を共有します。

すべてのタイプのポリシーを共有できるわけではありません。グローバルであり、すべて

のデバイスに適用される設定もあれば、常に1つのデバイスにローカルな設定もあります。
ハイアベイラビリティペアとして設定されたデバイスの場合、ペアの論理名に基づいてポ

リシーを共有するので、各メンバデバイスは同じ設定を取得します。
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共有とユニバーサルポリシーセット

2種類の共有ポリシーセットのがあります。特定のデバイス間で共有されるポリシーセッ
トとユニバーサルなポリシーセットです。

特定のデバイス間で共有されるポリシーセットはそれらのデバイスだけに適用されます。

インベントリに追加するデバイスは、影響を受けません。

ユニバーサルポリシーセットはすべてのデバイス（正しいデバイスタイプ）や、今後イン

ベントリに追加されるデバイスにさえ適用されます。したがって、常に適用する必要のあ

る一連のポリシーを定義できます（たとえば、フィンガートラフィックを常にブロックで

きます）。

ユニバーサルポリシーセットはアクセスポリシーのみに適用され、2つの事前定義された
ものがあります。

• Universal Top：これらのポリシーは、常にアクセスポリシーの順序リストの最上位に
あります。トラフィックは、その他の共有またはローカルポリシーの前に、常にこれ

らのポリシーの一致ルールと比較されます。

• Universal Bottom：これらのポリシーは、常にリストの最下位にあります。他のアクセ
スポリシーがすべて評価されるまで、トラフィックはこれらのルールと比較されませ

ん。これは、たとえば、明示的に許可されていない残りのトラフィックを処理するた

めの Deny Allポリシーを置く場所です。

ユニバーサルポリシーセットのポリシーを編集するときは、Deviceビューで特定のデバイ
スを設定中にそれを行っていても、Repositoryビューでそれを行っていても、常にすべての
デバイスに対して編集しています。

デバイスの設定
ほとんどのポリシーおよびデバイスの設定を行うには、Configurations > Policies/Settingsを選択し
ます。

[Device Configuration]ページはタブ形式のレイアウトを持ち、各タブは異なるルールベースまた
は設定のポリシーを表しています。それらを必要に応じて開いたり、閉じたりすることができま

す。タブがまだ開いていない場合、タブの右側のドロップダウンメニューのアイコンから選択で

きます。多くのタブが開いている場合、タブ名が切り捨てられる場合があります。

デバイスの設定の一般的な全体像を表示するには、[Overview]タブを使用します。

ページ自体の内容全体は、モードによって異なります。シングルデバイスモードでは、ページ

にはタブだけが含まれます。マルチデバイスモードでは、タブは 2つの明確に分かれたビュー
に表示されます。
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デバイスビュー

デバイスビューでは、左側のカラムにインベントリ内のデバイスのリストが表示されます。

デバイスの設定を表示および編集するには、デバイスを選択します。デバイスを検索しや

すいようにフィルタボックスを使用するか、または異なる方法で整理されたインベントリ

を表示するように [View By]設定を変更します。

デバイスタイプとモデル、管理アドレス、モードなどの詳細を表示するには、セレクタの

デバイスの上にマウスを置きます。

リポジトリビュー

リポジトリビューでは、[Overview]タブに詳細情報が表示されたデバイスインベントリを
表示できます。

ポリシータブでは、すべてのデバイスにわたるシステムのすべてのポリシーのリストが表

示されます。各ポリシーは、個別の展開/縮小フォルダであり、ポリシーの内容を表示する
にはそれを開きます。ここから、デバイスとは関係なく、ポリシーを検索および変更でき、

共有ポリシーの変更、または多くのデバイスのポリシータイプの全面的な変更でさえ容易

になります。

リポジトリビュー変更を行った後、デバイスビューに戻り、各デバイスに必要な設定が行

われていることを確認することができます。

次の図に、[Device Configuration]ページのさまざまな要素の説明を示します。イメージはマルチ
デバイスモードを表示しています。シングルデバイスモードでは、ページ全体がタブ付き領域

です。

1 デバイスとリポジトリビューが切り替わります（マルチデバイスモード）。

2 デバイスセレクタ（マルチデバイスモード）。

3 ポリシーアクションボタン。ルールベースのポリシーの場合、ルールまたはポリシーセット

を選択して選択に関連するアクションボタンを表示します。
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4 ポリシーまたはポリシーセットのハンドルを移動します。ルールベースのポリシーの場合、

このアイコンをクリックしたままポリシーまたはポリシーセットを目的の位置にドラッグしま

す。

5 [Expand All]と [Collapse All]ボタン。ルールベースのポリシーの場合、これですべてのポリ
シーセットを開いたり、閉じたりします。

6 通知アイコン。これらによって、保留中の変更、可能性のあるユーザの編集の競合、または他

の重要な情報を識別します。詳細を見るには、その上にマウスを置きます。アイコンをクリッ

クしても情報が表示されますが、[Pending Changes]アイコンの場合は、クリックするとアク
ションが実行され、[Pending Changes]ページに移動します。

7 ポリシーおよび設定タブ。 [Overview]タブは常に表示されます。開いているタブ数が多く
ビューに収まり切らない場合は、タブのスクロール矢印が表示され、左右にスクロールできま

す。

8 機能ステータス：侵入防御（NextGeneration IPSフィルタリング）およびマルウェア保護（Web
レピュテーション）がデバイスについてオンかオフかを示します。機能ごとにデバイスレベ

ルのプロファイルの詳細を表示するには、オン/オフインジケータの上にマウスを置きます。
機能の設定タブを開くための [Edit Settings]リンクがポップアップにあり、そこで条件とプロ
ファイルを変更することができます。

9 タブメニュー。このメニューからタブを開きます。

次のトピックでは、[DeviceConfiguration]ページで使用可能なポリシーと設定の概要について説明
します。

デバイス設定でのポリシーおよび設定

[Device Configuration]ページで次のポリシーおよび設定を設定できます。使用可能なオプション
は、シングルデバイスモードとマルチデバイスモード間で、およびデバイスタイプによって異

なります。

基本的なポリシー

これらのポリシーは、デバイスを通過するトラフィックを制御します。

• [Access Policies]：ネットワークへのアクセスを制御します。シングルデバイスモード
では、これらは CXポリシーのみです。マルチデバイスモードでは、CXとASAの両
方のアクセスポリシーを設定できます。

• [NAT Policies]：（ASA、マルチデバイスモードのみ）内部および外部バージョン間の
ネットワークアドレスを変換します。

ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.3 ユーザガイド
   OL-32018-01-J 5

ポリシーの管理

デバイス設定でのポリシーおよび設定



ロギング

これらのポリシーは、デバイスのロギングを制御します。

• [ASA CX Logging]：（CXのみ）。CXデバイスのロギングレベルを制御します。

• Syslogの設定：ASAの syslogサーバ、およびCX ASAデバイスのロギング設定を設定
します。 [ASA]オプションが使用可能マルチデバイスモードです。

基本的なデバイスプロパティ

これらのポリシーは、デバイスの機能設定を行います。

• [Packet Capture]：（CXのみ）。パケットキャプチャオプションを設定し、ドロップさ
れたパケットのグローバルキャプチャを実行します。

• [Interfaces]：（ASA、マルチデバイスモードのみ）デバイスインターフェイスを設定
します。

• [High Availability]：（ASA、マルチデバイスモードのみ）ネットワークの信頼性を高
めるためにデバイス間でフェールオーバーを設定します。

• [Traffic Redirection]：（ASA、マルチデバイスモードのみ）ASAから CXモジュール
へのトラフィックのリダイレクションを設定します。

• [Intrusion Prevention]：（CXのみ）。NextGeneration IPSフィルタリングをイネーブルに
し、デバイスレベルの設定を行います。

• [Malware Protection]：（CXのみ）。レピュテーションフィルタリングをイネーブルに
し、デバイスレベルの設定を行います。

復号化

これらのポリシーは、SSL/TLS復号化を制御します。

• [Decryption Settings]：（CXのみ）。復号化ポリシーをイネーブルにし、デバイスが管
理対象の復号化されたトラフィックフローに使用する認証局（CA）の証明書を特定し
ます。

• [Decryption Policies]：（CXのみ）。TLS/SSLのトラフィックフローを復号化するかど
うかを決定します。 HTTPSおよび他の TLS/SSLのトラフィックフローを復号化には
暗号化されたトラフィックフローの内容に可視性、アプリケーションの動作などの、

より詳細な分析を提供します。

   ASA CX および Cisco Prime Security Manager 9.3 ユーザガイド
6 OL-32018-01-J   

ポリシーの管理

デバイス設定でのポリシーおよび設定



認証およびアイデンティティ

これらのポリシーは、アイデンティティベースのアクセス制御をイネーブルにするユーザ

IDおよびグループ IDを制御します。

• [AD Agent]：（CXのみ）。Active Directoryを使用している場合は、Context Directory
Agent（CDA）またはActiveDirectoryエージェントをインストールして、Windowsログ
イン認証に基づいてパッシブなユーザと IPアドレスのマッピングを提供できます。

• [AuthSettings]：（CXのみ）。アクティブな認証タイムアウトおよびリフレッシュ間隔
を制御します。

• [Identity Policies]：（CXのみ）。ユーザを認証するかどうかを設定します。認証の目的
は、トラフィックフローに関与しているユーザを判定して、アイデンティティベース

のアクセスポリシーをトラフィックフローに適用できるようにすることです。

ポリシーの基本
ここでは、ローカル（シングルデバイス）ポリシーまたは共有（マルチデバイス）ポリシーの設

定方法について説明します。

ポリシーセットの設定

ルールベースのポリシーのセグメントを定義するためにポリシーセットを使用します。ポリシー

セットはポリシーリストの見出し行として表示され、それに含まれるポリシーを表示または非表

示にするために開閉できます。ポリシーセットのヘッダーは、セットに含まれるポリシーの数を

示します。マルチデバイスモードでは、デバイス間でポリシーセットを共有できます。

手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、ルールベースのポリシーのタブを開きます。
（マルチデバイスモードのみ）。デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、

またはリポジトリビューでデバイスとは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 ポリシーセットを選択し、次のいずれかを実行します。

•新しいポリシーセットを作成するには、[AddPolicy Set]ボタンをクリックします。ポリシー
が選択されているときも、新しいポリシーセットを作成できます。

•既存のポリシーセットを編集するには、[Edit Policy Set]ボタンをクリックします。また、
テーブルのポリシーセットフィールドをクリックし、変更を入力できます。
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•ポリシーセットのコピーを作成するには、[Duplicate Policy Set]ボタンをクリックします。
マルチデバイスモードでユニバーサルポリシーセットを複製する場合は、コピーはローカ

ルポリシーセットとして作成されます。

ステップ 3 ポリシーセットの次のプロパティを設定します。

• [Policy Set Name]：ポリシーセット名。

• [Policy Set Type]：このポリシーセットに含まれるポリシーのタイプ。

• [Description]：ポリシーセットの説明。

• [Devices]：（マルチデバイスモードのみ）。このポリシーセットを共有するデバイス。デ
バイスビューでは、これは設定するデバイスを含むように最初に設定されます。リポジトリ

ビューでは、それは空（「インストールされていない）で、選択しない限り、ポリシーセッ

トはデバイスに割り当てられません。

• Tags—この項目の識別に役立つ語とフレーズ。たとえば、同じタグを複数の項目に割り当て
ると、検索での表示が容易になります。タグでは、ユーザが選択した使用例、目的、または

その他の特性を識別できます。これらのタグは、ユーザの目的にのみ対応しています。シス

テムやポリシーの機能には影響しません。複数のタグを入力（または選択）できます。

• Ticket ID—ご使用のサポートシステム（Remedyなど）からのケース IDまたはチケット ID。
ネットワークサポートケースに関連する変更を行う場合、トラッキング用にここにチケッ

ト IDを入力できます。新しい IDを入力するか、保留中の変更に使用されている既存の ID
から選択することができます。必要なだけの IDを指定します。（すでにコミットされてい
る変更で使用した IDは、このリストに表示されません）

ステップ 4 [Save Policy Set]をクリックします。

ステップ 5 優先順位に収まるように、必要に応じてポリシーセットを移動します。

ポリシーは、最初に一致したものから順に適用され、順序はポリシーセット内の順序だけでな

く、ポリシーセット自体の順序によっても定義されます。

Rule-Based ポリシーの設定
ポリシーとは、ネットワークのセキュリティ特性および要件を定義するものであり、たとえば、

ネットワークにアクセスできる人、使用できるアプリケーション、アクセスできるWebサイトな
どについてのルールを定義します。ポリシーにより、組織のネットワークセキュリティポリシー

を実装します。

ポリシーは、ポリシーセットにグループ化されます。ポリシーの評価は、最初の一致で行われま

す。着信トラフィックは、上から下の順にセット内の各ポリシーの一致基準と比較され、トラ

フィック一致基準が満たされた最初のポリシーによって、そのトラフィックに適用されるセキュ

リティポリシーが決まります。したがって、ポリシーセット内の順番は非常に重要です。複数

のポリシーセットがある場合、セットは同じ順序で評価されます。
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手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、ルールベースのポリシーのタブを開きます。
（マルチデバイスモードのみ）。デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、

またはリポジトリビューでデバイスとは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•新しいポリシーを追加するには、[Add Policy]ボタンの 1つを使用します。ポリシーセット
を選択した場合、セットの上部または下部にポリシーを追加できます。ポリシーを選択した

場合、その上または下に新しいポリシーを追加できます。

•既存のポリシーを編集するには、ポリシーを選択し、[Edit Policy]ボタンをクリックします。

•類似した既存のポリシーを基に新規ポリシーを作成するには、ポリシーを選択し、[Duplicate
Policy]ボタンをクリックします。

フォームが開き、作成または編集するポリシーのポリシープロパティが表示されます。これらの

プロパティに関する詳細については、フォームの [Help]リンクをクリックするか、このガイドで
ポリシーの章を参照してください。

ステップ 3 ポリシープロパティを入力し、[Save Policy]をクリックします。

ステップ 4 優先順位に収まるように、必要に応じてポリシーを移動します。

ポリシーは、最初に一致したものから順に適用されるため、限定的なトラフィック一致基準を持

つポリシーは、同じトラフィックに適用され、汎用的な基準を持つポリシーよりも上に置く必要

があります。

ポリシーセットまたはルールを移動するには、[Move]アイコン（左端の垂直な両方向矢印）をク
リックしたまま、挿入位置のすぐ前のポリシーまでドラッグします。単にシーケンス番号を編集

し、目的の値に変更することもできます。

ポリシーセットおよびルールの移動

ルールベースのポリシーセットでは、上から下の順にトラフィックに一致し、最初に一致したも

のがトラフィックに適用されるポリシーを決定するため、ポリシールールの順序が重要です。し

たがって、ポリシーおよびポリシーセットを移動して、正しい順序になるようにする必要があり

ます。

次の図に示されているように、ポリシーセットまたはルールを移動するには、[Move]アイコン
（左端の垂直な両方向矢印）をクリックしたまま、挿入位置のすぐ前のポリシーまでドラッグし

ます。単にシーケンス番号を編集し、目的の値に変更することもできます。
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ポリシーセット間でポリシーを移動できません。代わりに、目的のポリシーセットでルール

を再作成する必要があります。

ヒント

ステータスを共有するポリシーの変更

（マルチデバイスモードのみ）。デバイス間で共有できるポリシーおよびポリシーセットの場

合、共有の設定を変更し、ローカルポリシーを共有ポリシーに、またはその逆に変換することが

できます。

この手順に加えて、ポリシーセットを編集するときに、ポリシーセットを共有するデバイスを調

整できます。

特定のタイプの複数のポリシーセットを同じデバイスに適用すると、ポリシータブに表示さ

れるのと同じ順序で評価されます。デバイスビューを使用して、特定のデバイスの順序が適

切であることを確認します。

ヒント

手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、ルールベースのポリシーのタブを開きます。
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デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、またはリポジトリビューでデバイス

とは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 ポリシーまたはポリシーセットの共有ステータスのリンクをクリックします。リンクは、非共有

ポリシーについては [Device Name]、すでに共有されているものについては [Shared]という名前が
付いています。

ポップアップが開いて、この項目に実装できるアクションが表示されます。使用可能なコマンド

は現在の共有およびポリシータイプによって異なります。

ステップ 3 ポップアップで、次のいずれかを実行します。

•ローカルポリシーを共有するには、[Shared]をクリックし、ポリシーを共有するデバイスを
選択します。現在ポリシーに割り当てられているデバイスはすでに選択されていますが、リ

ストから削除することができます。

•共有ポリシーのデバイスを変更するには、すでにリストされているデバイスを変更するだけ
です。デバイスを追加または削除できます。削除したデバイスには、同じ内容のローカル

ポリシーが割り当てられます。

•共有ポリシーをローカルにするには、[Local]をクリックします。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

次の作業

最初にポリシーセットをデバイスと共有すると、ポリシーセットはそのデバイスのポリシーリ

ストの一番上に追加されます。アクセスルールの場合は、Universal Topポリシーセットのすぐ下
です。ポリシーセットに追加したデバイスごとにデバイスビューのポリシータブに移動し、新

しく共有されたポリシーセットを目的の位置に移動する必要があります。

共有ポリシーセットのデバイスごとの例外の作成

（マルチデバイスモードのみ）。ルールベースのポリシーでは、デバイスが一貫性したサービ

スを提供できるように複数のデバイス間でポリシーセットを共有できます。ただし、特定のデバ

イスが他のデバイスのグループと同じポリシーを実装する必要があるけれども、固有の要件も必

要なことは、珍しくありません。たとえば、特定のデバイスによって制御されているネットワー

クへのより制限的なアクセスを追加する必要がある場合があります。

デバイスごとの例外を作成することで、デバイスのグループ間で共通のポリシーセットを共有で

きるだけでなく、（例外のない場合に）共有されるそのポリシーセット内に、デバイス固有のポ

リシーもいくつか作成することができます。これらのデバイスごとの例外は、1つのデバイス、
またはポリシーセットに割り当てられているデバイスのサブセットに対して作成できます。例外

ポリシーを含むポリシーセットをまだ共有していないデバイスとこれらの例外を共有できませ

ん。
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ルールベースのポリシーのデバイスごとの例外は、ASAまたは CXアクセスポリシーでのみ
可能です。

（注）

手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、[Access Policies][Access Policies]タブを開きます。
デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、またはリポジトリビューでデバイス

とは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•ポリシーがまだ存在しない場合、それを作成し、[Shared/Local]フィールドで、ポリシーを実
装する必要があるデバイスを選択します。

•既存のポリシーを編集し、[Shared/Local]フィールドで、ポリシーを実装する必要があるデバ
イスを選択します。

•既存のポリシーに対して、[Shared/Local]列の [+]ボタンをクリックし、ポリシーを実装する
必要があるデバイスを選択します。

ポリシーセットを共有するすべてのデバイスがポリシーを実装する場合は、[Shared/Local]フィー
ルドをブランクのままにします。このフィールドに特定のデバイスが含まれる場合、フィールド

はポリシーを実装するデバイスの完全なリストを定義します。

ルールベースのポリシーおよびポリシーセットの編集

ポリシーセットまたはセット内のポリシーを作成したら、それを編集できます。

手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、ルールベースのポリシーのタブを開きます。
（マルチデバイスモードのみ）。デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、

またはリポジトリビューでデバイスとは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 次に、ルールベースのポリシーまたはポリシーセットを編集する 2つのオプションがあります。
次のいずれかを実行します。

•従来：ポリシーまたはポリシーセットを選択し、[Edit Policy]または [Edit Policy Set]ボタン
をクリックします。ウィンドウが開いて、そこで変更を加えることができます。終了したら

保存ボタンをクリックします。
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•インライン編集：ポリシーがインライン編集をサポートしている場合、ポリシーまたはポリ
シーセットを選択し、テーブルで直接変更を加えます。指定可能なアクションを表示する

には、行の各列の上にマウスを置きます。フィールドで [+]ボタンをクリックし、列の追加、
アイテムの削除、ポリシーアクションの変更を行い、編集フィールドをクリックし、別のテ

キストを入力するなどできます。アクセスポリシーでは、動作をサポートするアプリケー

ションを選択した場合、動作を設定するために [Behaviors]ボタンをクリックします。

ルールベースのポリシーのディセーブル化またはイネーブル化

ルールベースポリシーをトラフィックに適用することを一時的に停止したい場合は、ディセーブ

ルにできます。実際に必要でなくならない限り、ポリシーを削除する必要はありません。

ディセーブルにしたポリシーも、簡単にイネーブルにできます。

ディセーブルにされると、ポリシーはポリシーテーブル内でハッシュアウトされます。

手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、ルールベースのポリシーのタブを開きます。
（マルチデバイスモードのみ）。デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、

またはリポジトリビューでデバイスとは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 ポリシーを選択し、次のいずれかを実行します。

• [Disable Policy]ボタンをクリックします。

• [Enable Policy]ボタンをクリックします。

ステップ 3 変更を保存します。

共有ポリシーの割り当ての分析

（マルチデバイスモードのみ）。リポジトリビューで作業するときに、ポリシーがデバイス間

で共有される方法を分析できます。リポジトリビューを開くには、Configurations>Policies/Settings
を選択し、デバイスセレクタの上の [Repository]を選択します。

ポリシータブを選択すると、次のリンクが左ペインに表示されます（タブに適用される場合）。

これらのリンクを使用して、ポリシー割り当てをフィルタリングおよび分析します。

• [All]：割り当てに関係なく、すべてのポリシーを表示しまう。
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• [Local]：デバイスに対してローカルなポリシーのみ表示します。つまり、共有されていない
ポリシー。

• [Shared]：ユニバーサルポリシーを含む、共有として定義されるポリシーのみ表示します。
ポリシーを使用するデバイスのリストを表示するには、ポリシーの見出し行で [Shared]リン
クをクリックできます。

• [Not Installed]：定義されていても、デバイスにまだ割り当てられていないポリシーのみ表示
します。ポリシーを割り当てるには、ポリシーの見出し行で [Not Installed]リンクをクリッ
クできます。

ポリシーまたはポリシーセットの削除

ポリシーまたはポリシーセットは、不要になったら削除してください。ただし、ポリシーまたは

ポリシーセットを削除する前に、それらを一時的にディセーブルにする次の方法について検討し

てください。

•ポリシー：ディセーブルにすると、そのポリシーを一時的にディセーブルにすることができ
ます。変更を保存すると、ポリシーが割り当てられていたデバイス上で、そのポリシーは無

効になります。

•ポリシーセット：（マルチデバイスモードのみ）ポリシーセットを参照しているすべての
デバイスから、そのポリシーセットの割り当てを解除します。変更を保存すると、そのポ

リシーセット全体がデバイスから削除され、割り当てた新しいポリシーセットに置き換え

られます。

手順

ステップ 1 Configurations > Policies/Settingsを選択し、ルールベースのポリシーのタブを開きます。
（マルチデバイスモードのみ）。デバイスビューで選択した特定のデバイスのタブを開くか、

またはリポジトリビューでデバイスとは無関係にポリシーを開くことができます。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•ポリシーを削除するには、そのグループを選択して [DeletePolicy]ボタンをクリックします。

•ポリシーセットを削除するには、ポリシーセットを選択して [Delete Policy Set]ボタンをク
リックします。
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