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このマニュアルについて

『ASDM ユーザ ガイド』には、ASDM オンライン ヘルプ システムで利用できる情報が含まれていま
す。 

ここでは、次の項目について説明します。

• 関連資料（P.xxix）

• 表記法（P.xxx）

• 技術情報の入手方法（P.xxxi）

• シスコ製品のセキュリティの概要（P.xxxiii）

• Product Alerts および Field Notices（P.xxxiv）

• テクニカル サポート（P.xxxv）

• その他の資料および情報の入手（P.xxxvii）

関連資料

詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• Cisco ASDM Release Notes

• Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide

• Cisco Security Appliance Command Reference

• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance Getting Started Guide

• Cisco ASA 5500 Series Release Notes

• Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages
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表記法

表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

• 選択する必要があるものは、波カッコ（{ }）で囲んで示しています。

• オプションの要素は、角カッコ（[ ]）で囲んで示しています。

• どちらか選択する必要がある要素は、縦棒（ | ）で区切って示しています。

• 記載されているとおりに入力するコマンドおよびキーワードは、太字で示しています。

• ユーザが値を指定する引数は、イタリック体 で示しています。

例では、次の表記法を使用しています。

• 画面に表示される情報およびコマンドラインは、screen フォントで示しています。 

• ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。

• ユーザが値を指定する変数は、イタリック体の screen フォントで示しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。
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技術情報の入手方法

技術情報の入手方法

シスコの製品マニュアルやその他の資料は、Cisco.com でご利用いただけます。ここでは、シスコ
が提供する製品マニュアル リソースについて説明します。

Cisco.com
シスコの最新のマニュアルには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com

また、シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

シスコ製品の最新資料の日本語版は、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp

Product Documentation DVD（英語版）
Product Documentation DVD は、技術情報を包含する製品マニュアルをポータブルなメディアに格納
したライブラリです。この DVD を使用することにより、シスコ製の各ハードウェアやソフトウェ
アのインストール、コンフィギュレーション、およびコマンドに関するマニュアルにアクセスする

ことができます。また、この DVD を使用すると、次の URL のシスコの Web サイトに掲載されて
いる HTML マニュアルおよび PDF ファイルにアクセスすることができます。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

Product Documentation DVD は、定期的に作成およびリリースされています。DVD は、1 回単位で入
手することも、または定期購読することもできます。Cisco.com 登録ユーザの場合、Cisco Marketplace
の Product Documentation Store から Product Documentation DVD（Product Number DOC-DOCDVD= ま
たは DOC-DOCDVD=SUB）を発注できます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore

マニュアルの発注方法（英語版）

Cisco Marketplace にアクセスするには、Cisco.com の登録ユーザとなる必要があります。Cisco.com
登録ユーザの場合、Cisco Marketplace の Product Documentation Store からシスコ製品の英文マニュア
ルを発注できるようになっています。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore

ユーザ ID またはパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行っ
てください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore
http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/jp
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技術情報の入手方法

シスコシステムズマニュアルセンター

シスコシステムズマニュアルセンターでは、シスコ製品の日本語マニュアルの最新版を PDF 形式で
公開しています。また、日本語マニュアル、および日本語マニュアル CD-ROM もオンラインで発
注可能です。ご希望の方は、次の URL にアクセスしてください。

http://www2.hipri.com/cisco/

また、シスコシステムズマニュアルセンターでは、日本語マニュアル中の誤記、誤植に関するコメ

ントをお受けしています。次の URL の「製品マニュアル内容不良報告」をクリックすると、コメ
ント入力画面が表示されます。

http://www2.hipri.com/cisco/

なお、技術内容に関するお問い合せは、この Web サイトではお受けできませんので、製品を購入
された各代理店へお問い合せください。

http://www2.hipri.com/cisco/
http://www2.hipri.com/cisco/
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シスコ製品のセキュリティの概要

シスコ製品のセキュリティの概要

シスコでは、オンラインの Security Vulnerability Policy ポータル（英文のみ）を無料で提供していま
す。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このサイトは、次の目的に利用できます。

• シスコ製品のセキュリティ脆弱性を報告する。

• シスコ製品に伴うセキュリティ事象についてサポートを受ける。

• シスコからセキュリティ情報を受け取るための登録をする。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告、セキュリティ上の注意事項、およびセキュリティ対策の最

新のリストには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/psirt

セキュリティ勧告、セキュリティ上の注意事項、およびセキュリティ対策がアップデートされた時

点でリアルタイムに確認する場合は、次の URL から Product Security Incident Response Team Really
Simple Syndication（PSIRT RSS）フィードに登録してください。PSIRT RSS フィードへの登録方法
については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

シスコ製品のセキュリティ問題の報告

シスコでは、セキュアな製品を提供すべく全力を尽くしています。製品のリリース前には内部でテ

ストを行い、すべての脆弱性を早急に修正するよう努力しています。万一、シスコ製品に脆弱性が

見つかった場合は、PSIRT にご連絡ください。

• 緊急の場合のみ：security-alert@cisco.com（英語のみ）

緊急とは、システムがアクティブな攻撃を受けている場合、または至急の対応を要する重大な

セキュリティ上の脆弱性が報告されている場合を指します。これに該当しない場合はすべて、

緊急でないと見なされます。

• 緊急でない場合：psirt@cisco.com（英語のみ）

緊急の場合は、電話で PSIRT に連絡することもできます。

• 1 877 228-7302（英語のみ）

• 1 408 525-6532（英語のみ）

ヒント シスコに機密情報をお送りいただく際には、PGP（Pretty Good Privacy）または GnuPG などの互換
製品を使用して、暗号化することをお勧めします。PSIRT は、PGP バージョン 2.x から 9.x との暗
号化情報に対応しています。 

無効になった、または有効期限が切れた暗号鍵は、絶対に使用しないでください。PSIRT に連絡す
る際に使用する正しい公開鍵には、Security Vulnerability Policy ページの Contact Summary セクショ
ンからリンクできます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このページ上のリンクからは、現在使用されている最新の PGP 鍵の ID にアクセスできます。

PGP を持っていない、または使用していない場合は、機密情報を送信する前に PSIRT に問い合せ、
他のデータ暗号化方法を確認してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
mailto:security-alert@cisco.com
mailto:psirt@cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
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Product Alerts および Field Notices

Product Alerts および Field Notices
シスコ製品に対する変更やアップデートは、Cisco Product Alerts および Cisco Field Notices で通知さ
れます。Cisco.com のプロダクト アラート ツールを使用すると、これらの通知を受け取ることがで
きます。このツールを使用すれば、プロファイルを作成して、情報を受け取る製品を選択できます。

プロダクト アラート ツールにアクセスするには、Cisco.com の登録ユーザとなる必要があります。
登録ユーザは、次の URL でこのツールを使用できます。

http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do?local=en

Cisco.com にユーザ登録するには、次の URL にアクセスします。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do?local=en
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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テクニカル サポート

テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、24 時間テクニカル サポートを提供しています。Cisco.com の
Cisco Support Web サイトでは、多数のサポート リソースをオンラインで提供しています。また、シ
スコと正式なサービス契約を交わしているお客様には、Cisco Technical Assistance Center（TAC）の
エンジニアが電話でのサポートにも対応します。シスコと正式なサービス契約を交わしていない場

合は、代理店にお問い合せください。

Cisco Support Web サイト
Cisco Support Web サイトでは、シスコ製品やシスコの技術に関するトラブルシューティングにお役
立ていただけるように、オンラインでマニュアルやツールを提供しています。この Web サイトは、
24 時間、いつでも利用可能です。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

Cisco Support Web サイトのツールにアクセスするには、Cisco.com のユーザ ID とパスワードが必要
です。サービス契約が有効で、ユーザ ID またはパスワードを取得していない場合は、次の URL に
アクセスして登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注） オンラインまたは電話でサービス リクエストを発行する前に、Cisco Product Identification Tool を
使用して製品のシリアル番号を確認してください。Cisco Support Web サイトでこのツールを使用す
るには、Get Tools & Resources リンクをクリックし、All Tools (A-Z) タブをクリックした後、アル
ファベット順のリストから Cisco Product Identification Tool を選択します。このツールには、3 つ
の検索オプションがあります。製品 ID またはモデル名による検索、ツリー表示による検索、show
コマンド出力のコピー アンド ペーストによる特定製品の検索です。検索結果では、製品が図示さ
れ、シリアル番号ラベルの位置が強調表示されます。ご使用の製品でシリアル番号ラベルを確認し、

その情報を記録してからサービス コールをかけてください。

ヒント Cisco.com での表示および検索

ブラウザが Web ページをリフレッシュしていないと思われる場合は、Ctrl キーを押したまま F5 を
押すことで強制的にブラウザに Web ページを更新させます。

技術情報を検索する場合は、Cisco.com の Web サイト全体ではなく、技術マニュアルに検索対象を
絞り込みます。Cisco.com のホームページで Search ボックスを使用した後、表示されたページで
Search ボックスの隣の Advanced Search リンクをクリックし、Technical Support & Documentation
オプション ボタンをオンにします。

Cisco.com の Web サイトまたは特定の技術マニュアルに関するフィードバックを送るには、
Cisco.com のすべての Web ページの下部にある Contacts & Feedback をクリックします。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com の
ログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の
URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

http://www.cisco.com/jp/register

サービス リクエストの発行
オンラインの TAC Service Request Tool を使用すると、S3 と S4 のサービス リクエストを短時間で
オープンできます（S3：ネットワークに軽微な障害が発生した、S4：製品情報が必要である）。状
況を入力すると、その状況を解決するための推奨手段が検索されます。これらの推奨手段で問題を

解決できない場合は、シスコのエンジニアが対応します。TAC Service Request Tool には、次の URL
からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

S1 または S2 のサービス リクエストの場合、またはインターネットにアクセスできない場合は、
Cisco TAC に電話でお問い合せください（S1：ネットワークがダウンした、S2：ネットワークの機
能が著しく低下した）。S1 および S2 のサービス リクエストには、シスコのエンジニアがすぐに割
り当てられ、業務を円滑に継続できるようサポートします。

Cisco TAC の連絡先については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

サービス リクエストのシビラティの定義
シスコでは、報告されるサービス リクエストを標準化するために、シビラティを定義しています。

シビラティ 1（S1）：既存のネットワークが「ダウン」した状態か、業務に致命的な損害が発生した
場合。お客様およびシスコが、24 時間体制でこの問題を解決する必要があると判断した場合。 

シビラティ 2（S2）：既存のネットワーク動作が著しく低下したか、シスコ製品が十分に機能しない
ため、業務に重大な影響を及ぼした場合。お客様およびシスコが、通常の業務中の全時間を費やし

て、この問題を解決する必要があると判断した場合。

シビラティ 3（S3）：ネットワークの動作パフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用は
継続できる場合。お客様およびシスコが、業務時間中にサービスを十分なレベルにまで復旧させる

必要があると判断した場合。

シビラティ 4（S4）：シスコ製品の機能、インストレーション、コンフィギュレーションについて、
情報または支援が必要な場合。業務の運用には、ほとんど影響がありません。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register
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その他の資料および情報の入手

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。

• Cisco Online Subscription Center は、シスコのさまざまな E メール ニュースレターやその他の通
信に登録できる Web サイトです。プロファイルを作成し、受信を希望する情報を選択してくだ
さい。Cisco Online Subscription Center には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/offer/subscribe

• 『Cisco Product Quick Reference Guide』は手軽でコンパクトな参照ツールです。チャネル パート
ナー経由で販売される多くのシスコ製品に関する簡単な製品概要、主要な機能、サンプル部品

番号、および簡単な技術仕様を記載しています。年 2 回の更新の際には、シスコのチャネル製
品の最新情報が収録されます。『Cisco Product Quick Reference Guide』の注文方法および詳細に
ついては、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/guide

• Cisco Marketplace では、シスコの書籍やリファレンス ガイド、マニュアル、ロゴ製品を数多く
提供しています。購入を希望される場合は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/marketplace/

• Cisco Press では、ネットワーク全般、トレーニング、および認定資格に関する出版物を幅広く
発行しています。これらの出版物は、初級者にも上級者にも役立ちます。Cisco Press の最新の
出版情報などについては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.ciscopress.com

• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担
当するエンジニア向けに、シスコが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』には、次
の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/ipj

• シスコが提供するネットワーキング製品、および各種のカスタマー サポート サービスは、次
の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Networking Professionals Connection は対話形式の Web サイトです。このサイトでは、ネットワー
キング製品やテクノロジーに関する質問、提案、および情報をネットワーキング担当者がシス

コの専門家や他のネットワーキング担当者と共有できます。次の URL にアクセスしてディス
カッションに参加してください。

http://www.cisco.com/discuss/networking

• 「What’s New in Cisco Documentation」は、シスコ製品の最新のマニュアル リリースに関する情
報を提供するオンライン出版物です。このオンライン出版物は毎月更新され、製品カテゴリ別

に編成されているため、製品のマニュアルを簡単に検索できます。次の URL で「What’s New
in Cisco Documentation」の最新リリースを見ることができます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/abtunicd/136957.htm

• シスコは、国際的なレベルのネットワーク関連トレーニングを実施しています。最新情報につ

いては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/offer/subscribe
http://www.cisco.com/go/guide
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/abtunicd/136957.htm
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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1

ASDM の概要

ASDM はブラウザの Java アプレットを利用して、セキュリティ アプライアンスのソフトウェアの
設定およびモニタリングを行います。また、ASDM をセキュリティ アプライアンスからロードす
ると、デバイスを設定、監視、管理できます。

今回のリリースの詳細については、次の項目を参照してください。

• 特記事項

• 今回のリリースで追加された機能

• サポートされていないコマンド

• ASDM ウィンドウについて

• ヘルプ ウィンドウについて

• ホームページ

特記事項

• CLI コマンドのサポート：いくつかの例外を除き、ほどんどすべての CLI コマンドが ASDM で
サポートされています。ASDM がサポートしていないコマンドのリストについては、「サポー
トされていないコマンド」を参照してください。

• 多重 ASDM セッション：ASDM では複数の PC やワークステーションでそれぞれブラウザ セッ
ションを開き、同じセキュリティ アプライアンス ソフトウェアを使用できます。1 つのセキュ
リティ アプライアンスで、シングル ルーテッド モードの ASDM 並行セッションを 5 つまでサ
ポートできます。PC またはワークステーションはそれぞれ、特定のセキュリティ アプライア
ンスのセッションを 1 つだけブラウザで実行できます。マルチコンテキスト モードの場合、コ
ンテキストあたり 5 つの ASDM 並行セッションを実行でき、セキュリティ アプライアンスあ
たり最大 32 セッションまで接続できます。

• セキュリティ アプライアンスのリリース バージョン：今回リリースされた ASDM に必要な
バージョンは 7.1 です。これより以前にリリースされたバージョンのセキュリティ アプライア
ンスでは実行できません。

• 警告：Cisco.com の Bug Toolkit を利用して、現在の警告情報を確認してください。Bug Toolkit
は次のアドレスからアクセスできます。

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl

• OS カラー スキームの変更方法：ASDM の実行時にオペレーティング システムのカラー スキー
ムを変更した場合は、ASDM を再起動してください。そうしない場合、一部の ASDM 画面が
正常に表示されないことがあります。

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
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今回のリリースで追加された機能

ここでは、次の項目について説明します。

• リリース 5.2（1）で追加された機能（P.1-2）

• リリース 5.2（2）で追加された機能（P.1-2）

プラットフォームと ASDM に追加された機能がすべて記載されたリストについては、Cisco.com の
『Cisco ASDM Release Notes』を参照してください。

リリース 5.2（1）で追加された機能
リリース 5.2（1）の新しい機能の詳細については、次の項目を参照してください。

• 機能強化された、新しい検査エンジン。P.21-2 の「Service Policy Rules」および P.6-1 の「グロー
バル オブジェクト」を参照してください。

• サブセカンド フェールオーバー、高可用性、およびスケーラビリティ ウィザード。P.12-1 の
「フェールオーバー」を参照してください。

• パケット トレーサ ツール。P.1-13 の「Packet Tracer」を参照してください。

• トレースルート ツール。P.1-16 の「Traceroute」を参照してください。

• VPN サポートの向上

－ ZoneLabs Integrity サーバ。P.28-65 の「Zone Labs Integrity Server」を参照してください。

－ Easy VPN Remote。P.28-67 の「Easy VPN Remote」を参照してください。

－ Online Certificate Status Protocol（OCSP; オンライン認証ステータス プロトコル）のサポー
ト。P.33-12 の「Add/Edit Trustpoint Configuration > Revocation Check タブ」および P.33-15 の
「Add/Edit Trustpoint Configuration > OCSP Rules タブ」を参照してください。

• RIP ルーティング機能の向上。P.14-23 の「RIP」を参照してください。

• スタティック ルート トラッキング /デュアル ISP のサポート。P.14-30 の「スタティック ルー
ト」を参照してください。

• Web Cache Communication Protocol（WCCP; Web キャッシュ通信プロトコル）のサポート。P.25-3
の「WCCP」を参照してください。

• ASA 5505 対応セキュリティ アプライアンス Power over Ethernet ポートのサポート。P.5-1 の
「Cisco ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンス用スイッチ ポートおよび VLAN インター
フェイスの設定」を参照してください。

リリース 5.2（2）で追加された機能
リリース 5.2（2）で追加された機能の詳細については、次の項目を参照してください。

• IDM の統合。P.35-2 の「ASDM からの IDM へのアクセス」を参照してください。 

• AIP SSM パスワードのリセット。P.35-3 の「AIP SSM パスワードのリセット」を参照してくだ
さい。

• CSC SSM パスワードのリセット。P.36-14 の「Restoring the Default Password」を参照してください。

• マルチキャストの追加機能のサポート

－ PIM neighbor-filter。P.15-15 の「Neighbor Filter」を参照してください。

－ PIM bidir-neighbor-filter。P.15-17 の「Bidirectional Neighbor Filter」を参照してください。

－ PIM old-register-checksum。 P.15-18 の「Rendezvous Points」で、Generate IOS 互換の登録メッ
セージのチェックボックスを参照してください。

－ マルチキャスト境界。P.15-11 の「MBoundary」を参照してください。
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－ MFIB 転送。 PIM bidir-neighbor-filter を参照してください。P.15-13 の「MForwarding」を参
照してください。

• HTTP/HTTPS インタラクティブ認証のサポート。P.19-13 の「高度な AAA 機能の設定」を参照
してください。

• トンネル グループのプライマリ DN フィールドに追加された UPN（User Principle Name）。
P.28-49 の「Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Authorization タブ」を参照してください。

• トンネル グループのインターフェイス単位認可サーバ グループ。P.28-49 の「Add/Edit Tunnel
Group > General タブ > Authorization タブ」を参照してください。

• 仮想 Telnet サーバのサポート。P.11-13 の「Virtual Access」を参照してください。
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サポートされていないコマンド

セキュリティ アプライアンスのコマンドはほとんどすべて ASDM でサポートされますが、既存の
コンフィギュレーションのコマンドが ASDM で無視される場合があります。通常、無視されるコ
マンドはユーザのコンフィギュレーションに記述されています。無視されるコマンドについては、

「Show Commands Ignored by ASDM on Device」を参照してください。

alias コマンドの場合、コンフィギュレーションからコマンドを削除しないと ASDM はモニタリン
グ専用モードになります。

ここでは、次の項目について説明します。

• 無視される表示専用コマンド

• サポートされていないコマンドによる影響

• CLI のその他の制限事項

無視される表示専用コマンド

次の表のコマンドを CLI で追加したコンフィギュレーションは ASDM で使用できますが、ASDM
でコマンドの追加および編集はできません。ASDM で無視されるコマンドは ASDM の GUI に一切
表示されません。表示専用コマンドは GUI に表示されますが、編集はできません。

サポートされていないコマンド ASDM の動作

access-list 未使用の場合は無視

capture 無視

dns-guard 無視

established 無視

failover timeout 無視

ipv6 （ IPv6 アドレスの場合） 無視

object-group icmp-type 表示のみ

object-group network ネストされたグループを表示のみ

object-group protocol 表示のみ

object-group service ネストされたグループの追加は不可

pager 無視

pim accept-register route-map 無視。list オプションを除き、ASDM では設定不可
prefix-list OSPF 領域で使用されていない場合は無視
route-map 無視

service-policy global match access-list クラスで使用されている場合は無視次の例を
参考にしてください。

access-list myacl line 1 extended permit ip any any
class-map mycm
match access-list mycl
policy-map mypm
class mycm
inspect ftp
service-policy mypm global

sysopt nodnsalias 無視

sysopt uauth allow-http-cache 無視

terminal 無視

virtual 無視
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サポートされていないコマンドによる影響

• 既存の実行コンフィギュレーションを ASDM にロードし、そこに IPv6 関連のコマンドがある
場合、ASDM のダイアログボックスに IPv6 はサポートされていないというメッセージが表示
されます。ASDM では IPv6 コマンドを一切設定できませんが、その他のコンフィギュレーショ
ンは使用できます。

• 既存の実行コンフィギュレーションを ASDM にロードし、そこにサポートされていないコマン
ドがあっても、ASDM の操作には影響しません。 サポートされていないコマンドを表示するに
は、デバイスで ASDM の Options > Show Commands Ignored を実行します。

• 既存の実行コンフィギュレーションを ASDM にロードし、そこに alias コマンドがあると、モ
ニタリング専用モードになります。

モニタリング専用モードの場合、次の機能にアクセスできます。

－ モニタリング エリア

－ CLI ツール（Tools > Command Line Interface）。ここから CLI コマンドを実行できます。

モニタリング専用モードを終了させるには、CLI ツールを使用するか、セキュリティ アプライ
アンスのコンソールで alias コマンドを削除します。 alias コマンドの代わりに外部 NAT を使用
できます。詳細については、『Cisco Security Appliance Command Reference』を参照してください。

（注） モニタリング専用モードになる場合が他にもあります。ASDM のメイン ウィンドウ下部の
ステータス バーに表示される ユーザ アカウント権限レベルを、システム管理者が 3 以下に
設定すると、モニタリング専用モードにできるためです。 詳細については、Configuration >
Properties > Device Administration > User Accounts and Configuration > Device Access > AAA
Access を参照してください。

CLI のその他の制限事項
ASDM では、255.255.0.255 のように連続していないサブネット マスクはサポートされていません。
たとえば、次のような記述はできません。

ip address inside 192.168.2.1 255.255.0.255
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ASDM ウィンドウについて
ASDM ウィンドウからセキュリティ アプライアンスのさまざまな機能に簡単にアクセスできます。
ASDM ウィンドウには、次のような機能があります。

• メニュー：ファイル、ツール、オプション、およびヘルプにすぐにアクセスできます。

• ツールバー：ASDM をナビゲーションできます。 ツールバーからホームページ、コンフィギュ
レーション パネル、およびモニタリング パネルにアクセスできます。また、機能の検索、コ
ンフィギュレーションの保存、ヘルプの参照、パネル間の前後ナビゲーションもできます。

Home、Configuration、Monitoring ボタンをクリックすると、開いたパネルから各種の便利なツー
ルを使用できます。ホームページにはさまざまな情報が表示され、一目で確認できます。 コン
フィギュレーション パネルとモニタリング パネルには、左側のフレームに使いやすいカテゴ
リ ツリーがあり、そこから詳細なコンフィギュレーション データまたはモニタリング情報に
アクセスできます。

• ステータスバー：時刻、接続ステータス、特権レベルを表示します。

メニュー

ASDM には、次のメニューがあります。

• File メニュー

• Options メニュー

• Tools メニュー

• Wizards メニュー

• Help メニュー

File メニュー

File メニューからセキュリティ アプライアンスのコンフィギュレーション データを管理できます。
また、次のメニュー項目もあります。

• Refresh ASDM with the Running Configuration on the Device：実行コンフィギュレーションのコ
ピーを ASDM にロードします。リフレッシュを実行すると、ASDM に現在の実行コンフィギュ
レーションのコピーがあるかどうかを確認できます。

• Reset Device to the Factory Default Configuration：コンフィギュレーションを工場出荷時のデフォ
ルトに戻します。 詳細については、Reset Device to the Factory Default Configuration ダイアログ
ボックスを参照してください。

• Show Running Configuration in New Window：現在の実行コンフィギュレーションを別のウィン
ドウに表示します。

• Save Running Configuration to Flash：実行コンフィギュレーションのコピーをフラッシュ メモリ
に書き込みます。 

• Save Running Configuration to TFTP Server：実行コンフィギュレーション ファイルのコピーを
TFTP サーバに保存します。詳細については、Save Running Configuration to TFTP Server ダイア
ログボックスを参照してください。

• Save Running Configuration to Standby Unit：プライマリ装置の実行コンフィギュレーション ファ
イルのコピーを、フェールオーバー スタンバイ装置の実行コンフィギュレーションに送信しま
す。

• Save Internal Log Buffer to Flash：ログ バッファをフラッシュ メモリに保存します。

• Print：現在のパネルを印刷します。 ルールを印刷する場合、ページを横方向にすることをお勧め
します。 ASDM を Netscape Communicator で使用している場合、ユーザが Java アプレットに対す
る印刷権限を持っていないとセキュリティ ダイアログボックスが表示され、印刷権限を要求され
ます。 Grant をクリックすると、アプレットの印刷権限が与えられます。Internet Explorer の場
合は、署名付きアプレットを最初に承認した時点で印刷権限が与えられています。
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• Clear ASDM Cache：ASDM のローカル イメージをクリアします。ASDM に接続すると、イメー
ジがローカルにダウンロードされます。

• Clear Internal Log Buffer：システム ログ メッセージのバッファをクリアします。

• Exit：ASDM を終了します。

Reset Device to the Factory Default Configuration

デフォルト コンフィギュレーションには、ASDM からセキュリティ アプライアンスに接続できる
最小限のコマンドが含まれています。この機能は、ルーテッド ファイアウォール モードでのみ利
用可能です。透過モードではインターフェイスの IP アドレスはサポートされていません。また、イ
ンターフェイス IP アドレスはデフォルト設定の中で設定します。 また、この機能はシングル コン
テキスト モードでのみ利用可能です。コンフィギュレーションがクリアされたセキュリティ アプ
ライアンスには、設定済みのコンテキストがなく、リセット後のデフォルト コンフィギュレーショ
ンでは自動設定されません。

この機能を実行すると、現在の実行コンフィギュレーションがクリアされ、コマンドがいくつか設

定されます。設定されるインターフェイスは、使用するプラットフォームによって異なります。プ

ラットフォームが専用の管理インターフェイスの場合、インターフェイス名は「management」にな
ります。他のプラットフォームには Ethernet 1 のインターフェイスが設定され、インターフェイス
名は「inside」になります。

次のコマンドが専用の管理インターフェイス Management 0/0 に適用されます（プラットフォームが
専用の管理インターフェイスでない場合、インターフェイスは Ethernet 1 になります）。

interface management 0/0
   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
   nameif management
   security-level 100

no shutdown
asdm logging informational 100
asdm history enable
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd enable management

このダイアログボックスで IP アドレスを設定すると、http コマンドは指定されたサブネットを参
照します。また、dhcpd address コマンドの範囲も、指定されたサブセットの範囲内のアドレスに
なります。

工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションの復元後、File > Save Running Configuration to
Flash 項目で内部フラッシュ メモリに保存します。 別の場所に Boot Image/Configuration を事前に設
定した場合でも、実行コンフィギュレーションはスタートアップ コンフィギュレーションのデフォ
ルトの場所に保存されます。設定をクリアすると、このパスもクリアされます。

（注） また、Add Boot Image のコンフィギュレーションもあれば、他のコンフィギュレーションとともに
このコマンドでクリアされます。Add Boot Image ペインで設定すると、外部フラッシュ メモリ カー
ド上のイメージなど、特定のイメージからブートできます。工場出荷時のデフォルト コンフィギュ
レーションの復元後に、セキュリティ アプライアンスをリロードすると、内部フラッシュ メモリ
の最初のイメージからブートします。内部フラッシュ メモリにイメージがない場合、セキュリティ
アプライアンスはブートしません。
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フィールド

• Use this address for the “Interface_ID” interface which will be named as “name”：デフォルト アドレ
ス 192.168.1.1 を使用する代わりに、管理インターフェイスの IP アドレスを手動で設定します。
プラットフォームが専用の管理インターフェイスの場合、インターフェイス名は「management」
になります。他のプラットフォームには Ethernet 1 のインターフェイスが設定され、インター
フェイス名は「inside」になります。

• Management IP Address：管理インターフェイスの IP アドレスを設定します。

• Management subnet mask：インターフェイスのサブネット マスクを設定します。サブネット マ
スクを設定しない場合は、IP アドレス クラスに適切なマスクがセキュリティ アプライアンス
で使用されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Save Running Configuration to TFTP Server

File > Save Running Configuration to TFTP Server > Save Running Configuration to TFTP Server

ダイアログボックスで、現在の実行コンフィギュレーションのコピーを TFTP サーバに保存します。

フィールド

• TFTP Server IP Address：TFTP サーバの IP アドレスを入力します。

• Configuration File Path：ファイルを保存する TFTP サーバのパスを入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Enter Log File Name

File > Save Internal Log Buffer to Flash > Enter Log File Name

ログ バッファをフラッシュ メモリに保存します。

フィールド

• Use default file name：ログ バッファの保存ファイル名は LOG-YYYY-MM-DD-hhmmss.txt になり
ます。

• Use user-specified file name：ログ バッファを指定したファイル名で保存します。

• Field Name：保存したログ バッファのファイル名を入力します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Options メニュー

Options メニューで ASDM のプリファレンスを設定できます。

• Show Commands Ignored by ASDM on Device：ASDM で無視された、サポートされていないコマ
ンドを表示します。詳細については、Show Commands Ignored by ASDM on Device ダイアログ
ボックスを参照してください。

• Preferences：ASDM の機能の一部を、Web ブラウザのクッキー機能を使用してセッション間で
変更します。詳細については、Preferences ダイアログボックスを参照してください。

Show Commands Ignored by ASDM on Device

Options > Show Commands Ignored by ASDM on Device > Show Commands Ignored by ASDM on 
Device

一部のコマンドは ASDM でサポートされていません。 通常、サポートされないコマンドは ASDM
の実行時に無視されます。Show Commands Ignored by ASDM on Device を実行すると、未解析コマ
ンドの一覧が表示されます。

ASDM がコンフィギュレーションのコマンドを変更、削除することはありません。詳細について
は、「サポートされていないコマンド」を参照してください。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Preferences

Options > Preferences > Preferences

Preferences ダイアログボックスでは、ASDM の機能の一部を、Web ブラウザのクッキー機能を使用
してセッション間で変更します。

フィールド

• General タブ：汎用プリファレンスを設定します。

－ Preview commands before sending to the device チェックボックス：ASDM により生成された
CLI コマンドを表示できます。 

－ Enable Large Fonts (Requires ASDM Restart) チェックボックス：ASDM を閉じて再接続した
後に、ASDM のアイコンのフォント サイズを拡大します。 すべてのフォントが大きくなる
とは限りません。

－ Confirm before exiting from ASDM チェックボックス：ASDM を閉じるとき、プロンプトを
表示して終了を確認します。このオプションは、デフォルトでオンになっています。

• Rules Table タブ：Rules テーブルのプリファレンスを設定します。

－ Display settings：Rules テーブルのルール表示方法を変更します。 

• Auto expand network and service object groups with specified prefix：ネットワークとサービス
オブジェクト グループを、Auto Expand-Prefix により自動展開して表示します。 

• Auto Expand-Prefix：ネットワークおよびサービス オブジェクトのプレフィックスを指定し
て、自動展開して表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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• Show members of network and service object groups：ネットワークおよびサービス オブジェク
ト グループのメンバおよび Rules テーブルのグループ名を選択して表示します。 チェック
ボックスがオフの場合、グループ名だけが表示されます。

• Limit members to：表示するネットワークおよびサービス オブジェクト グループの数を入
力します。オブジェクト グループ メンバの場合、最初の nn 個のメンバだけが表示されま
す。

• Show all actions for service policy rules：Rules テーブルのアクションをすべて表示します。 ク
リアされている場合、サマリーが表示されます。

－ Deployment Settings：Rules テーブルに変更内容を適用する場合に、セキュリティ アプライ
アンスの動作を設定できます。

• Issue clear xlate command when deploying access lists：アクセスリストを新規に適用するとき
NAT テーブルがクリアされます。 したがって、セキュリティ アプライアンスに設定されて
いるアクセスリストが、すべての変換アドレスに対して確実に適用されます。

• Show filter panel by default：デフォルトで、フィルタ パネルを表示します。

• Show rule diagram panel by default：デフォルトで、ルール ダイアグラム パネルを表示します。

• Applications Inspections タブ：アプリケーション検査マップのオプションを設定します。

－ Prompt to add inspect map before applying changes：検査マップが未設定の場合は、警告します。 

－ Make advanced view the default inspect view：アプリケーション検査のデフォルト表示を詳細
表示に設定します。

• Ask to make advanced view the default view：アプリケーション検査のデフォルト表示を詳細
表示にするかどうかを確認するダイアログボックスを表示します。 ダイアログボックスを
表示しない場合、チェックボックスをオフにします。

• Syslog Color Settings タブ：ホームページの背景色とシステム ログ メッセージの色を設定します。

－ Severity column：重大度を表示します。

－ Background Color column：重大度メッセージの背景色を設定します。 色を変更するには、そ
の行をクリックします。Pick a Color ダイアログボックスが表示されます。

－ Foreground Color column：重大度のメッセージの前景色（テキスト色）を設定します。色を
変更するには、その行をクリックします。Pick a Color ダイアログボックスが表示されます。

－ Restore Default button：デフォルトの設定に戻し、白の背景色に色つきのテキストで表示し
ます。

（注） プリファレンスのチェックボックスのオン /オフを切り替えると、そのたびに変更結果が .conf ファ
イルに書き込まれ、ワークステーションで実行中の他のすべての ASDM セッションで使用可能に
なります。ASDM をリスタートすると、設定したプリファレンスが反映されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Tools メニュー

Tools メニューには ASDM のトラブルシューティング ツールがあります。ここから、別のソフト
ウェアを ASDM にアップロードしたり、接続状態を確認したり、コマンドラインからコマンドを
実行したりできます。

• Command Line Interface：テキスト ベース ツールでセキュリティ アプライアンスにコマンドを
送信し、結果を確認できます。詳細については、Command Line Interface ダイアログボックスを
参照してください。

• Packet Tracer：指定した送信元アドレスとインターフェイスから宛先まで、パケットをトレー
スできます。プロトコルおよびポートをデータ タイプに関わりなく指定でき、そこで実行され
た処理の詳細データを含むパケットの一部始終を表示することができます。詳細については、

Packet Tracer ダイアログボックスを参照してください。

• Ping：セキュリティ アプライアンスおよび関係する通信リンクのコンフィギュレーションや動
作を検証できる便利なツールで、他のネットワーク デバイスの基本的なテストにも使用できま
す。詳細については、Ping ダイアログボックスを参照してください。

• Traceroute：宛先までのパケット ルートを決定できます。詳細については、Traceroute ダイアロ
グボックスを参照してください。

• File Management：フラッシュ メモリに保存されたファイルを表示、移動、コピー、削除できま
す。また、フラッシュ メモリにディレクトリを作成することもできます。詳細については、File
Management を参照してください。また、File Transfer ダイアログボックスで、TFTP、フラッ
シュ メモリ、ローカル PC などさまざまなファイル システム間のファイル転送ができます。

• Upload ASDM Assistant Guide：フラッシュ メモリに XML ファイルをアップロードし、ASDM
Assistant が使用するデータを格納できます。これらのファイルは Cisco.com からダウンロード
できます。

• Upgrade Software：セキュリティ アプライアンスのイメージや ASDM のイメージなどのイメー
ジ ファイルをユーザ PC にダウンロードし、フラッシュ メモリにアップロードできます。詳細
については、「Upload Image from Local PC」を参照してください。

• System Reload：システムをリスタートし、保存したコンフィギュレーションをメモリにリロー
ドします。詳細については、System Reload ダイアログボックスを参照してください。

• IPS/CSC Password Reset：AIP SSM や CSC SSM に設定されているパスワードをデフォルト
（cisco）にリセットします。詳細については、P.35-3 の「AIP SSM パスワードのリセット」お
よび P.36-14 の「Restoring the Default Password」を参照してください。

• ASDM Java Console：Java コンソールを表示します。

Command Line Interface

Tools > Command Line Interface > Command Line Interface

Command Line Interface ダイアログボックスのテキスト ベース ツールでセキュリティ アプライアン
スにコマンドを送信し、結果を表示できます。

（注） ASDM の CLI ツールからコマンドを入力すると、セキュリティ アプライアンスの接続ターミナル
からコマンドを入力したときと動作が異なる場合があります。
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コマンド エラー

誤った入力コマンドによってエラーが発生した場合、問題が生じたコマンドは実行されず、その他

のコマンドはエラーを無視して実行されます。エラーが発生した場合は、Response ボックスの表示
メッセージでエラー内容とその関連情報を確認できます。

（注） コマンドのリストについては、『Cisco Security Appliance Command Reference』を参照してください。
いくつかの例外を除き、ほとんどすべての CLI コマンドが ASDM でサポートされています。

インタラクティブ コマンド

インタラクティブ コマンドは Command Line Interface ダイアログボックスでサポートされていませ
ん。これらのコマンドを ASDM で使用するには、次のように、noconfirm キーワード（使用できる
場合）を指定します。

crypto key generate rsa modulus 1024 noconfirm

管理者間の競合の回避

管理者権限を持つ複数のユーザがセキュリティ アプライアンスの実行コンフィギュレーションを
アップデートできます。ASDM の CLI ツールでコンフィギュレーションを変更する場合は、アク
ティブな管理セッションが他にないことを事前に確認してください。複数のユーザが同時にセキュ

リティ アプライアンスを設定すると、最後に加えられた変更が反映されます （Monitoring タブを
クリックすると、同じセキュリティ アプライアンスで現在アクティブな他の管理セッションを確認
できます）。

ASDM のコンフィギュレーション変更の表示

CLI ツールでコンフィギュレーションを変更した場合、Refresh ボタンをクリックすると、ASDM
の変更結果を表示できます。

前提条件

CLI ツールで実行できるコマンドは、ユーザ権限によって異なります。「Authorization タブ」を参照
してください。ASDM のメイン ウィンドウの下にあるステータス バーの権限レベルで、CLI 特権
コマンドの実行権限の有無を確認できます。

フィールド

• Command：セキュリティ アプライアンスにコマンドを送信します。

－ Single Line：一度に 1 コマンドだけ入力します。直前に入力したコマンドが表示されてい
ますが、別のコマンドを入力することもできます。

－ Multiple Line：複数のコマンドラインを入力します。

－ Enable context sensitive help (?)：コマンドの CLI ヘルプを表示するには、コマンドの後に
「?」を入力します。Enter キーを押さなくても「?」を入力するだけでヘルプが表示されます。 

このチェックボックスをオフにすると、デバイスに送信する前に ASDM は「?」文字をエ
スケープし、テキスト文字列として「?」を入力することができます。したがって、コマン
ドのヘルプは表示されません。

• Response：コマンド ボックスに入力したコマンドの実行結果を表示します。 

• Send：すべてのコマンドをセキュリティ アプライアンスに送信します。 

• Clear Response：Response ボックスのテキストをすべてクリアします。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Packet Tracer

パケット トレーサ ツールを実行すると、パケット スニファおよびネットワークの分離障害をト
レースできます。

このツールは、パケットの詳細、およびセキュリティ アプライアンスでのパケット処理方法に関し
て、詳細な情報を提供します。コンフィギュレーションのコマンドでパケットがドロップされない

限り、パケット トレーサ ツールでその原因に関する情報が分かりやすく表示されます。たとえば、
無効なヘッダー検証が原因でパケットがドロップした場合、「packet dropped due to bad ip header

(reason)」と、メッセージが表示されます。

パケットを取得するだけでなく、パケットの一部始終をトレースし、セキュリティ アプライアンス
が想定どおり動作しているかどうかを確認することもできます。パケット トレーサ ツールでは次
のことができます。

• ネットワーク上でのすべてのパケット ドロップのデバッグ

• コンフィギュレーションが意図したとおりに機能しているかどうかの検証

• パケットに適切なルールとルールを追加する CLI 行の表示

• データ パスでのパケット変更のタイム ラインの表示

• トレーサ パケットのデータ パスへの挿入

フィールド

• Interface：パケット トレースの発信元インターフェイスを指定します。

• Packet type：パケット トレースのプロトコル タイプを指定します。指定できるプロトコル タイ
プは、icmp、rawip、tcp、および udp です。

－ Source IP：パケット トレースの送信元アドレスを指定します。

－ Source Port：パケット トレースの送信元ポートを指定します。

－ Destination IP：パケット トレースの宛先アドレスを指定します。

－ Destination Port：パケット トレースの宛先ポートを指定します。

• Start：パケット トレースを開始します。

• Clear：すべてのフィールドをクリアします。

• Show animation：チェックボックスをオンにして、パケット トレースをグラフィック表示しま
す。

• Information Display Area：パケット トレースの詳細情報を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Ping

Tools > Ping > Ping

Ping ダイアログボックスの便利なツールでセキュリティ アプライアンスおよび関係する通信リン
クのコンフィギュレーションおよび動作を検証でき、他のネットワーク デバイスの基本的なテスト
もできます。

ping は、潜水艦の音波探知機と同等のネットワーク ツールです。ping を IP アドレスに送信すると、
エコーまたは応答が返されます。 この簡単なプロセスで、ネットワーク デバイスどうしの検出、識
別、およびテストができます。

Ping ツールは、RFC-777 と RFC-792 で規定された ICMP というプロトコルを使用します。ICMP で
定めたのは、2 つのネットワーク デバイス間で送受されるエコーとエコー応答のトランザクション
で、これは ping として知られています。  エコー（要求）パケットをネットワーク デバイスの IP ア
ドレスに送信します。 受信側のデバイスは送信元と宛先のアドレスを逆にしてから、パケットを エ
コー応答として送り返します。

Ping ツールの使い方

管理者は ASDM の Ping ツールを利用し、次のようにさまざまな方法でインタラクティブな診断が
できます。

• インターフェイス間のループバック テスト：同じセキュリティ アプライアンスで一方のイン
ターフェイスから相手側のインターフェイスに ping を外部ループバック テストとして起動す
ると、双方のインターフェイスの基本的な「アップ」ステータスおよび動作を検証できます。 

• セキュリティ アプライアンスインターフェイスへの ping 送信：他のセキュリティ アプライア
ンスのインターフェイスに対して Ping ツールまたは別の送信元から ping を送信すると、相手
側がアップしていて応答することを確認できます。

• セキュリティ アプライアンスを通過する ping 送信：Ping ツールの送信 ping パケットがデバイ
スに到達する途中で、中間のセキュリティ アプライアンスを通過する場合があります。エコー
パケットは、返されるときにそのインターフェイスを両方とも通過します。この手順によって、

中間にある装置のインターフェイス、動作、応答時間についての基本的なテストができます。 

• ネットワーク デバイスの動作に疑問がある場合：セキュリティ アプライアンスのインターフェ
イスから正常に機能していないと思われるネットワーク デバイスに ping を送信する場合があ
ります。インターフェイスの設定が正常にもかかわらずエコーを受信しない場合、デバイスに

問題があると考えられます。 

• 中間の通信状態をテストする場合：エコー要求を返すことが分かる、動作が正常なネットワー

ク デバイスにセキュリティ アプライアンスのインターフェイスから ping を送信する場合があ
ります。エコーを受信すると、中間にあるデバイスはすべて正常に動作し、物理的に正しく接

続されていることを確認できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Ping ツールのトラブルシューティング

ping でエコーを受信できない場合、おそらく原因はセキュリティ アプライアンスのコンフィギュ
レーションまたは動作にエラーがあると考えられます。必ずしも ping に対する「NO response」の
IP アドレスが原因とは限りません。 Ping ツールを利用する前に次の点を確認してから、セキュリ
ティ アプライアンスのインターフェイスからまたはインターフェイスへ、あるいはインターフェイ
ス経由で ping を送信してください。

インターフェイスの基本的な確認事項

• インターフェイスが正常に設定されていることを、Configuration > Properties > Interfaces で確認
します。 

• スイッチやルータなど通信パスの中間デバイスで、他のタイプのネットワーク トラフィックが
正常に配信されているかどうかを確認します。 

• 「既知の正常な」送信元を使用して、他のタイプのトラフィックが正常に通過するかどうかを
確認します。 Monitoring > Interface Graphs を使用してください。 

セキュリティ アプライアンス インターフェイスから ping を送信

インターフェイスの基本的なテストを行う場合、セキュリティ アプライアンスのインターフェイス
からネットワーク デバイスに ping を送信する方法があります。その場合、他の方法でネットワー
ク デバイスが正常に動作し、中間通信パス経由でエコーが返されることを事前に確認しておきま
す。 

• セキュリティ アプライアンスから送信した ping を「既知の正常な」デバイスで受信して確認
します。受信できない場合、おそらくインターフェイスの送信側ハードウェアまたはコンフィ

ギュレーションに問題があります。 

• セキュリティ アプライアンスのインターフェイス設定が正しいにもかかわらず「既知の正常
な」デバイスのエコーを受信できない場合、インターフェイスの受信側ハードウェアに問題が

あると考えられます。 インターフェイスを「既知の正常な」受信機能に変更し、「既知の正常
な」デバイスから ping のエコーを受信できれば、変更前のインターフェイスは受信側ハード
ウェアに問題があると確認できます。 

セキュリティ アプライアンス インターフェイスへ ping を送信

セキュリティ アプライアンスのインターフェイスへ ping を送信する場合、Configuration > Properties
> Administration > ICMP パネルのインターフェイスで ping 応答（ICMP のエコー応答）がイネーブ
ルになっているかどうかを確認します。 ping 機能がディセーブルになっていると、セキュリティ ア
プライアンスは他のデバイスやソフトウェア アプリケーションから検出されず、ASDM の Ping
ツールにも応答しません。

セキュリティ アプライアンス インターフェイス経由で ping を送信 

• まず、「既知の正常な」送信元からセキュリティ アプライアンスを経由し、他のタイプのネッ
トワーク トラフィックが通過することを確認します。Monitoring > Interface Graphs、または
SNMP 管理ステーションを使用します。 

• イネーブルにした内部ホストから外部ホストに ping を送信するには、Configuration > Access
Rules で内部および外部インターフェイスの ICMP アクセスを正しく設定する必要があります。

フィールド

• IP Address：ICMP エコー要求パケットの宛先 IP アドレス。 

（注） Configuration > Hosts/Networks > Basic Information > Host Name パネルで設定したホスト名
がある場合、IP アドレスとして使用できます。 
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• Interface：（オプション）エコー要求パケットを送信するセキュリティ アプライアンス インター
フェイスを指定します。指定しない場合、セキュリティ アプライアンスはルーティング テー
ブルを調べ、宛先アドレスを見つけて必要なインターフェイスを使用します。 

• Ping Output：ping の実行結果。Ping をクリックすると、IP アドレスには ping が 3 回送信され、
次のフィールドに実行結果が 3 つ表示されます。 

－ Reply IP address/Device name：ping が送信されたデバイスの IP アドレスまたはデバイス名
（設定されている場合）。ホストやネットワークに割り当てたデバイス名は、結果が「NO

response」でも表示される場合があります。 

－ Response time/timeout (ms)：ping を送信すると、ミリ秒タイマーが開始します。ここで指定
する最大値がタイムアウト値になります。たとえば、異なるルートやアクティビティ レベ
ルの相対応答時間を比較するテストで役立ちます。

ping の実行結果の例：
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to out-pc, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

ping に失敗すると、実行結果は次のようになります。
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.132.80.101, timeout is 2 seconds:
?????
Success rate is 0 percent (0/5)

• Ping：ICMP のエコー要求パケットを、指定したインターフェイスまたはデフォルトのインター
フェイスから指定した IP アドレスへ送信し、応答タイマーを開始します。 

• Clear Screen：これまでに実行した ping コマンドの実行結果を画面でクリアします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Traceroute

Traceroute ダイアログボックスのツールで、宛先までのパケット ルートを簡単に決定できます。

トレースルートの出力

トレースルート ツールは、プローブを送信するたびに結果を表示します。  出力結果の各行は、TTL
値の上昇順に対応します。  トレースルート ツールの出力に表示される記号を説明します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

出力記号 説明

* プローブがタイムアウトするまでに応答がなかった

nn msec 指定したプローブ数のノードごとのラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）

!N. ICMP ネットワークに到達不能
!H ICMP ホストに到達不能
!P ICMP プロトコルに到達不能
!A 管理上の禁止 ICMP
? 不明な ICMP エラー
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フィールド

• Hostname or IP address：ルート トレースの対象になるホスト名を指定します。 ホスト名が指定
されている場合、Configuration > Global Objects > IP Names で定義するか、DNS サーバを設定
してトレースルートがホスト名の IP アドレスを解決できるようにします。 

• Timeout：応答を待機しているときの接続タイムアウト時間を秒単位で指定します。デフォルト
は 3 秒です。 

• Port：UDP プローブ メッセージで使用される宛先ポートを指定します。デフォルトは 33434 で
す。

• Probe：各 TTL レベルで送信されるプローブ数を指定します。デフォルトは 3 個です。

• Min & Max TTL：最初のプローブのデータ表示時間の最小値と最大値を指定します。デフォル
トの最小値は 1 です。値を大きくすると、始めに表示される既知のホップが少なくなります。
デフォルトの最大値は 30 です。トレースルート パケットが宛先に到達するか、この最大値に
達するとツールは終了します。

• Destination Port：UDP プローブ メッセージで使用される宛先ポートを指定します。デフォルト
は 33434 です。

• Specify Source Interface or IP Address：パケットをトレースする発信元インターフェイスまたは
送信元 IP アドレスを指定します。この IP アドレスは、少なくとも 1 つのインターフェイスの
中に含まれている必要があります。透過モードの場合は、セキュリティ アプライアンスの管理
IP アドレスを指定します。

• Reverse Resolve：チェックボックスをオンにすると、名前解決が設定されている場合、使用さ
れたホップ名が出力結果に表示されます。 チェックボックスがオフの場合、出力結果には IP ア
ドレスが表示されます。

• Use ICMP：UDP プローブ パケットでなく ICMP プローブ パケットを使用します。

• Traceroute Output：トレースルートの詳細メッセージを表示します。

• Traceroute：トレースルートを開始します。

• Clear：すべてのフィールドをクリアします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

File Management

Tools > File Management > File Management

フラッシュ メモリに保存されたファイルの表示、移動、コピー、削除ができます。 また、フラッ
シュ メモリにディレクトリを作成することもできます。

マルチコンテキストモードの場合、このツールはシステムでのみ使用できます。

フィールド

• Folders：ディスクにあるフォルダを表示します。

－ Flash Space：フラッシュ メモリのサイズと空き容量を示します。

Total：フラッシュ メモリの全体のサイズを示します。
Available：空き容量を示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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• Files：選択したフォルダに含まれるファイルの情報を表示します。

－ Path：選択されたパスを示します。

－ Filename

－ Size (bytes)

－ Time Modified

－ Status

• View：選択したファイルをブラウザに表示します。

• Cut：選択したファイルを切り取り、他のディレクトリに貼り付けられます。

• Copy：選択したファイルをコピーし、他のディレクトリに貼り付けられます。

• Paste：コピーしたファイルを選択した場所に貼り付けます。

• Delete：選択したファイルをフラッシュ メモリから削除します。

• Rename：ファイルの名前を変更します。

• New Directory：ファイルを保存するディレクトリを新規作成します。

• File Transfer：File Transfer ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Upload Image from Local PC

Tools > Upgrade Software > Upload Image from Local PC

Upload Image from Local PC ダイアログボックスで、セキュリティ アプライアンスのイメージ ファ
イル、ASDM のイメージ、PC 上のその他のイメージを選択し、フラッシュ メモリにアップロード
できます。

フィールド

• Image to upload：アップロードするイメージ タイプを選択します。

• Local File Path：ユーザの PC 上のファイルのパスを入力します。

－ Browse Local：選択して PC 上のファイルを参照します。

• Flash File System Path：ファイルのコピー先となるフラッシュ メモリのパスを入力します。

－ Browse Local：選択してフラッシュ メモリのディレクトリやファイルを参照します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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File Transfer

Tools > File Management > File Management > File Transfer

File Transfer により、HTTPS、TFTP、FTP を使用するかローカル イメージを参照して、セキュリ
ティ アプライアンスとの間でファイルを相互にコピーすることができます。 

フィールド

• Source File：転送対象になるソース ファイルを選択します。

－ Remote Server：リモート サーバからファイルを転送する場合に選択します。

Path：ファイルの場所のパスを入力します。サーバの IP アドレスを含めます。
Port/Type：リモート サーバのポート番号またはタイプ（FTP の場合）を入力します。 次の
FTP タイプが有効です。
ap：パッシブ モードの ASCII ファイル
an：非パッシブ モードの ASCII ファイル
ip：パッシブ モードのバイナリ イメージ ファイル
in：非パッシブ モードのバイナリ イメージ ファイル

－ Flash File System：フラッシュ メモリのファイルをコピーする場合に選択します。

Path：ファイルの場所のパスを入力します。
Browse Flash：選択して、セキュリティ アプライアンスでコピーされたファイルの場所を
参照します。

－ Local Computer：ローカル PC からファイルをコピーする場合に選択します。

Path：ファイルの場所のパスを入力します。
Browse Localhost：ローカル PC を参照し、転送対象ファイルを検索します。

• Destination File：転送先のファイルを選択します。 送信元の場所によって、Flash File System と
Remote Server のどちらかが自動選択されます。

－ Flash File System：ファイルをフラッシュ メモリに転送します。

Path：ファイルの場所のパスを入力します。
Browse Flash：選択して、セキュリティ アプライアンスでファイルが転送される場所を参
照します。

－ Remote Server：リモート サーバにファイルを転送します。

Path：ファイルの場所のパスを入力します。
Type：FTP 転送の場合、タイプを入力します。 次のタイプが有効です。
ap：パッシブ モードの ASCII ファイル
an：非パッシブ モードの ASCII ファイル

ip：パッシブ モードのバイナリ イメージ ファイル
in：非パッシブ モードのバイナリ イメージ ファイル

• Transfer File：ファイル転送を開始します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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Upload ASDM Assistant Guide

Tools > Upload ASDM Assistant Guide

Upload ASDM Assistant Guide を実行すると、フラッシュ メモリに XML ファイルをアップロードし
て、タスクに応じて ASDM の使用方法のヘルプを格納できます。 これらのファイルは Cisco.com か
ら取得できます。ファイルをロードすると、File メニューの Search フィールドから参照できます。

フィールド

• File to upload：ユーザのコンピュータ上にある XML ファイルの名前で、通常 Cisco.com から取
得されます。

• Flash File System Path：XML ファイルを保存するフラッシュ メモリのパスを示します。

• Upload File：アップロードを開始します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

System Reload

Tools > System Reload > System Reload

System Reload を実行すると、システムをリスタートし、保存されたコンフィギュレーションをメモ
リにリロードします。System Reload ダイアログボックスで、システムのリロードのタイミング、実
行コンフィギュレーションをフラッシュ メモリに保存する / しない、リロード時に接続している
ユーザにメッセージを送信する /しない、を選択できます。

フィールド

• Reload Scheduling：リロードを実行するタイミングを設定します。

－ Configuration State：リロード時に実行コンフィギュレーションを保存するかしないかを選
択します。

Save the Running Configuration at Time of Reload：リロード時に実行コンフィギュレーション
を保存します。

Reload Without Saving the Running Configuration：リロード時に実行コンフィギュレーション
に加えられた変更を破棄します。

• Reload Start Time：リロードのタイミングを選択します。

－ Now：リロードをただちに実行します。

－ Delay by：指定した時間だけ遅延させてリロードします。 リロード開始までの経過時間を、
時間と分、または分で入力します。

－ Schedule at：リロードする時刻と日付を指定してスケジュールを設定します。 リロードの実
行時刻を入力し、リロードのスケジュール日を選択します。

• Reload Message：リロード時に ASDM のインスタンスを開いたときに送信されるメッセージを
入力します。

• On Reload Failure Force Immediate Reload after：リロードに失敗した場合、もう一度リロードを
実行するまでの経過時間を、時間と分、または分で指定します。

• Schedule Reload：設定に従ってリロードをスケジュールします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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• Reload Status：リロードのステータスを表示します。

• Cancel Reload：スケジュールされたリロードをキャンセルします。

• Refresh：Reload Status 画面をリフレッシュします。

• Details：スケジュールされたリロードの詳細を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Wizards メニュー

Wizards メニューで、さまざまな機能を設定するウィザードを実行できます。

• Startup Wizard：ASDM Startup Wizard を利用して、セキュリティ アプライアンスの初期コンフィ
ギュレーションを段階的に設定することができます。 設定画面をクリックすると表示されるプ
ロンプトに従って、使用するセキュリティ アプライアンスの情報を入力できます。 Startup
Wizard で設定すると、セキュリティ アプライアンスの使用をすぐに開始できます。 

• VPN Wizard：このウィザードを使用して、VPN ポリシーをセキュリティ アプライアンスに簡
単に設定します。

• High Availability and Scalability Wizard：このウィザードを使用して、セキュリティ アプライア
ンスにフェールオーバーを設定します。

Help メニュー

Help メニューでは、オンライン ヘルプへのリンクの他に、ASDM とセキュリティ アプライアンス
の情報へのリンクも提供されます。

• Help Topics：新しいブラウザ ウィンドウが開き、左側のフレームに目次、画面の名前、索引で
整列されたヘルプが表示されます。この画面で必要な項目のヘルプを見つけるか、上部の Search
タブで検索します。

• Help for Current Screen：その時点で開いている画面、パネル、ダイアログボックスの文脈依存
ヘルプが開きます。また、「?」マークのヘルプ アイコンをクリックして文脈依存ヘルプを表示
することもできます。

• Release Notes：Web サイトから最新バージョンの『Cisco ASDM Release Notes』を開きます。 リ
リース ノートには、ASDM のソフトウェアとハードウェア要件の最新情報、およびソフトウェ
ア変更に関する最新情報が記載されています。

• Getting Started：スタートアップ ガイドのヘルプ項目が表示され、ASDM の使用をすぐに開始
できます。

• Glossary：用語および略語の定義が記載されています。

• Feature Matrix：Web サイトから最新バージョンの『Cisco ASDM Release Notes』を開きます。最
新のライセンス情報が記載されています。

• Feature Search：ASDM の機能を検索できます。各パネルのタイトルをすべて検索して一致項目
を表示します。ハイパーリンクをクリックすると、パネルがただちに表示されます。検索され

た異なる 2 種類のパネルをすばやく切り換えるには、Back または Forward ボタンをクリックし
ます。 ASDM のツールバーにある Search アイコンをクリックすることもできます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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• How do I?：ASDM Assistant が開いて、Cisco.com からダウンロード可能なコンテンツを検索で
きます。特定のタスクの実行に関する詳細が分かります。

• Legend：ASDM にあるアイコンとそれらの機能を説明したリストを表示します。

• About Cisco Platform：セキュリティ アプライアンスに関するさまざまな情報を一覧表示します。
ソフトウェア バージョン、ハードウェア構成、スタートアップ時にロードされるコンフィギュ
レーション ファイルやソフトウェア イメージなどが含まれます。 これらはトラブルシュー
ティングの際に役立つ情報です。 

• About Cisco ASDM 5.2：ASDM に関する情報を表示します。ASDM ソフトウェア バージョン、
ホスト名、特権レベル、オペレーティング システム、ブラウザのタイプ、Java のバージョンな
どが含まれます。

ツールバー

ツールバーは ASDM ウィンドウ上部のメニュー項目の下にあり、ここからホームページ、コンフィ
ギュレーション ページ、モニタリング ページにアクセスできます。また、マルチコンテキスト モー
ドでシステムとセキュリティ コンテキストを選択したり、ナビゲーションなどよく使用する機能を
実行したりできます。

• System/Contexts：下矢印をクリックすると左側のペインにコンテキストのリストが開いて表示
され、上矢印をクリックするとコンテキストのドロップダウン リストが元に戻ります。リスト
が展開されているときに左向き矢印をクリックすると、ペイン全体は左側に折りたたまれま

す。右向き矢印をクリックすると、ペインが元に戻ります。システムを管理するには、リスト

から System を選択します。コンテキストを管理するには、リストから該当するコンテキストを
選択します。

• Home：ホームページを表示します。インターフェイスのステータス、実行中のバージョン、ラ
イセンス情報、パフォーマンスなど、セキュリティ アプライアンスの重要な情報を一目で確認
できます。詳細については、「ホームページ」を参照してください。 マルチモードの場合、シス
テムのホームページはありません。

• Configuration：セキュリティ アプライアンスを設定します。左側のペインで、設定する機能の
ボタンをクリックします。

• Monitoring：セキュリティ アプライアンスを監視します。左側のペインで、監視する機能のボ
タンをクリックします。

• Back：直前に表示した ASDM パネルに戻ります。

• Forward：直前に表示した ASDM パネルに進みます。

• Search：ASDM の機能を検索できます。各パネルのタイトルをすべて検索して一致項目を表示
します。ハイパーリンクをクリックすると、パネルがただちに表示されます。検索された異な

る 2 種類のパネルをすばやく切り換えるには、Back または Forward をクリックします。

• Refresh：選択すると、現在の実行コンフィギュレーションで ASDM をリフレッシュします。監
視中のグラフはリフレッシュされません。

• Save：実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションとして保存しま
す。書き込みアクセスが禁止されているコンテキストの場合（HTTP にあるなど）、実行コン
フィギュレーションは保存されません。

• Help：その時点で表示されている画面の文脈依存ヘルプを開きます。
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ステータスバー

ステータスバーは ASDM ウィンドウの下部に表示されます。ステータスバーの左から右に、次の
ようなエリアが表示されます。

• Status：コンフィギュレーションのステータスが、「Device configuration loaded successfully」のよ
うに表示されます。

• User Name：ASDM を使用しているユーザの名前が表示されます。ユーザ名なしでログインす
るとユーザ名は「admin」になります。

• User Privilege：ASDM を使用しているユーザの権限レベルが表示されます。

• Commands Ignored by ASDM：アイコンをクリックすると、ASDMで実行されなかったコンフィ
ギュレーションのコマンドのリストが表示されます。これらのコマンドはコンフィギュレー

ションから削除されません。詳細については、「Show Commands Ignored by ASDM on Device」を
参照してください。

• Status of Connection to Device：ASDM とセキュリティ アプライアンスの接続ステータスを表示
します。詳細については、「Connection to Device」を参照してください。

• Save to Flash Needed：ASDM のコンフィギュレーションを変更したが、実行コンフィギュレー
ションをスタートアップ コンフィギュレーションとして保存していないことを示します。

• Refresh Needed：セキュリティ アプライアンスのコンフィギュレーションが変更された場合、
ASDM のコンフィギュレーションをセキュリティ アプライアンスからリフレッシュする必要
があるかどうかを示します。コンフィギュレーションを CLI で変更したような場合です。

• SSL Secure：ASDM への接続に SSL を使用し、安全であることを示します。

• Time：セキュリティ アプライアンスのスイッチで設定された時刻を示します。

Connection to Device

Status Bar > Status of Connection to Device icon > Connection to Device

ASDM はセキュリティ アプライアンスとの接続を常に保ち、最新のモニタリング データおよび
ホームページ データを表示します。このダイアログボックスに接続ステータスが表示されます。コ
ンフィギュレーションを変更する場合、変更している間 ASDM は接続をもう一つ開き、変更が終
わるとその接続を閉じます。 その場合の接続はこのダイアログボックスに表示されません。

パネル共通のボタン

ほとんどの ASDM パネルで使用できるボタンを次に示します。

• Apply：ASDM で加えた変更データをセキュリティ アプライアンスに送信し、実行コンフィギュ
レーションに適用します。Save をクリックすると、実行コンフィギュレーションのコピーがフ
ラッシュ メモリに書き込まれます。 File メニューでは、実行コンフィギュレーションのコピー
をフラッシュ メモリ、TFTP サーバ、フェールオーバー スタンバイ装置に書き込むことができ
ます。 

• Reset：変更データを無効にして、変更前、または Refresh や Apply を最後にクリックした時点
の表示情報に戻します。Reset したら Refresh を実行し、現在の実行コンフィギュレーション
データが表示されることを確認してください。 

• Cancel：変更を無効にして、直前のパネルに戻ります。

• Help：選択したパネルのヘルプを表示します。
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ヘルプ ウィンドウについて
ここでは、次の項目について説明します。

• ヘッダー ボタン

• 注意

ヘッダー ボタン
ヘッダー ボタンを使用すると、ヘルプをナビゲーションして目的の項目を探し出せます。

• About ASDM：ASDM に関する情報を表示します。

• Search：ヘルプ項目を検索します。

• Using Help：オンライン ヘルプの活用方法を説明します。

• Glossary：ASDM およびネットワークの用語集を表示します。

左側のペインのタブ：オンライン ヘルプのナビゲーションを容易にします。

• Contents：目次を表示します。

• Screens：ヘルプ ファイルを画面の名前ごとに表示します。

• Index：ASDM のオンライン ヘルプにあるヘルプ項目の索引を表示します。

右側のペインのヘルプ項目：選択した項目のヘルプを表示します。

注意

ヘルプをアプレット モードで起動したときヘルプ ページを表示中のウィンドウがあれば、同じブ
ラウザのウィンドウ上に次のヘルプ ページを表示します。ヘルプ ページを表示中のウィンドウが
なければ、新規のブラウザ ウィンドウに表示します。

Netscape がデフォルト ブラウザの場合、ヘルプをアプリケーション モードで起動すると、ヘルプ
を起動するたびに新規のブラウザ ウィンドウが開いてヘルプ ページが表示されます。IE がデフォ
ルト ブラウザの場合、ユーザの設定により、ヘルプ ページが直前に使用していたウィンドウに表
示される場合と、新しいウィンドウが開いて表示される場合があります。 表示方法を IE に設定する
には、オプションの Tools > Internet Options > Advanced > Reuse window でショートカットを実行し
ます。
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ホームページ

ASDM の Home ペインからセキュリティ アプライアンスの重要な情報を一目で確認できます。SSM
をセキュリティ アプライアンスにインストールしている場合は、ホームページにタブが追加されま
す。追加されたタブをクリックすると、SSM のソフトウェアに関するステータス情報を表示できま
す。

この領域の設定の詳細については、次を参照してください。

• Home

• Home > Content Security タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Home
Home

ASDM の Home ペインから、インターフェイスのステータス、実行中のバージョン、ライセンス情
報、パフォーマンスなど、セキュリティ アプライアンスの重要な情報を一目で確認できます。

ASDM のホームページに表示される詳細のほとんどは、ASDM の実行中に他の場所から確認できま
すが、Home ペインではセキュリティ アプライアンスの実行状態をすぐに確認できるので便利です。
Home ペインのステータス情報は 10 秒ごとに更新されます。

フィールド

• Device Information：デバイス情報を表示するタブが 2 つあります。

－ General：次の情報が表示されます。

Host Name：表示のみ。セキュリティ アプライアンスのホスト名を示します。ホスト名の
設定方法については、「Device」を参照してください。

Platform Version：表示のみ。セキュリティ アプライアンス ソフトウェアのバージョンを示
します。

Device Uptime：表示のみ。セキュリティ アプライアンスの実行経過時間を示します。
ASDM Version：表示のみ。ASDM のバージョンを示します。
Device Type：表示のみ。セキュリティ アプライアンスのモデルを示します。
Firewall Mode：表示のみ。ファイアウォール モードを示します。「ルーテッド」または「透
過」です。詳細については、「ファイアウォール モードの概要」を参照してください。
Context Mode：表示のみ。コンテキスト モードを示します。「シングル」または「マルチ」
です。詳細については、「セキュリティ コンテキストの概要」を参照してください。
Total Flash：表示のみ。フラッシュ メモリの全体容量、内部フラッシュ メモリと外部フラッ
シュ メモリ カード（使用できる場合）の合計サイズを MB 単位で表示します。
Total Memory：表示のみ。RAM の全体の容量を示します。

－ License：表示のみ。セキュリティ アプライアンスでライセンスされた機能のサポート レ
ベルを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• VPN Status：ルーテッド、シングルモードの場合のみ。次の情報が表示されます。

－ IKE Tunnels：表示のみ。接続されている IKE トンネル数を示します。

－ IPSec Tunnels：表示のみ。接続されている IPSec トンネル数を示します。

• System Resources Status：CPU およびメモリの使用状況に関する次の統計値を示します。

－ CPU：表示のみ。現在の CPU 使用率を示します。

－ CPU Usage (percent)：表示のみ。 直前 5 分間の CPU 使用状況を示します。

－ Memory：表示のみ。現在のメモリ使用サイズを MB 単位で示します。

－ Memory Usage (MB)：表示のみ。直前 5 分間のメモリ使用状況を MB 単位で示します。

• Interface Status：インターフェイスごとにステータスが表示されます。インターフェイスの行を
選択すると、入力と出力が Kbps でテーブルの下に表示されます。

－ Interface：表示のみ。インターフェイス名を示します。

－ IP Address/Mask：表示のみ。ルーテッド モードのみです。インターフェイスの IP アドレス
とサブネット マスクを示します。 

－ Line：表示のみ。インターフェイスの管理ステータスを示します。アイコンが赤の場合は
回線がダウン、緑の場合は回線がアップしています。

－ Link：表示のみ。インターフェイスのリンク ステータスを示します。アイコンが赤の場合
はリンクがダウン、緑の場合はリンクがアップしています。

－ Current Kbps：表示のみ。現在のインターフェイス 通過速度を Kbps で示します。

• Traffic Status：インターフェイス全体の接続数 / 秒と、最も遅いセキュリティ インターフェイ
スのトラフィック スループットのグラフを示します。

－ Connections per Second Usage：表示のみ。直前 5 分間の UDP および TCP の接続数 /秒を示
します。グラフには、現在の接続数が UDP と TCP のタイプごとに表示され、また合計値
も表示されます。

－ Name Interface Traffic Usage (Kbps)：表示のみ。最も低いセキュリティ インターフェイスの
トラフィック スループットを示します。同じレベルのインターフェイスが複数ある場合、
ASDM にはアルファベット順で先頭のインターフェイスが表示されます。グラフには、現
在のスループットが入力 Kbps と出力 Kbps のタイプごとに表示されます。

• Latest ASDM Syslog Messages：セキュリティ アプライアンスから直前に出力されたシステム
メッセージです。

－ Stop Message Display：ASDM のロギングを停止します。

－ Resume Message Display：ASDM のロギングを再開します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Home > Content Security タブ
Home > Content Security

Content Security タブから、CSC（Content Security and Control）SSM に関する重要な情報を確認でき
ます。 このパネルは、CSC SSM をセキュリティ アプライアンスにインストールしないと表示でき
ません。

CSC SSM の概要については、「CSC SSMについて」を参照してください。

（注） Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup の Setup Wizard を実行しないと、Home >
Content Security でこのパネルにアクセスできません。代わりにダイアログボックスが表示され、
Home > Content Security から Setup Wizard に直接アクセスできます。

フィールド

• Device Information：次の情報が表示されます。

Model：セキュリティ アプライアンスにインストールされている SSM のタイプです。
Mgmt IP：CSC SSM の管理インターフェイスの IP アドレスを示します。
Version：CSC SSM のソフトウェア バージョンを示します。
Last Update：Trend Micro のソフトウェアを前回更新した日付を示します。
Daily Node #：過去 24 時間の間に CSC SSM のサービス対象になったネットワーク デバイ
ス数を示します。ASDM によって深夜 0 時に更新されます。
Base License：アンチウイルス、アンチスパイウェア、FTP ファイル ブロッキング機能など
CSC SSM の基本機能に関するライセンス ステータスを表示します。ライセンス有効期限
の日付が表示されます。ライセンスの有効期限が過ぎている場合は、終了日が表示されま
す。ライセンスが設定されていない場合、このフィールドには「Not Available」と表示さ
れます。

Plus License：アンチスパム、アンチフィッシング、電子メール コンテンツ フィルタリン
グ、URL のブロックキングやフィルタリングなど、CSC SSM の高度な機能に関するライ
センス ステータスが表示されます。ライセンス有効期限の日付が表示されます。ライセン
スの有効期限が過ぎている場合は、終了日が表示されます。ライセンスが設定されていな
い場合、このフィールドには「Not Available」と表示されます。
Licensed Nodes：CSC SSM がライセンスによってサービス提供可能なネットワーク デバイ
スの最大数を示します。

• System Resources Status：CSC SSM の CPU およびメモリの使用状況に関する次の統計値を示し
ます。

－ CPU：現在の CPU 使用率を示します。

－ CSC SSM CPU Usage (percent)：直前 5 分間の CPU 使用状況を示します。

－ Memory：現在のメモリ使用サイズを MB 単位で示します。

－ CSC SSM Memory Usage (MB)：直前 5 分間のメモリ使用状況を MB 単位で示します。

• Threat Summary：CSC SSM が検出した脅威に関する集約データを示します。

－ Threat Type：ウイルス、スパイウェア、フィルタ処理された URL、ブロックされた URL の
4 つのタイプの脅威を示します。

－ Today：過去 24 時間に検出された脅威の数が、脅威タイプごとに表示されます。

－ Last 7 Days：過去 7 日間に検出された脅威の数が、脅威タイプごとに表示されます。

－ Last 30 Days：過去 30 日間に検出された脅威の数が、脅威のタイプごとに表示されます。
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• Email Scan：スキャンされた電子メール数と、検出されたウイルスやスパイウェアをグラフに
表示します。

－ Email Scanned Count：スキャンされた電子メール数です。電子メール プロトコル（SMTP
または POP3）で区分したグラフと、両方のプロトコルを合計したグラフで表示されます。
グラフのデータは 10 秒間隔で表示されます。

－ Email Virus and Spyware：電子メール スキャンで検出されたウイルスと電子メールの数で
す。グラフは脅威のタイプ（ウイルス または スパイウェア）で区分して表示されます。グ
ラフのデータは 10 秒間隔で表示されます。

• Latest CSC Security Events：CSC SSM から取得したセキュリティ イベント メッセージをリアル
タイムで表示します。

－ Time：イベントの発生時刻を表示します。

－ Source：脅威が検出された IP アドレスまたはホスト名を表示します。

－ Threat/Filter：イベントをトリガーした脅威のタイプを表示します。URL フィルタ イベント
の場合はフィルタが表示されます。

－ Subject/File/URL：脅威を含む電子メールの件名、脅威またはブロックされた URL、フィル
タ処理された URL を含む FTP ファイル名を表示します。

－ Receiver/Host：脅威を含む電子メールの受信者、または脅威が検出されたノードの IP アド
レスやホスト名を表示します。

－ Sender：脅威を含む電子メールの送信者を表示します。

－ Content Action：メッセージやファイルのコンテンツの対処の結果を示します。コンテンツ
を変更せずに配信、添付ファイルを削除、添付ファイルを検疫してから配信、などです。

－ Msg Action：メッセージの対処の結果を示します。メッセージを変更せずに配信、添付ファ
イルを削除してからメッセージを配信、メッセージの配信を停止、などです。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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2

始める前に

ここでは、次の項目について説明します。

• 工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーション

• ASDM アクセスに対するセキュリティ アプライアンスの設定

• CLI による透過ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォール モードの設定

• ASDM ランチャのダウンロード

• ASDM の起動

• History Metrics

• コンフィギュレーションの概要
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工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーション
工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションは、シスコが新しいセキュリティ アプライアン
スに適用するコンフィギュレーションです。工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションは、
PIX 525 および PIX 535 セキュリティ アプライアンスを除くすべてのモデルでサポートされていま
す。

PIX 515/515E および ASA 5510 以降のセキュリティ アプライアンスの場合、ASDM を使用してこれ
に接続できるように、工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションにより管理用のインター
フェイスが設定されます。この設定により、コンフィギュレーションを完了することができます。

ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスの場合、すぐにセキュリティ アプライアンスがネッ
トワークで利用できるように、工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションによりインター
フェイスおよび NAT が設定されます。

工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションは、ルーテッド ファイアウォール モードおよび
シングルコンテキスト モードでのみ利用可能です。マルチコンテキスト モードの詳細については、
「セキュリティ コンテキストの設定」を参照してください。ルーテッド ファイアウォール モードと
透過ファイアウォール モードの詳細については、「ファイアウォール モードの概要」を参照してく
ださい。

ここでは、次の項目について説明します。

• 工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションの復元（P.2-2）

• ASA 5505 デフォルト コンフィギュレーション（P.2-3）

• ASA 5510 以降のデフォルト コンフィギュレーション（P.2-5）

• PIX 515/515E のデフォルト コンフィギュレーション（P.2-5）

工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションの復元
工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションを復元するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 File > Reset Device to the Factory Default Configuration の順に選択します。

ステップ 2 デフォルトの IP アドレスを変更して、使用する IP アドレスを指定するには、<default interface> の
Use this address チェックボックスをオンにします。<name> チェックボックスに名前が表示されて
います。

ステップ 3 Management IP Address フィールドに新しい IP アドレスを入力します。

ステップ 4 Management Mask フィールドに新しいサブネット マスクを入力します。

ステップ 5 OK をクリックします。

ip_address を指定する場合、デフォルト IP アドレスの 198.168.1.1 を使用するのではなく、ご使用の
モデルに応じた内部または管理インターフェイスの IP アドレスを設定してください。http は、指
定されたサブセットを使用します。同様に、dhcpd address コマンドの処理範囲は、指定されたサ
ブセット内のアドレスで構成されます。



第 2章      始める前に
工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーション

2-3
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションの復元後、write memory コマンドで内部フラッ
シュ メモリにこれを保存します。write memory コマンドは、実行中のコンフィギュレーションを
スタートアップ コンフィギュレーションのデフォルトの場所に保存します。別の場所を設定するた
めに boot config コマンドを事前に設定した場合でも同様です。コンフィギュレーションをクリアし
た場合、このパスもクリアされます。

（注） また、このコマンドは、boot system コマンドが存在する場合、コンフィギュレーションの残りの
部分とともにこのコマンドをクリアします。boot system コマンドを使用すると、外部フラッシュ
メモリ カード上のイメージなど、特定のイメージからブートすることができます。工場出荷時の
デフォルト コンフィギュレーションの復元後に、セキュリティ アプライアンスをリロードすると、
内部フラッシュ メモリの最初のイメージからブートします。内部フラッシュ メモリにイメージが
ない場合、セキュリティ アプライアンスはブートしません。

フル コンフィギュレーションに役立つ補助的な設定を行うには、 setup コマンドを参照してくださ
い。

ASA 5505 デフォルト コンフィギュレーション
ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスの工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーション
は、次のように設定されています。

• Ethernet 0/1 ～ 0/7 スイッチ ポートを含む内部 VLAN 1 インターフェイス。
configure factory-default コマンドに IP アドレスを 設定していない場合、VLAN 1 IP アドレス
とマスクは 192.168.1.1 と 255.255.255.0 です。

• Ethernet 0/0 スイッチ ポートを含む外部 VLAN 2 インターフェイス。VLAN 2 は DHCP を使用し
てその IP アドレスを取得します。

• デフォルト ルートも DHCP から取得されます。

• すべての内部 IP アドレスは、インターフェイス PAT を使用して外部アクセスを行うときに変
換されます。

• デフォルトでは、内部ユーザはアクセスリストを使用して外部にアクセスでき、外部ユーザは

内部にアクセスできません。

• DHCP サーバはセキュリティ アプライアンス上でイネーブルになっているので、VLAN 1 イン
ターフェイスに接続している PC は 192.168.1.2 と 192.168.1.254 間のアドレスを受信します。

• HTTP サーバは ASDM に対してイネーブルになっており、192.168.1.0 ネットワーク上でユーザ
にアクセスできます。
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このコンフィギュレーションは、次のコマンドで構成されています。

interface Ethernet 0/0
switchport access vlan 2
no shutdown

interface Ethernet 0/1
switchport access vlan 1
no shutdown

interface Ethernet 0/2
switchport access vlan 1
no shutdown

interface Ethernet 0/3
switchport access vlan 1
no shutdown

interface Ethernet 0/4
switchport access vlan 1
no shutdown

interface Ethernet 0/5
switchport access vlan 1
no shutdown

interface Ethernet 0/6
switchport access vlan 1
no shutdown

interface Ethernet 0/7
switchport access vlan 1
no shutdown

interface vlan2
nameif outside
no shutdown
ip address dhcp setroute

interface vlan1
nameif inside
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
security-level 100
no shutdown

global (outside) 1 interface
nat (inside) 1 0 0
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 inside
dhcpd auto_config outside
dhcpd enable inside
logging asdm informational
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ASA 5510 以降のデフォルト コンフィギュレーション
ASA 5510 以降の適応型セキュリティ アプライアンスの工場出荷時のデフォルト コンフィギュレー
ションは、次のように設定されています。

• 管理インターフェイスは Management 0/0 です。configure factory-default コマンドに IP アドレ
スを設定していない場合は、IP アドレスとマスクは 192.168.1.1 と 255.255.255.0 です。

• DHCP サーバはセキュリティ アプライアンス上でイネーブルになっているので、インターフェ
イスに接続している PC は 192.168.1.2 と 192.168.1.254 間のアドレスを受信します。

• HTTP サーバは ASDM に対してイネーブルになっており、192.168.1.0 ネットワーク上でユーザ
にアクセスできます。

このコンフィギュレーションは、次のコマンドで構成されています。

interface management 0/0
   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
   nameif management
   security-level 100

no shutdown
asdm logging informational 100
asdm history enable
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd enable management

PIX 515/515E のデフォルト コンフィギュレーション
PIX 515/515E セキュリティ アプライアンスの工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションは、
次のように設定されています。

• 内部 Ethernet1 インターフェイス。configure factory-default コマンドに IP アドレスを設定して
いない場合は、IP アドレスとマスクは 192.168.1.1 と 255.255.255.0 です。

• DHCP サーバはセキュリティ アプライアンス上でイネーブルになっているので、インターフェ
イスに接続している PC は 192.168.1.2 と 192.168.1.254 間のアドレスを受信します。

• HTTP サーバは ASDM に対してイネーブルになっており、192.168.1.0 ネットワーク上でユーザ
にアクセスできます。

このコンフィギュレーションは、次のコマンドで構成されています。

interface ethernet 1
   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
   nameif management
   security-level 100

no shutdown
asdm logging informational 100
asdm history enable
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd enable management



第 2章      始める前に
ASDM アクセスに対するセキュリティ アプライアンスの設定

2-6
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

ASDM アクセスに対するセキュリティ アプライアンスの設定
コマンドライン インターフェイスの代わりに、ASDM を使用してセキュリティ アプライアンスを
設定する場合、デフォルトの管理アドレス 192.168.1.1 に接続することができます（セキュリティ
アプライアンスが工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションの状態にある場合。P.2-2 の「工
場出荷時のデフォルト コンフィギュレーション」を参照してください）。ASA 5510 以降の適応型セ
キュリティ アプライアンスでは、ASDM で接続するインターフェイスは Management 0/0 です。ASA
5505 適応型セキュリティ アプライアンスでは、ASDM で接続するスイッチ ポートは Ethernet 0/0 以
外の任意のポートです。PIX 515/515E セキュリティ アプライアンスでは、ASDM で接続するイン
ターフェイスは Ethernet 1 です。

工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションになっていない場合は、『Cisco Security Appliance
Command Line Configuration Guide』の手順でコマンドライン インターフェイスにアクセスします。
そこで、setup コマンドを入力すると、ASDM にアクセスするための最小限のパラメータが設定で
きます。
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CLI による透過ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォー
ル モードの設定

セキュリティ アプライアンスは、ルーテッド ファイアウォール モード（デフォルト）または透過
ファイアウォール モードで動作するように設定できます。ファイアウォール モードの詳細につい
ては、「ファイアウォール モードの概要」を参照してください。

マルチコンテキスト モードでは、すべてのコンテキストで 1 つのファイアウォール モードしか使
用できません。モードの設定は、システム実行スペースで行う必要があります。

モードを変更すると、セキュリティ アプライアンスはコンフィギュレーションをクリアします。こ
れは、多くのコマンドが両方のモードでサポートされていないためです。すでに実装済みのコン

フィギュレーションがある場合は、モードを変更する前に必ずコンフィギュレーションのバック

アップを作成してください。新しくコンフィギュレーションを作成するときにこのバックアップを

参照する場合があります。マルチコンテキスト モードの場合は、システム コンフィギュレーショ
ンが消去されます。このアクションでは、実行中のコンテキストが削除されます。その後、別の

モード用に作成された既存のコンフィギュレーションを持つコンテキストを再度追加しても、コン

テキスト コンフィギュレーションは正常に動作しません。再度追加する前に、コンテキスト コン
フィギュレーションを正しいモード用に作成するか、新規のコンフィギュレーション用の新しいパ

スを指定して、コンテキストを新たに追加してください。

firewall transparent コマンドでモードを変更するセキュリティ アプライアンスにテキスト コンフィ
ギュレーションをダウンロードする場合は、必ずこのコマンドをコンフィギュレーションの最上部

に置いてください。これによって、セキュリティ アプライアンスは、このコマンドを読み取り次第
すぐにモードを変更し、その後は、ダウンロードしたコンフィギュレーションの読み取りを続けま

す。このコマンドがコンフィギュレーションの後ろの方にあると、セキュリティ アプライアンスは
それ以前に記述されているコンフィギュレーションの行をすべてクリアします。

ファイアウォール モードを設定するには、次の手順を実行します。マルチコンテキスト モードの
場合は、システム実行スペースで実行します。

ステップ 1 次のいずれかのコマンドで、シングルコンテキスト モードまたはマルチモードのシステム コン
フィギュレーションから、スタートアップ コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレー
ションを外部サーバやローカル フラッシュ メモリにコピーできます。コンフィギュレーションを
バックアップしておくと、新しいコンフィギュレーションを作成するときに参照できます。

• TFTP サーバにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy {startup-config | running-config} tftp://server[/path]/filename

• FTP サーバにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy {startup-config | running-config} 
ftp://[user[:password]@]server[/path]/filename

• ローカルのフラッシュ メモリにコピーするには、次のコマンドを入力します。
hostname# copy {startup-config | running-config} {flash:/ | disk0:/ | 
disk1:/}[path/]filename

宛先のディレクトリが存在することを確認してください。存在しない場合は、最初に、mkdir
コマンドを使用してディレクトリを作成します。
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ステップ 2 モードを変更するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

• 透過モードに設定するには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# firewall transparent

このコマンドは、情報提供のためだけに各コンテキスト コンフィギュレーションにも表示され
るため、このコマンドをコンテキストに入力することはできません。

• ルーテッド モードに設定するには、次のコマンドを入力します。
hostname(config)# no firewall transparent

ASDM ランチャのダウンロード
ASDM ランチャは Windows 専用です。ASDM ランチャは、ASDM を Java アプレットとして実行す
る改良点の 1 つです。重複する認証と証明書ダイアログボックスがなくなり、起動が高速化して、
入力済みの IP アドレスとユーザ名をキャッシュします。

ASDM ランチャをダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 セキュリティ アプライアンスのネットワークでサポートされている Web ブラウザで、次の URL を
入力します。

https://interface_ip_address

透過ファイアウォール モードでは、管理 IP アドレスを入力します。

（注） 必ず https を入力してください。http ではありません。

ステップ 2 すべてのプロンプトで OK  または Yes をクリックします。名前とパスワードのプロンプトでも同
様です。デフォルトでは、名前とパスワードは空白にします。

表示されるページに次のボタンがあります。

• Download ASDM Launcher and Start ASDM

• Run ASDM as a Java Applet

ステップ 3 Download ASDM Launcher and Start ASDM をクリックします。

インストーラが PC にダウンロードされます。

ステップ 4 インストーラを実行して ASDM ランチャをインストールします。
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ASDM の起動
この項では、ASDM を起動する方法について説明します。起動するには次の方法があります。

• ASDM ランチャによる ASDM の起動（P.2-9）

• デモ モードでの ASDM の使用（P.2-9）

• Web ブラウザによる ASDM の起動（P.2-11）

ASDM ランチャによる ASDM の起動
ASDM ランチャは Windows 専用です。

ASDM ランチャから ASDM を起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップ上の Cisco ASDM Launcher のショートカットをダブルクリックするか、または、Start
メニューから起動します。

ステップ 2 セキュリティ アプライアンスの IP アドレスまたはホスト名、ユーザ名、パスワードを入力して OK
をクリックします。

新しいバージョンの ASDM がセキュリティ アプライアンスにあれば ASDM ランチャが自動的にダ
ウンロードされ、ASDM を起動します。

デモ モードでの ASDM の使用
ASDM デモ モードは、Windows で実行される別のアプリケーションとして使用できます。ASDM
ランチャとあらかじめパッケージされているコンフィギュレーション ファイルを使用して、実デバ
イスを使用せずに ASDM を実行できます。ASDM デモ モードでは次のようなことができます。

• 実デバイス接続時と同じように、ASDM からコンフィギュレーションを実行して監視タスクを
選択。

• ASDM インターフェイスによる ASDM またはセキュリティ アプライアンス機能のデモ。

• Content Security and Control SSM（CSC SSM）使用時のコンフィギュレーションおよび監視タス
クの実行。

ASDM デモ モードは、リアルタイムのシステム ログ メッセージを含む監視結果のシミュレーショ
ンを提供します。表示データはランダムに生成されますが、実デバイスに接続しているような体験

ができます。

ASDM デモ モードでは、次の制限事項があります。

• コンフィギュレーション変更は GUI に表示されますが、コンフィギュレーション ファイルに
は適用されません。したがって、Refresh ボタンをクリックすると元のコンフィギュレーション
に戻ります。変更はコンフィギュレーション ファイルに保存されません。

• ファイルとディスクの操作はサポートされていません。 

• 監視データとログ データはシミュレーション結果です。履歴モニタリング データは使用でき
ません。

• admin ユーザのみログインできます。つまり、monitor-only または read-only ユーザでログイン
できません。
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• デモ モードでは、次の機能はサポートされていません。

－ File メニュー

Save Running Configuration to Flash

Save Running Configuration to TFTP Server
Save Running Configuration to Standby Unit
Save Internal Log Buffer to Flash
Clear Internal Log Buffer

－ Tools メニュー

Command Line Interface
Ping
File Management
Update Image
File Transfer
Upload image from Local PC

System Reload
－ Toolbar/Status bar > Save

－ Configuration > Interface > Edit Interface > Renew DHCP Lease

－ Failover：スタンバイ デバイスの設定

• 次の操作を実行すると、コンフィギュレーションの再読み込みが行われ、結果として元のコン

フィギュレーションに戻ります。

－ コンテキストの切り換え

－ Interface パネルの変更

－ NAT パネルの変更

－ Clock パネルの変更

ASDM のデモ モードを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デモ モード アプリケーションがインストールされていない場合、次の手順を実行します。

a. ASDM デモ モードのインストーラを、http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cat6000-fwsm か
らダウンロードします。

ファイル名は asdm-version-demo.msi です。

b. インストーラをダブルクリックして、ソフトウェアをインストールします。

ステップ 2 デスクトップ上の Cisco ASDM Launcher のショートカットをダブルクリックするか、または、Start
メニューから起動します。

ステップ 3 Run in Demo Mode チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 プラットフォーム、コンテキスト モード、ファイアウォール モード、ASDM バージョンを設定す
るには、Demo ボタンをクリックして、Demo Mode エリアから選択します。

ステップ 5 更新された ASDM イメージを使用する場合は、最新のインストーラをダウンロードするか、また
は通常の ASDM イメージをダウンロードしてからデモ モードにインストールします。 

a. イメージは http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cat6000-fwsm からダウンロードできます。

ファイル名は asdm-version.bin です。
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b. Demo Mode エリアで Install ASDM Image をクリックします。

ファイル ブラウザが表示されます。ブラウザで ASDM イメージ ファイルを検索します。

ステップ 6 OK をクリックして、ASDM デモ モードを起動します。

ウィンドウのタイトルバーに Demo Mode のラベルが表示されます。

Web ブラウザによる ASDM の起動
Web ブラウザから ASDM を起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 セキュリティ アプライアンスのネットワークでサポートされている Web ブラウザで、次の URL を
入力します。

https://interface_ip_address

透過ファイアウォール モードでは、管理 IP アドレスを入力します。

（注） 必ず https を入力してください。http ではありません。

ステップ 2 すべてのブラウザのプロンプトで OK  または Yes をクリックします。名前とパスワードのプロン
プトでも同様です。 デフォルトでは、名前とパスワードは空白にします。

表示されるページに次のボタンがあります。

• Download ASDM Launcher and Start ASDM

• Run ASDM as a Java Applet

ステップ 3 Run ASDM as a Java Applet をクリックします。

ステップ 4 すべての Java プロンプトで OK  または Yes をクリックします。名前とパスワードのプロンプトで
も同様です。 デフォルトでは、名前とパスワードは空白にします。
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History Metrics
Configuration > Properties > History Metrics

History Metrics ペインで、セキュリティ アプライアンスを設定してさまざまな統計情報の履歴を保
存し、ASDM を使用して Graph/Table で表示できます。履歴メトリックをイネーブルにしない場合、
監視できるのはリアルタイムの統計情報だけです。履歴メトリックをイネーブルにすると、直前の

10 分間、60 分間、12 時間、5 日間の統計グラフを表示できます。

フィールド

• ASDM History Metrics：履歴メトリックをイネーブルにします。このチェックボックスをオフに
すると、履歴メトリックはクリアされ、ディセーブルになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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コンフィギュレーションの概要

セキュリティ アプライアンスを設定および監視するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 初期コンフィギュレーションには Startup Wizard を使用します。Wizards > Startup Wizard の順にク
リックします。

ステップ 2 VPN 接続を設定するには VPN Wizard を使用します。Wizards > VPN Wizard の順にクリックし、表
示される画面に入力します。 

ステップ 3 高度な機能を設定するには、ツールバーの Configuration ボタンをクリックし、機能のボタンをク
リックします。次のような機能があります。

• インターフェイスの設定：IP アドレス、名前、セキュリティ レベルなどのインターフェイスの
基本パラメータを設定します。透過モードでは、ブリッジ グループのパラメータも設定できま
す。

• セキュリティ ポリシー：アクセス ルール、AAA ルール、フィルタ ルール、サービス ポリシー
ルールがあります。

－ Access Rules：セキュリティ アプライアンスを通過する IP トラフィックを許可または拒否
します。透過ファイアウォール モードでは、非 IP トラフィックを許可するための EtherType
アクセスリストも適用できます。

－ Ethertype Rules（透過モード専用）：セキュリティ アプライアンスを通過する IP トラフィッ
ク以外を許可または拒否します。

－ AAA Rules：HTTP など特定のタイプのトラフィックに対して、認証と認可のいずれかまた
は両方を要求します。セキュリティ アプライアンスは、RADIUS サーバまたは TACACS+
サーバにアカウンティング情報を送信することもあります。

－ Filter Rules：特定のウェブサイトまたは FTP サーバへの発信アクセスを禁止します。セキュ
リティ アプライアンスは、Websense Enterprise または Sentian を N2H2 で実行する別のサー
バと連携して動作します。URL フィルタリング サーバを設定するには、Configuration >
Properties > URL Filtering を参照します。ルールを追加するには、まず設定が必要です。

－ Service Policy Rules：アプリケーション検査、接続の制限、TCP 正規化を適用します。検査
エンジンは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込むサービスや、
ダイナミックに割り当てられるポート上でセカンダリ チャネルを開くサービスに必要で
す。これらのプロトコルは、セキュリティ アプライアンスが詳細なパケット検査を行うこ
とを要求します。TCP 接続、UDP 接続、および初期接続を制限することもできます。接続
と初期接続の数を制限することで、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）から保護されます。初
期接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求の

ことです。TCP 正規化は、正常に見えないパケットをドロップします。

• NAT：保護されたネットワークで使用するアドレスをパブリック インターネットで使用するア
ドレスに変換します。これによって、プライベート アドレスを内部ネットワークで使用できま
す。プライベート アドレスは、インターネットにルーティングできません。

• VPN：VPN 接続を設定します。

－ VPN Wizard：VPN ウィザードを実行します。

－ 電子メール プロキシ：電子メール プロキシを設定します。電子メール プロキシを設定す
ると、リモート電子メール機能を WebVPN ユーザに拡張できます。

－ 一般的な VPN 設定：VPN コンフィギュレーションの一般的なパラメータを設定します。

－ IKE：IKE は ISAKMP とも呼ばれ、2 台のホストで IPSec セキュリティ アソシエーション
の構築方法を一致させるためのネゴシエーション プロトコルです。

－ IP アドレス管理：クライアントが VPN トンネルから接続した場合、接続後にクライアン
トの IP アドレスを設定します。

－ IPSec：VPN トンネルの IPSec プロトコルを設定します。
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－ Load Balancing：VPN 接続のロードバランシングを設定します。

－ WebVPN：WebVPN を設定します。WebVPN によってユーザは、ブラウザを使用してセキュ
リティ アプライアンスへのセキュアなリモートアクセス VPN トンネルを確立できます。

• CSD Manager：CSC SSM を設定します（ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアン
スでのみ使用できます）。

• IPS の設定：AIP SSM を設定します（ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス
でのみ使用できます）。

• ダイナミック ルーティングおよびスタティック ルーティングの設定：（シングルモードのみ）
OSPF、RIP、スタティック ルーティング、非対称ルーティングを設定します。

• グローバル オブジェクト：セキュリティ アプライアンスにポリシーを組み込む際に不可欠な
再利用コンポーネントの設定、表示、修正がすべてできます。再利用コンポーネントまたはグ

ローバル オブジェクトには、次のものがあります。

－ ホスト /ネットワーク

－ 検査マップ

－ TCP マップ

－ 時間範囲

ステップ 4 セキュリティ アプライアンスを監視するには、ツールバーの Monitoring ボタンをクリックし、機
能のボタンをクリックします。次のような機能があります。

• インターフェイスのモニタリング：ARP テーブル、DHCP、ダイナミック アクセスリスト、イ
ンターフェイスの統計値を監視します。

• ルーティングのモニタリング：ルート、OSPF LSA、OSPF ネイバーを監視します。

• プロパティのモニタリング：管理セッション、AAA サーバ、フェールオーバー、CRL、DNS
キャッシュ、システムの統計情報を監視します。

• システム ログ メッセージのモニタリング：システム ログ メッセージを監視します。

• フェールオーバーのモニタリング：（マルチモードのシステムの場合）システムのフェールオー

バーを監視します。
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3

スタートアップ ウィザードの使用

Startup Wizard
Cisco ASDM 5.2 開始画面から次の順にクリックします。

Configuration > Properties > Startup Wizard

ASDM Startup Wizard ウィザードで、セキュリティ アプライアンスの初期コンフィギュレーション
を段階的に設定することができます。コンフィギュレーション画面をクリックすると表示されるプ

ロンプトに従って、使用するセキュリティ アプライアンスの情報を入力します。Startup Wizard で
設定すると、セキュリティ アプライアンスの使用をすぐに開始できます。

Startup Wizard では、コンフィギュレーションで次のように定義します。

• 使用するセキュリティ アプライアンスのホスト名

• 使用するセキュリティ アプライアンスのドメイン名 

• イネーブル パスワード。ASDM またはコマンドライン インターフェイスからセキュリティ ア
プライアンスの管理アクセスを制限します。 

• セキュリティ アプライアンスの外部インターフェイス IP アドレスの情報

• 内部インターフェイスまたは DMZ インターフェイスなど、セキュリティ アプライアンスで使
用する他のインターフェイスも Startup Wizard ウィザードで設定できます。

• 使用するセキュリティ アプライアンスの NAT または PAT のルール 

• DHCP サーバを利用する場合など、内部インターフェイスの DHCP 設定

各設定の詳細情報を表示するには、該当するコンフィギュレーション画面で Help ボタンをクリッ
クします。

Startup Wizard の使用には次の情報が必要です。事前に確認してください。

• 使用するネットワークで セキュリティ アプライアンス を識別する一意のホスト名

• 外部インターフェイス、内部インターフェイスなどの IP アドレス

• NAT または PAT のコンフィギュレーションに使用する IP アドレス

• DHCP サーバの IP アドレス範囲 

次の点に注意してください。

• Startup Wizard を実行するには、Cisco ASDM 5.2 の開始ページで Run Startup Wizard as a Java 
Applet ボタンをクリックします。

• Startup Wizard は、ASDM の Wizards メニューからいつでもアクセスできます。

• Help のアイコンには疑問符「?」が表示されています。 
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• 以降の Startup Wizard ページでは、Finish をクリックしてウィザードをいつでも終了できます。
ここでは、Startup Wizard での変更がセキュリティ アプライアンスに送信されます。

特記事項

• セキュリティ アプライアンスは 2 つのモードで実行されます。

－ ルーテッド：ルーテッド モードでは、セキュリティ アプライアンスは、接続するネット
ワークのルータになります。インターフェイスごとに、それぞれ異なるサブネットの IP ア
ドレスが必要です。セキュリティ アプライアンスは接続するネットワーク間の NAT を実
行します。シングルコンテキスト モードでは、ルーテッド ファイアウォールは OSPF およ
び RIP をサポートします（パッシブ モードで）。マルチコンテキスト モードでは、スタ
ティック ルートだけがサポートされます。ルーテッド モードでは、コンテキストあたり
256 までのインターフェイスがサポートされています。また、シングルモードでは、最大
1000 のインターフェイスをそれぞれのコンテキストに分割して使用できます。インター
フェイスはそれぞれ異なるサブネット上に置かれます。コンテキスト間でインターフェイ

スを共有することもできます。

ルーテッド モードでは、ACL で許可しても、いくつかのタイプのトラフィックはセキュリ
ティ アプライアンスを通過できません。一方、透過ファイアウォールは、拡張 ACL（IP ト
ラフィックの場合）または EtherType ACL を使用して、どのトラフィックも許可すること
ができます。 

（注） 高度なルーティングのニーズを、セキュリティ アプライアンスに頼るのではなく、
MSFC などのアップストリーム ルータとダウンストリーム ルータの拡張ルーティ
ング機能を使用することをお勧めします。 

－ 透過：透過モードでは、セキュリティ アプライアンスは、接続デバイスへのルータ ホップ
として見なされず、「bump-in-the-wire(BITW)」または「ステルス ファイアウォール」のよ
うに動作します。同じネットワークがセキュリティ アプライアンスの内部ポートと外部
ポートで接続されますが、異なる VLAN を内部と外部で使用します。ダイナミック ルー
ティング プロトコルまたは NAT は必要ありません。透過モードでは、内部インターフェ
イスと外部インターフェイスの 2 つのインターフェイスのみサポートされます。透過モー
ドを使用すると、コンフィギュレーションを簡略化したり、攻撃者から認識されにくくす

ることができます。透過ファイアウォールは、他の場合にはルーテッド モードでブロック
されるトラフィックにも使用できます。たとえば、透過ファイアウォールでは、マルチキャ

スト ストリームが許可されます。

透過モードはブリッジとして機能しますが、IP トラフィックなどのレイヤ 3 トラフィック
は、拡張 ACL で明示的に許可されない限り、セキュリティ アプライアンスを通過できま
せん。ACL なしで透過ファイアウォールを通過できるトラフィックは ARP トラフィック
だけです。ARP トラフィックは ARP 検査によって制御されます。

（注） 透過モードのセキュリティ アプライアンスは、CDP パケットを通過させません。

• コンテキスト モード（シングルまたはマルチ）は、リブートしても保持されますが、コンフィ
ギュレーション ファイルには保存されません。別の装置にコンフィギュレーションをコピーす
る必要がある場合、mode コマンドを実行して新しい装置のモードが一致するように設定しま
す。

シングルモードからマルチモードに変換すると、セキュリティ アプライアンスは、実行コン
フィギュレーションを 2 つのファイルに変換します。その 2 つとは、システム コンフィギュ
レーションを構成する新しいスタートアップ コンフィギュレーションと、管理コンテキストを
構成する admin.cfg です（内部フラッシュ メモリのルート ディレクトリに作成されます）。
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• フル ライセンスでは、セキュリティ アプライアンス でインターフェイスを 5 つまでサポート
し、そのうち 3 つまでのインターフェイス名を「interface」にできます。制限モードでは、セ
キュリティ アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 3 つまで、透過モードでは、
セキュリティ アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つまでです。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、VLAN
を新規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。 

• セキュリティ アプライアンスは Easy VPN リモート デバイスとして使用できます。ただし、セ
キュリティ アプライアンスを Easy VPN リモート デバイスで機能するように設定すると、他の
トンネル タイプを確立できません。たとえば、セキュリティ アプライアンスは、両方を Easy
VPN リモート デバイスとして同時に、または 1 方の端を標準ピアツーピア VPN として展開す
ることはできません。

セキュリティ アプライアンスを Easy VPN リモート デバイスとして使用する場合、2 つの動作
モードがあります。

－ Client Mode（クライアント モード）

－ Network Extension Mode（ネットワーク拡張モード）

Easy VPN の Client Mode を設定すると、セキュリティ アプライアンス は内部ネットワークに
クライアント IP アドレスを示しません。その代わり、ネットワーク アドレス変換（NAT）を
利用して、プライベート ネットワークの IP アドレスを特定の IP アドレスに変換します。セ
キュリティ アプライアンスを Client Mode に設定すると、プライベート ネットワークの外部か
らデバイスに ping を実行したり、アクセスしたりできなくなります。

Easy VPN の Network Extension Mode を設定すると、セキュリティ アプライアンスはローカル
ホストの IP アドレスを保護せず、割り当てられている IP アドレスに置き換えられません。し
たがって、VPN 接続の相手側ホストは、ローカル ネットワークのホストと直接通信できます。

フィールド

Launch Startup Wizard：Startup Wizard を起動します。

（注） Launch Startup Wizard ボタンは、ツールバーから Wizards >Startup Wizard をクリックした場合、表
示されません。

この画面を除き、Startup Wizard のすべての画面に次のボタンが表示されます。

• Back：直前の画面に戻ります（この画面ではボタンがグレー表示されます）。

• Next：次の画面に進みます。 

• Finish：画面の選択に従い、コンフィギュレーションをセキュリティ アプライアンスに送信し
ます（この画面ではボタンがグレー表示されます）。 

• Cancel：変更を破棄して適用しません。Cancel をクリックすると、Exit Wizard ダイアログボッ
クスが表示されます。Exit をクリックすると Wizard は終了し、Cancel をもう一度クリックする
と Wizard 画面に戻ります。Wizard で Back をクリックすると、いつでも直前の画面に戻れます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Starting Point
Configuration > Properties > Startup Wizard > Starting Point 

利点

Starting Point 画面で、既存のコンフィギュレーションを続けて利用したり、工場出荷時のデフォル
ト コンフィギュレーションにリセットしたりできます。Reset configuration to existing defaults チェッ
クボックスをオンにすると、デフォルトの内部インターフェイスの IP アドレスとサブネット マス
クに戻ります。既存のコンフィギュレーションを続けて利用する場合、IP アドレスとサブネット マ
スクは自動的に保持されます。

フィールド

Starting Point 画面には、Next、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示されます。

• Modify existing configuration：既存のコンフィギュレーションを利用してウィザードを開始しま
す。

• Reset configuration to factory defaults：内部インターフェイスの工場出荷時のデフォルト値でウィ
ザードを開始します。

－ Configure the IP address of the management interface：管理インターフェイスの IP アドレスと
サブネット マスクを設定します。 

IP Address：設定する管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。
Subnet Mask：設定する管理インターフェイスの サブネット マスクを入力します。

（注） コンフィギュレーションを工場出荷時のデフォルト値にリセットすると、ウィ

ザードをキャンセルして変更を元に戻すことはできません。

（注） この画面の Back と Finish ボタンはディセーブルになっています。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

File > Reset Device to the Factory Default Configuration

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— — • — —
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Basic Configuration
Startup Wizard > Basic Configuration 

利点

Basic Configuration 画面で、使用するセキュリティ アプライアンスのホスト名とイネーブル パス
ワード、およびセキュリティ アプライアンスのドメイン名を設定できます。

ドメイン名は最大 63 文字の英数字で指定します。大文字と小文字を区別しません。

イネーブル パスワードを使用すると、ASDM またはセキュリティ アプライアンスをコマンドライ
ン インターフェイスから管理できます。パスワードは最大 16 文字の英数字で、大文字と小文字を
区別します。現在のパスワードを変更するには、Change privileged mode (enabled) password チェッ
クボックスをオンにし、変更前のパスワードと変更後のパスワードを入力してから、変更後のパス

ワードをフィールドで確認します。

（注） パスワード フィールドを空白にすると Password Confirmation 画面が表示されて、非常に大きなセ
キュリティ リスクであることを警告します。

フィールド

Basic Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示さ
れます。

• Host Name：セキュリティ アプライアンスのホスト名を入力します。ホスト名は最大 63 文字の
英数字で、大文字と小文字を区別しません。注：このフィールドには、使用しているプラット

フォームに応じて、ホスト名の前に ASA または PIX が表示されます。

• Domain Name：セキュリティ アプライアンスの IPSec ドメイン名を指定します。後で認証に使
用されます。ドメイン名は最大 63 文字の英数字で指定します。特殊文字とスペースは使用で
きません。

• Privileged Mode (Enable) Password area：ASDM またはコマンドライン インターフェイスからセ
キュリティ アプライアンスへの管理アクセスを制限します。 

－ Change privileged mode (enable) Password：現在の特権モードの（イネーブル）パスワードを
変更します。 

－ Old Password：変更前のイネーブル パスワードがある場合、そのパスワードを入力します。 

－ New Password：変更後のイネーブル パスワードを入力します。 パスワードは最大 16 文字の
英数字で、大文字と小文字を区別します。 

－ Confirm New Password：変更後のイネーブル パスワードを再入力します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Properties > Device Administration > Device

Configuration > Properties > Device Administration > Password

Outside Interface Configuration
Startup Wizard > Outside Interface Configuration

利点

Outside Interface Configuration で、IP アドレスを指定するか PPPoE または a DHCP サーバから取得し
て、外部インターフェイスを設定できます。 

フィールド

Outside Interface Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項
目が表示されます。

• Interface Properties エリア

－ Interface：新規のインターフェイスを追加するか、またはドロップダウン リストから選択
します。

－ Interface Name：新しいインターフェイスに名前を追加します。または、既存のインター
フェイス名を表示します。 

－ Enable interface：インターフェイスを特権モードでアクティブにします。

－ Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベル範囲が 0 ～ 100 で表示されます。
100 は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに割り当てられます。境界イン
ターフェイスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベル
は、デフォルトでは設定されません。 

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：イーサネット経由の PPP (PPPoE)サーバからインターフェイスの IP アドレス
を取得します。

PPPoE のデフォルト パスワード認証方式は、パスワード認証プロトコル（PAP）です。チャ
レンジ ハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）または Microsoft CHAP（MSCHAP）を手
動で設定するオプションもあります。

－ Use DHCP：IP アドレスをダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル サー
バから取得し、IP アドレスが不要になったホストから再利用します。

（注） DHCP クライアントには IP アドレスが初期設定されないため、ブロードキャスト
要求を送信して DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要があります。

Obtain default route using DHCP：DHCP を使用してデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
を取得します。

（注） DHCP をワークステーション（ホスト）から使用すると、ブートアップ時に IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの初期設定情報を取得
できます。
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－ Use the following IP address：インターフェイスの IP アドレスを手動で指定します。

IP Address：外部インターフェイスの IP アドレスを入力します。
Subnet Mask：外部インターフェイスのサブネット マスクを入力します。また、ドロップダ
ウン リストから選択もできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

Internet (Outside) VLAN Configuration
Startup Wizard > Internet (Outside) VLAN Configuration

利点

Internet (Outside) VLAN Configuration 画面で、IP アドレスを指定するか PPPoE または DHCP サーバ
から取得して、インターネットのインターフェイスを設定できます。

特記事項

フル ライセンスでは、セキュリティ アプライアンス でインターフェイスを 5 つまでサポートし、
そのうち 3 つまでのインターフェイス名を「interface」にできます。制限モードでは、セキュリティ
アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 3 つまで、透過モードでは、セキュリティ ア
プライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つまでです。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、VLAN を新
規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。 

フィールド

Internet (Outside) VLAN Configuration  画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および
次の項目が表示されます。

• Select Internet Interface エリア

－ Choose an interface：設定するインターフェイスをドロップダウン リストから選択します。

－ Create new VLAN interface：新規の VLAN インターフェイスを作成します。クリックして、
新しい VLAN の番号を入力します。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、
VLAN を新規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。詳細については、
「特記事項」の項を参照してください。

• Enable interface：インターフェイスを特権モードでアクティブにします。

• Interface Name：インターフェイスの名前を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で指定します。100
は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに割り当てられます。境界インターフェ
イスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベルは、デフォル
トでは設定されません。 

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：インターネット インターフェイスのダイナミック IP アドレスを PPPoE サーバ
から取得します。

－ Use DHCP：インターネット インターフェイスの IP アドレスを DHCP サーバから取得しま
す。 

（注） DHCP クライアントには IP アドレスが初期設定されないため、ブロードキャスト
要求を送信して DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要があります。

Obtain default route using DHCP：DHCP を使用してデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
を取得します。

（注） DHCP をワークステーション（ホスト）から使用すると、ブートアップ時に IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの初期設定情報を取得
できます。

－ Use the following IP address：インターネット インターフェイスの IP アドレスを指定します。
PPPoE サーバまたは DHCP サーバから取得しません。

IP Address：インターネット インターフェイスの IP アドレスを入力します。

Subnet Mask：インターネット インターフェイスのサブネット マスクを入力します。また、
ドロップダウン リストから選択もできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Outside Interface Configuration - PPPoE
Startup Wizard > Outside Interface Configuration - PPPoE

利点

Outside Interface Configuration - PPPoE 画面で、IP アドレスを PPPoE サーバから取得してインター
フェイスを設定できます。ASA デバイスは、指定したインターフェイスの PPPoE です。

ネットワーク レイヤ プロトコルをルーティングする前に、この場合は PPPoE 認証を実行して、接
続を確立してネゴシエートする必要があります。

フィールド

Outside Interface Configuration - PPPoE 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および
次の項目が表示されます。

• Group Name：インターフェイスの名前を指定します。

（注） グループ名を指定しないと次に進めません。

• User Authentication エリア

－ PPPoE Username：認証に必要な PPPoE ユーザ名を指定します。

－ PPPoE Password：認証に必要な PPPoE パスワードを指定します。

－ Confirm PPPoE Password：PPPoE パスワードを確認します。

• Authentication Method エリア

PPPoE のデフォルト パスワード認証方式は、パスワード認証プロトコル（PAP）です。チャレ
ンジ ハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）または Microsoft CHAP（MSCHAP）を手動で設
定するオプションもあります。

－ PAP：認証方式としてパスワード認証プロトコルを選択します。PAP は最も単純な認証プ
ロトコルです。この方式では、ユーザ名とパスワードは暗号化されません。

－ CHAP：認証方式としてチャレンジ ハンドシェーク認証プロトコルを選択します。

CHAP はリモート エンドを識別するだけで、不正アクセスを防止しません。その際、アク
セス サーバはユーザにアクセス権限があるかどうかを判断します。

－ MSCHAP：Microsoft チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコルを選択し、Microsoft Screens
オペレーティング システムのコンピュータとアクセス サーバを PPP 接続します。

• IP Address エリア

－ Obtain IP Address using PPPoE：IP アドレスを PPPoE サーバから取得します。

PPPoE のデフォルト パスワード認証方式は、パスワード認証プロトコル（PAP）です。チャ
レンジ ハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）または Microsoft CHAP（MSCHAP）を手
動で設定するオプションもあります。

－ Specify an IP address：インターフェイスの IP アドレスを指定します。PPPoE サーバから取
得しません。

IP Address：インターフェイスの IP アドレスを入力します。
Subnet Mask：インターフェイスのサブネット マスクを入力します。また、ドロップダウン
リストから選択もできます。

－ Obtain default route using PPPoE：PPPoE サーバと PPPoE クライアント間のデフォルト ルー
トを取得します。



第 3章      スタートアップ ウィザードの使用
Startup Wizard

3-10
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

Internet (Outside) VLAN Configuration - PPPoE
Startup Wizard > Internet (Outside) VAN Configuration - PPPoE

利点

Internet (Outside) VLAN Configuration - PPPoE 画面で、IP アドレスを PPPoE サーバから取得してイン
ターフェイスを設定できます。ASA デバイスは、指定したインターフェイスの PPPoE です。

ネットワーク レイヤ プロトコルをルーティングする前に、この場合は PPPoE 認証を実行して、接
続を確立してネゴシエートする必要があります。

フィールド

Internet (Outside) VLAN Configuration - PPPoE 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、
および次の項目が表示されます。

• Group Name：インターフェイスの名前を指定します。

（注） グループ名を指定しないと次に進めません。

• User Authentication エリア

－ PPPoE Username：認証に必要な PPPoE ユーザ名を指定します。

－ PPPoE Password：認証に必要な PPPoE パスワードを指定します。

－ Confirm PPPoE Password：PPPoE パスワードを確認します。

• Authentication Method エリア

PPPoE のデフォルト パスワード認証方式は、パスワード認証プロトコル（PAP）です。 チャレ
ンジ ハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）または Microsoft CHAP（MSCHAP）を手動で設
定するオプションもあります。

－ PAP：認証方式としてパスワード認証プロトコルを選択します。PAP は最も単純な認証プ
ロトコルです。 この方式では、ユーザ名とパスワードは暗号化されません。

－ CHAP：認証方式としてチャレンジ ハンドシェーク認証プロトコルを選択します。

CHAP はリモート エンドを識別するだけで、不正アクセスを防止しません。その際、アク
セス サーバはユーザにアクセス権限があるかどうかを判断します。

－ MSCHAP：Microsoft チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコルを選択し、Microsoft Screens
オペレーティング システムのコンピュータとアクセス サーバを PPP 接続します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 3章      スタートアップ ウィザードの使用
Startup Wizard

3-11
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• IP Address エリア

－ Obtain IP Address using PPPoE：IP アドレスを PPPoE サーバから取得します。

PPPoE のデフォルト パスワード認証方式は、パスワード認証プロトコル（PAP）です。 チャ
レンジ ハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）または Microsoft CHAP（MSCHAP）を手
動で設定するオプションもあります。

－ Specify an IP address：インターフェイスの IP アドレスを指定します。PPPoE サーバから取
得しません。

IP Address：インターフェイスの IP アドレスを入力します。
Subnet Mask：インターフェイスのサブネット マスクを入力します。また、ドロップダウン
リストから選択もできます。

－ Obtain default route using PPPoE：PPPoE サーバと PPPoE クライアント間のデフォルト ルー
トを取得します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

Inside Interface Configuration 

Startup Wizard > Inside Interface Configuration

利点

Inside Interface Configuration 画面で、IP アドレスを指定するか PPPoE サーバまたは DHCP サーバか
ら取得して、内部インターフェイスを設定できます。 

（注） VLAN が設定されるとメッセージが表示され、さらに変更するには Configuration > Interfaces を選択
することを示します。

特記事項

フル ライセンスでは、セキュリティ アプライアンス でインターフェイスを 5 つまでサポートし、
そのうち 3 つまでのインターフェイス名を「interface」にできます。制限モードでは、セキュリティ
アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 3 つまで、透過モードでは、セキュリティ ア
プライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つまでです。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、VLAN を新
規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

Inside Interface Configuration  画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目
が表示されます。

• Select Inside Interface エリア

－ Choose an interface：設定するインターフェイスをドロップダウン リストから選択します。

－ Create new VLAN interface：新規の内部インターフェイスを作成します。

－ Enable interface：インターフェイスを特権モードでアクティブにします。

• Interface Name：インターフェイスの名前を指定します。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で指定します。100
は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに割り当てられます。境界インターフェ
イスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベルは、デフォル
トでは設定されません。 

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：内部インターフェイスの IP アドレスを PPPoE サーバから取得します。

－ Use DHCP：内部インターフェイスの IP アドレスを DHCP サーバから取得します。

（注） DHCP クライアントには IP アドレスが初期設定されないため、ブロードキャスト
要求を送信して DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要があります。 

Obtain default route using DHCP：DHCP を使用してデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
を取得します。

（注） DHCP をワークステーション（ホスト）から使用すると、ブートアップ時に IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの初期設定情報を取得
できます。

－ Use the following IP address：内部インターフェイスの IP アドレスを指定します。PPPoE サー
バまたは DHCP サーバから取得しません。

IP Address：内部インターフェイスの IP アドレスを指定します。
Subnet Mask：内部インターフェイスのサブネット マスクを指定します。サブネット マス
クの IP アドレスのリストが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Business (Inside) VLAN Configuration 

Startup Wizard > Business (Inside) VLAN Configuration

利点

Business (Inside) VLAN Configuration 画面で、IP アドレスを指定するか PPPoE サーバまたは DHCP
サーバから取得して、内部インターフェイスを設定できます。 

（注） VLAN が設定されるとメッセージが表示され、さらに変更するには Configuration > Interfaces を選択
することを示します。

特記事項

フル ライセンスでは、セキュリティ アプライアンス でインターフェイスを 5 つまでサポートし、
そのうち 3 つまでのインターフェイス名を「interface」にできます。制限モードでは、セキュリティ
アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 3 つまで、透過モードでは、セキュリティ ア
プライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つまでです。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、VLAN を新
規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。 

フィールド

Business (Inside) VLAN Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および
次の項目が表示されます。

• Select Inside Interface エリア

－ Choose an interface：設定するインターフェイスをドロップダウン リストから選択します。

－ Create new VLAN interface：新規の内部インターフェイスを作成します。

－ Enable interface：インターフェイスを特権モードでアクティブにします。

• Interface Name：インターフェイスの名前を指定します。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で指定します。100
は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに割り当てられます。境界インターフェ
イスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベルは、デフォル
トでは設定されません。

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：内部インターフェイスの IP アドレスを PPPoE サーバから取得します。

－ Use DHCP：内部インターフェイスの IP アドレスを DHCP サーバから取得します。 

（注） DHCP クライアントには IP アドレスが初期設定されないため、ブロードキャスト
要求を送信して DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要があります。 

Obtain default route using DHCP：DHCP を使用してデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
を取得します。
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（注） DHCP をワークステーション（ホスト）から使用すると、ブートアップ時に IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの初期設定情報を取得
できます。

－ Use the following IP address：内部インターフェイスの IP アドレスを指定します。PPPoE サー
バまたは DHCP サーバから取得しません。

IP Address：内部インターフェイスの IP アドレスを指定します。

Subnet Mask：内部インターフェイスのサブネット マスクを指定します。サブネット マス
クの IP アドレスのリストが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

DMZ Interface Configuration
Startup Wizard > DMZ Interface Configuration

利点

DMZ Interface Configuration 画面で、ワーク インターフェイスを設定できます。

セキュリティ アプライアンスでは、フル機能の名前の付いたインターフェイスを 3 つまでサポート
します。透過モードでは、セキュリティ アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つ
までです。通常、1 つのインターフェイスが外部インターネット（インターネット ゾーン）と接続、
別のインターフェイスがホーム ネットワーク（ホーム ゾーン）と接続し、3 つ目のインターフェイ
ス（ワーク インターフェイス）が非武装地帯（DMZ）のように動作します。DMZ は、ニュートラ
ル ゾーンにある別のネットワークで、プライベート（内部）ネットワークとパブリック（外部）
ネットワークの間にあります。

特記事項

フル ライセンスでは、セキュリティ アプライアンス でインターフェイスを 5 つまでサポートし、
そのうち 3 つまでのインターフェイス名を「interface」にできます。制限モードでは、セキュリティ
アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 3 つまで、透過モードでは、セキュリティ ア
プライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つまでです。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、VLAN を新
規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

DMZ Interface Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目
が表示されます。

• Select Work Interface エリア

－ Choose an interface：設定するインターフェイスをドロップダウン リストから選択します。

－ Create new VLAN interface：新規のワーク インターフェイスを作成します。

－ Enable interface：インターフェイスを特権モードでアクティブにします。

• Interface Name：インターフェイスの名前を指定します。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で指定します。100
は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに割り当てられます。境界インターフェ
イスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベルは、デフォル
トでは設定されません。 

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：ワーク インターフェイスの IP アドレスを PPPoE サーバから取得します。

－ Use DHCP：ワーク インターフェイスの IP アドレスを DHCP サーバから取得します。

（注） DHCP クライアントには IP アドレスが初期設定されないため、ブロードキャスト
要求を送信して DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要があります。 

Obtain default route using DHCP：DHCP を使用してデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
を取得します。

（注） DHCP をワークステーション（ホスト）から使用すると、ブートアップ時に IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの初期設定情報を取得
できます。

－ Use the following IP address：ワーク インターフェイスの IP アドレスを指定します。PPPoE
サーバまたは DHCP サーバから取得しません。

IP Address：ワーク インターフェイスの IP アドレスを指定します。
Subnet Mask：ワーク インターフェイスのサブネット マスクを指定します。ドロップダウ
ン リストからサブネット マスクの IP アドレスを選択できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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Home (DMZ) VLAN Configuration
Startup Wizard > Home (DMZ) VLAN Configuration

利点

Home (DMZ) VLAN Configuration 画面で、ワーク インターフェイスを設定できます。

セキュリティ アプライアンスでは、フル機能の名前の付いたインターフェイスを 3 つまでサポート
します。透過モードでは、セキュリティ アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つ
までです。通常、1 つのインターフェイスが外部インターネット（インターネット ゾーン）と接続、
別のインターフェイスがホーム ネットワーク（ホーム ゾーン）と接続し、3 つ目のインターフェイ
ス（ワーク インターフェイス）が非武装地帯（DMZ）のように動作します。DMZ は、ニュートラ
ル ゾーンにある別のネットワークで、プライベート（内部）ネットワークとパブリック（外部）
ネットワークの間にあります。 

特記事項

フル ライセンスでは、セキュリティ アプライアンス でインターフェイスを 5 つまでサポートし、
そのうち 3 つまでのインターフェイス名を「interface」にできます。制限モードでは、セキュリティ
アプライアンスでサポートされるインターフェイスは 3 つまで、透過モードでは、セキュリティ ア
プライアンスでサポートされるインターフェイスは 2 つまでです。

作成したインターフェイスまたは名前を付けたインターフェイスが最大数に達すると、VLAN を新
規追加できないため、既存の VLAN の選択が必要になります。 

フィールド

Home (DMZ) VLAN Configuration  画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次
の項目が表示されます。

• Select Work Interface エリア

－ Choose an interface：設定するインターフェイスをドロップダウン リストから選択します。

－ Create new VLAN interface：新規のワーク インターフェイスを作成します。

－ Enable interface：インターフェイスを特権モードでアクティブにします。

• Interface Name：インターフェイスの名前を指定します。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で指定します。100
は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに割り当てられます。境界インターフェ
イスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベルは、デフォル
トでは設定されません。

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：ワーク インターフェイスの IP アドレスを PPPoE サーバから取得します。

－ Use DHCP：ワーク インターフェイスの IP アドレスを DHCP サーバから取得します。

（注） DHCP クライアントには IP アドレスが初期設定されないため、ブロードキャスト
要求を送信して DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要があります。

Obtain default route using DHCP：DHCP を使用してデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
を取得します。
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（注） DHCP をワークステーション（ホスト）から使用すると、ブートアップ時に IP ア
ドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの初期設定情報を取得
できます。

－ Use the following IP address：ワーク インターフェイスの IP アドレスを指定します。PPPoE
サーバまたは DHCP サーバから取得しません。

IP Address：ワーク インターフェイスの IP アドレスを指定します。

Subnet Mask：ワーク インターフェイスのサブネット マスクを指定します。ドロップダウ
ン リストからサブネット マスクの IP アドレスを選択できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

Switch Port Allocation
Startup Wizard > Switch Port Allocation

利点

Switch Port Allocation 画面で、スイッチ ポートを外部インターフェイス、内部インターフェイス、
ワーク インターフェイスに割り当てられます。VLAN はポート ベースなので、それぞれの VLAN
にポートを設定する必要があります。デフォルトでは、スイッチ ポートはすべて VLAN1 から始ま
ります。

フィールド

Switch Port Allocation  画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示
されます。

Allocate Switch Ports to your Outside Interface（vlanid）エリア

• Available Ports：使用できるポートのリストから、追加または削除するポートを選択します。

• Allocated Ports：割り当てられたポートのリストから、追加または削除するポートを選択します。

• Add：使用できるポートのリスト、または割り当てられたポートのリストにポートを追加しま
す。

• Remove：使用できるポートのリスト、または割り当てられたポートのリストからポートを削除
します。

Allocate Switch Ports to your Inside Interface（vlanid）エリア

• Available Ports：使用できるポートのリストから、追加または削除するポートを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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• Allocated Ports：割り当てられたポートのリストから、追加または削除するポートを選択します。

• Add：使用できるポートのリスト、または割り当てられたポートのリストにポートを追加しま
す。

• Remove：使用できるポートのリスト、または割り当てられたポートのリストからポートを削除
します。

Allocate Switch Ports to your Work Interface（vlanid）エリア

• Available Ports：使用できるポートのリストから、追加または削除するポートを選択します。

• Allocated Ports：割り当てられたポートのリストから、追加または削除するポートを選択します。

• Add：使用できるポートのリスト、または割り当てられたポートのリストにポートを追加しま
す。

• Remove：使用できるポートのリスト、または割り当てられたポートのリストからポートを削除
します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

General Interface Configuration
Startup Wizard > General Interface Configuration

利点

General Interface Configuration 画面で、インターフェイス間のトラフィック、および同じインター
フェイスに接続するホスト間のトラフィックをイネーブルにしたり、制限したりできます。

特記事項

トラフィック制限は、オプションの設定ではありません。制限されたライセンスだけを使用する場

合、あるインターフェイスから他のすべてのインターフェイスまでを制限する必要があります。通

常は、ワーク インターフェイスから内部インターフェイスへのトラフィックが対象ですが、任意の
ペアを選択できます。フル ライセンスまたはデバイスが透過モードの場合、Restrict Traffic エリア
のフィールドは表示されません。

フィールド

General Interface Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項
目が表示されます。

• Enable traffic between two or more interfaces with the same security level：同じセキュリティ レベル
の複数インターフェイス間のトラフィックをイネーブルにします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過1

1. 透過モードでは、ワーク インターフェイスは非表示です。

シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Enable traffic between two or more hosts connected to the same interface：同じインターフェイスに接
続する複数ホスト間のトラフィックをイネーブルにします。

Restrict traffic エリア

（注） トラフィック制限は、オプションの設定ではありません。制限されたライセンスだけを使用する場

合、あるインターフェイスから他のすべてのインターフェイスまでを制限する必要があります。フ

ル ライセンスまたはデバイスが透過モードの場合、このフィールドは表示されません。

• From interface：ドロップダウン メニューから選択したインターフェイスからのトラフィックを
制限します。

• To interface：ドロップダウン メニューから選択したインターフェイスへのトラフィックを制限
します。

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

Static Routes
Startup Wizard >Static Routes

利点

Static Routes 画面で、すべてのインターフェイスで、ルータ接続ネットワークにアクセスするスタ
ティック ルートを作成できます。デフォルトのルートを入力するには、IP アドレスとマスクを
0.0.0.0、または簡単な形式の 0 に設定します。

あるセキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスをゲートウェイ IP アドレスに
している場合、セキュリティ アプライアンスはパケット内の指定の IP アドレスで ARP を実行し、
ゲートウェイの IP アドレスで実行しません。

ゲートウェイ ルータまでのホップ数を確認できない限り、Metric はデフォルトの 1 にします。

Add/Edit Static Routes
Startup Wizard > Static Routes > Add/Edit Static Route

利点

Add/Edit Static Route ダイアログボックスで、スタティック ルートを追加または編集できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Route Monitoring Options
Startup Wizard > Static Routes > Add/Edit Static Route > Route Monitoring Options

利点

Route Monitoring Options ダイアログボックスで、スタティック ルートのモニタリング パラメータを
設定できます。

Auto Update Server 

Startup Wizard > Auto Update Server

利点

Auto Update Server 画面で、ASA デバイスをリモートで管理できます。設定すると、ASA コンフィ
ギュレーション、ASA イメージ、ASDM イメージが自動更新されます。

フィールド

Auto Update Server 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示さ
れます。

• Enable Auto Update：セキュリティ アプライアンスと Auto Update サーバの通信をイネーブルに
します。

• Server エリア

－ Server URL：ドロップダウン リストからセキュア http（https）または http を選択し、Auto
Update サーバの URL の先頭を指定します。次のボックスに、Auto Update サーバの残りの
IP アドレスを入力します。

－ Verify server SSL certificate：Auto Update サーバで SSL 認証がイネーブルになっているか確
認します。

• User エリア

－ Username：Auto Update サーバにログインするユーザ名を入力します。

－ Password：Auto Update サーバにログインするパスワードを入力します。

－ Confirm Password：パスワードを確認のために再入力します。

• Device Identify エリア

－ Device ID Type：ドロップダウン リストから、セキュリティ アプライアンスを識別する一
意の ID タイプを選択します。User-defined name を選択すると Device ID フィールドがイ
ネーブルになり、一意の ID を指定できます。

－ Device ID：セキュリティ アプライアンスの ID に使用する一意の文字列を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

DHCP Server
Startup Wizard > DHCP Server

利点

DHCP Server 画面で、セキュリティ アプライアンスを、内部インターフェイスのホストに対するダ
イナミック ホスト コントロール プロトコル（DHCP）サーバとして設定できます。IP アドレスの
範囲をアドレス プールに設定すると、内部インターフェイスのホストが DHCP で IP アドレスを要
求したとき、セキュリティ アプライアンスはこのプールのアドレスを割り当てます。

特記事項

• DNS、WINS、および最も低いセキュリティ レベルのインターフェイス（内部インターフェイ
ス）の情報をこの画面で設定できます。他のインターフェイスに DHCP サーバを設定するには、
ASDM のメイン画面から Configuration> Properties > DHCP Services > DHCP Server を選択します。

• DHCP プールで使用できるアドレス数は 256 です。

• DHCP サーバ を使用するオプションを ASDM に設定すると、セキュリティ アプライアンスは
機能のライセンスとプラットフォームによって決まるアドレス数に基づいて、内部 IP アドレス
を使用、アドレスを追加、アドレス プールを設定します。プール サイズはそれぞれ異なり、コ
ンフィギュレーションを簡易化するため、ライセンスより少ない IP アドレス数で設定される場
合があります。 

フィールド

DHCP Server 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示されます。

• Enable DHCP server on the inside interface：セキュリティ アプライアンスの DHCP を起動します。 

－ DHCP Address Pool エリア 

Starting IP Address：DHCP サーバ プール範囲の開始を入力します。一連の IP アドレスは最
小から最大の順です。セキュリティ アプライアンスでサポートされる IP アドレス数は 256
です。 
Ending IP Address：DHCP サーバ プール範囲の終了を入力します。一連の IP アドレスは最
小から最大の順です。セキュリティ アプライアンスでサポートされる IP アドレス数は 256
です。 

－ DHCP Parameters エリア 

Enable auto-configuration：ウィザードで DNS サーバ、WINS サーバ、リース期間、ping の
タイムアウトを設定できます。

DNS Server 1：DNS を使用する DNS サーバの IP アドレスを入力します。
WINS Server 1：DNS を使用する WINS（インターネット ネーミング サービス）サーバの
IP アドレスを入力します。 
DNS Server 2：DNS を使用する代替 DNS サーバの IP アドレスを入力します。
WINS Server 2：DNS を使用する代替 WINS サーバの IP アドレスを入力します。
Lease Length (secs)：リース期間が終了するまでクライアントが割り当てられた IP アドレス
を使用できる時間（秒単位）を入力します。デフォルト値は、3600 秒（1 時間）です。
Ping Timeout：ping のタイムアウト値（ミリ秒単位）のパラメータを入力します。

Domain Name：DNS を使用する DNS サーバのドメイン名を入力します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Server

Address Translation (NAT/PAT)
Startup Wizard > Address Translation (NAT/PAT)

（注） この機能は、透過モードでは使用できません。

利点

Address Translation (NAT/PAT) 画面で、NAT および PAT  をセキュリティ アプライアンスに設定で
きます。

PAT により、設定した IP アドレスの 1 つだけがグローバル アドレスとして使用されます。PAT を
使用すると、複数の発信セッションが 1 つの IP アドレスから発信されているように見せることが
できます。PAT がイネーブルになっていると、セキュリティ アプライアンスは、各発信変換スロッ
ト用に PAT IP アドレスから一意のポート番号を選択します。この機能は、発信接続に十分な数の
一意の IP アドレスを割り当てられない場合に役立ちます。ポート アドレスに指定した IP アドレス
は、他のグローバル アドレス プールで使用できません。PAT では、最大 65,535 のホストが 1 つの
外部 IP アドレスで接続を開始できます。

NAT を使用するには、内部インターフェイスのアドレスを外部インターフェイスのアドレスに変換
するときに使用するアドレス範囲を入力します。プールのグローバル アドレスは、各発信接続で使
用される IP アドレスと、発信接続が着信接続になった場合の IP アドレスに使用されます。

特記事項

NAT を利用する場合、この画面で要求された IP アドレス範囲からセキュリティ アプライアンスの
発信時に使用されるアドレス プールが作成されます。ISP がインターネット登録のグローバル アド
レスの範囲を指定している場合、その範囲をここに入力します。

PAT アドレス コンフィギュレーションを使用する場合、次の制限事項があります。

• キャッシング ネーム サーバでは動作しません。

• マルチメディア アプリケーション プロトコルがセキュリティ アプライアンスを通過するに
は、該当する検査エンジンをイネーブルにする必要があります。

• established コマンドでは動作しません。

• パッシブ FTP で使用する場合、Inspect protocol ftp strict コマンド文を access-list コマンド文と
同時に実行して、FTP の発信トラフィックを許可します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• セキュリティ レベルの高いインターフェイスの DNS サーバが、外部インターフェイスのルー
ト ネーム サーバから更新を取得する必要がある場合、PAT を使用できません。

フィールド

Address Translation (NAT/PAT) 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項
目が表示されます。

• Enable traffic through the firewall without translation：トラフィックが変換されずにファイアウォー
ルを通過します。

NAT は 1 対 1 アドレス変換、PAT は（ファイアウォール内の）多対 1 変換です。 

• Use Network Address Translation (NAT)：NAT と変換に使用される IP アドレス範囲をイネーブル
にします。 

－ Starting Global IP Address：変換に使用される IP アドレス範囲で最初の IP アドレスを入力
します。 

－ Ending Global IP Address：変換に使用される IP アドレス範囲で最後の IP アドレスを入力し
ます。 

－ Subnet Mask (optional)：変換に使用される IP アドレス範囲のサブネット マスクを指定しま
す。 

• Use Port Address Translation (PAT)：PAT をイネーブルにします。このオプションを選択した場
合、次の中から 1 つ選択してください。

（注） IPSec に PAT を使用すると正しく動作しない場合があります。これは、外部のトンネル
エンドポイント デバイスが、同じ IP アドレスの複数のトンネルを処理できないためで
す。 

－ Use the IP address on the outside interface：セキュリティ アプライアンスは PAT で外部イン
ターフェイスの IP アドレスを使用します。 

－ Specify an IP address：PAT で使用する IP アドレスを指定します。 

IP Address：PAT の対象になる外部インターフェイスの IP アドレスを入力します。
Subnet Mask (optional)：PAT の対象になる外部インターフェイスのサブネット マスクを入
力します。または、下向き矢印をクリックしてサブネット マスクを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > NAT

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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Administrative Access
Startup Wizard > Administrative Access

利点

Administrative Access 画面で、セキュリティ アプライアンスの管理アクセスを設定できます。コン
フィギュレーションに使用できるインターフェイスは自動で一覧表示されます。この画面で、IP ア
ドレス、インターフェイス名、セキュリティ レベルを設定すると、それぞれのインターフェイスが
一意になります。

（注） 他の場所ですでに設定されたインターフェイスへの管理アクセスを設定できます。 この画面では、
IP アドレスおよびインターフェイス名などの項目を変更できません。

フィールド

Administrative Access 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示
されます。

• Type：ホストまたはネットワークがセキュリティ アプライアンスのアクセス時に 
HTTPS/ASDM、SSH、または Telnet のどれを使用するか指定します。

• Interface：ホスト名またはネットワーク名を表示します。

• IP Address：ホストまたはネットワークの IP アドレスを表示します。

• Mask：ホストまたはネットワークのサブネット マスクを表示します。

• Add：アクセス タイプとインターフェイスを選択して、ホスト /ネットワークの IP アドレスと
ネットマスクが、管理目的のみでこのインターフェイスに接続できるように指定します。 

• Edit：インターフェイスを編集します。

• Delete：インターフェイスを削除します。

Add/Edit Administrative Access Entry
Startup Wizard > Add/Edit Administrative Access Entry

利点

Add/Edit Administrative Access Entry ダイアログボックスで、ホストを設定できます。

コマンドライン インターフェイス コンソール セッションにあらかじめ設定されている接続を、次
の中から選択します。

• Telnet protocol：ネットワーク接続に Telnet プロトコルを適用します。 

• ASDM/HTTPS protocol：Tools > Command Line Interface のネットワーク接続に HTTPS（SSL を
使用した HTTP）プロトコルを適用します。 

（注） ASDM は、常に HTTPS でセキュリティ アプライアンスと通信します。 

• Secure Shell (SSH) protocol：ネットワーク接続にセキュア シェル（SSH）プロトコルを適用しま
す。 
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セキュリティ アプライアンスを ASDM の CLI ツールから設定する前に、セキュリティ アプライア
ンスの技術マニュアルを確認することをお勧めします。また、「Password」、「Authentication」も参照
してください。

ASDM の各画面で使用される CLI コマンドの詳細については、Command Line Interface Commands
Used by ASDM screens Help > About the security appliance を参照してください。ここでは最後のコ
ンフィギュレーションの変更が表示されるので、特に便利です。

フィールド

Add/Edit Administrative Access Entry 画面には、OK、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示さ
れます。

• Access Type：CLI コンソール セッションに適用する、あらかじめ設定された接続方法
（ASDM/HTTP、SSH、Telnet）をドロップダウン メニューから選択します。

• Interface Name：事前設定されたインターフェイスのリストから選択します。

• IP Address：インターフェイスの IP アドレスを指定します。

• Subnet Mask：インターフェイスのサブネット マスクを、サブネット マスクの IP アドレスのリ
ストから選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Properties > Device Access > HTTPS/ASDM

Configuration > Properties > Device Access > Telnet

Configuration > Properties > Device Access > SSH

Configuration > Properties > History Metrics

Easy VPN Remote Configuration
Startup Wizard > Easy VPN Remote Configuration

利点

複数のサイトを持つ企業では、シスコの Easy VPN ソリューションをサイトに展開して、セキュア
な通信を確立し、サイト間でリソースを共有できます。Easy VPN ソリューションは、中央サイト
の Easy VPN サーバとリモート オフィスの Easy VPN リモート デバイスで構成されます。Easy VPN
ソリューションを使用すると、バーチャル プライベート ネットワークの展開および管理を次のよ
うに簡略化できます。

• リモート サイトのホストで、VPN クライアント ソフトウェアを実行する必要がありません。

• 中央サーバのセキュリティ ポリシーは、VPN 接続が確立された時にリモート デバイスへプッ
シュされます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• ローカル設定が必要なコンフィギュレーション パラメータはほとんどありません。

Easy VPN リモート デバイスとして使用した場合、セキュリティ アプライアンスを基本的なファイ
アウォール サービスを実行するように設定できるため、DMZ の Web サーバを不正アクセスから防
御したりできます。ただし、セキュリティ アプライアンスを Easy VPN リモート デバイスで機能す
るように設定すると、他のトンネル タイプを確立できません。たとえば、セキュリティ アプライ
アンスは、両方を Easy VPN リモート デバイスとして同時に、または 1 方の端を標準ピアツーピア
VPN として展開することはできません。

Easy VPN Remote Configuration 画面で、リモートのシスコ VPN 3000 コンセントレータ、IOS ベース
のルータ、Easy VPN サーバとして動作するセキュリティ アプライアンスとセキュリティ アプライ
アンスの間に、セキュアな VPN トンネルを設定できます。セキュリティ アプライアンスは Easy
VPN リモート デバイスとして機能し、上記のデバイスを経由して離れた場所に VPN を展開できま
す。

セキュリティ アプライアンスを Easy VPN リモート デバイスとして使用する場合、2 つの動作モー
ドがあります。

• Client Mode（クライアント モード）

• Network Extension Mode（ネットワーク拡張モード）

Easy VPN の Client Mode を設定すると、セキュリティ アプライアンス は内部ネットワークにクラ
イアント IP アドレスを示しません。その代わり、ネットワーク アドレス変換（NAT）を利用して、
プライベート ネットワークの IP アドレスを特定の IP アドレスに変換します。セキュリティ アプラ
イアンスを Client Mode に設定すると、プライベート ネットワークの外部からデバイスに ping を実
行したり、アクセスしたりできなくなります。

Easy VPN の Network Extension Mode を設定すると、セキュリティ アプライアンスはローカル ホス
トの IP アドレスを保護せず、割り当てられている IP アドレスに置き換えられません。したがって、
VPN 接続の相手側ホストは、ローカル ネットワークのホストと直接通信できます。

次のガイドラインを参照して、セキュリティ アプライアンスを Easy VPN の Client Mode または
Network Extension Mode のどちらに設定するか決定します。

次の場合は、Client Mode を使用します。

• VPN 接続をクライアント トラフィックで開始する場合

• ローカル ホストの IP アドレスをリモート ネットワークで非表示にする場合

• ASA 5505 の DHCP からローカル ホストに IP アドレスを渡す場合

次の場合は、Network Extension Mode を使用します。

• トラフィック転送の必要がなくても VPN 接続を開いておく場合

• リモート ホストをローカル ネットワークから直接通信を可能にする場合

• ローカル ネットワークのホストがスタティック IP アドレスの場合

特記事項

• ASA で最大 11 台 の Easy VPN サーバがサポートされます。プライマリが 1 台とセカンダリが
10 台までです。

• Easy VPN Client Mode では、DHCP サーバで内部ネットワーク上のホストのダイナミック IP ア
ドレスを生成することができます。

Easy VPN の Client Mode を使用するには、内部インターフェイスの DHCP サーバをイネーブル
にする必要があります。

• ASA の Easy VPN リモート デバイスを Easy VPN サーバに接続する前に、インターネット サー
ビス プロバイダー（ISP）を利用して、両方のデバイスのネットワーク接続を確立しておく必
要があります。 
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ASA から DSL またはケーブル モデムに接続してから、ISP の指示に従ってネットワーク接続
を完了します。ISP と接続を確立するときに IP アドレスを取得する基本的な方式が 3 つありま
す。

－ PPPoE クライアント

－ DHCP クライアント

－ スタティック IP アドレスの設定

Easy VPN サーバは、ASA Easy VPN リモート デバイスに適用されるポリシーを制御します。た
だし、Easy VPN サーバと初めて接続を確立する場合、一部はローカルで設定する必要がありま
す。

設定するには、このウィザードで次のステップを実行するか、または CLI を利用します。

フィールド

Easy VPN Remote Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項
目が表示されます。

• Enable Easy VPN remote：ASA を Easy VPN リモート デバイスにします。ASA を Easy VPN リ
モートにすると、ASA をリモート管理するネットワークを選択できます。この機能をイネーブ
ルにしない場合、VPN トンネルで ASA の外部インターフェイスにアクセスできるホストでリ
モート管理できます。

• Mode エリア

－ Client Mode：DHCP サーバで、内部ネットワーク上のホストのダイナミック IP アドレスを
生成します。

Client Mode は、トラフィックごとに VPN 接続をイネーブルにして、要求がある場合だけ
リソースを使用できるようにします。ASA は、ASA の（よりセキュリティの高い）内部イ
ンターフェイスに接続しているすべてのクライアントの IP アドレスに、ネットワーク ア
ドレス変換（NAT）を適用します。

（注） Client Mode を使用するには、内部インターフェイスの DHCP サーバをイネーブルにす
る必要があります。

－ Network extension：内部ネットワークのホストにスタティック IP アドレスがある場合、ク
リックします。

Network Extension Mode では、内部インターフェイスのクライアントの IP アドレスは、Easy
VPN サーバで変更されずに受信されます。また、トラフィック転送の必要がなくても、VPN
接続は開かれたままになります。このオプションでは、ASA の（よりセキュリティの高い）
内部インターフェイスのクライアントの IP アドレスに NAT は適用されません。 

• Group Settings エリア

－ Use X.509 Certificate：X.509 証明書で IPSec Main Mode を許可します。ドロップダウン リス
トからトラストポイントを選択するか、トラストポイントを入力します。

－ Use group password：ユーザ グループのパスワードを入力します。

Group Name：ユーザ グループの名前を入力します。
Password：ユーザ グループのパスワードを入力します。
Confirm password：パスワードの確認を要求します。

• User Settings エリア

－ Username：設定のユーザ名を入力します。

－ Password：設定のパスワードを入力します。

－ Confirm Password：設定のパスワードの確認を要求します。
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• Easy VPN Server エリア：ASA を Easy VPN サーバとして使用し、VPN ポリシーを 1 つの場所
の ASA に設定してから、そのコンフィギュレーションを複数の Easy VPN リモート デバイスに
プッシュします。

－ Primary server：プライマリ Easy VPN サーバの IP アドレスを入力します。

－ Secondary server：セカンダリ Easy VPN サーバの IP アドレスを入力します。 

（注） ASA で最大 11 台 の Easy VPN サーバがサポートされます（プライマリが 1 台とセカン
ダリが 10 台までです）。

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

Management IP Address Configuration
Startup Wizard > Management IP Address Configuration

（注） この機能は、透過モードだけで使用できます。

利点

Management IP Address Configuration 画面で、ホストの管理 IP アドレスをこのコンテキストに設定
できます。

フィールド

Management IP Address Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および
次の項目が表示されます。

• Management IP Address：ASDM またはセッション プロトコルを利用して、管理のためにこのコ
ンテキストにアクセスできるホストの IP アドレス。 

• Subnet Mask：管理 IP アドレスのサブネット マスク。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Properties > Management IP

Other Interfaces Configuration
Startup Wizard > Other Interfaces Configuration

利点

Other Interfaces Configuration 画面で、残りのインターフェイスを設定できます。一覧表示されたイ
ンターフェイスから選択して Edit ボタンをクリックし、Edit 画面で設定します。

フィールド

Other Interfaces Configuration 画面には、Back、Next、Finish、Cancel、Help ボタン、および次の項目
が表示されます。

• Interface：元のホストまたはネットワークに存在するネットワーク インターフェイスを表示し
ます。

• Name：編集するインターフェイスの名前を表示します。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベル範囲が 0 ～ 100 で表示されます。100
は内部インターフェイス、0 は外部インターフェイスに設定されています。境界インターフェ
イスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリティ レベルは、デフォル
トでは設定されません。

• Enable traffic between two or more interfaces with same security levels：同じセキュリティ レベルを
複数のインターフェイスに設定し、そのインターフェイス間のトラフィックをイネーブルにし

ます。

• Enable traffic between two or more hosts connected to the same interface：複数のホストにあるイン
ターフェイスでトラフィックをイネーブルにします。

• Edit：Edit Interface ダイアログボックスでインターフェイスを設定します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — — — —



第 3章      スタートアップ ウィザードの使用
Startup Wizard

3-30
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Edit Interface
Startup Wizard > Other Interfaces Configuration > Edit Interface

利点

Edit Interfaces を使用すると、既存のインターフェイスを編集できます。

フィールド

Edit Interface ダイアログボックスには、OK、Cancel、Help ボタン、および次の項目が表示されます。

• Interface：編集対象として選択したインターフェイスの名前を表示します。

• Interface Name：編集対象として選択したインターフェイスの名前を表示します。このインター
フェイスの名前は変更できます。

• Security Level：選択したインターフェイスのセキュリティ レベルを表示します。インターフェ
イスのセキュリティ レベルは選択できます。外部ネットワークは 0、内部ネットワークは 100
です。境界インターフェイスには、1 ～ 99 の範囲の番号が使用されます。0 ～ 100 のセキュリ
ティ レベルは、デフォルトでは設定されません。インターフェイスのセキュリティ レベルを
低く変更すると、警告が表示されます。

• IP Address エリア

－ Use PPPoE：外部インターフェイスに IP アドレスを割り当てる際に、PPPoE を認証方式と
して使用します。PPPoE では、イーサネット ネットワークを経由した、標準方式の認証方
式 Point-to-Point Protocol（ポイントツーポイント プロトコル）が提供されています。

（注） PPPoE は複数のインターフェイスで使用できるので、PPPoE クライアントの各イ
ンスタンスでは、別のユーザ名とパスワードを持つ異なる認証レベルを必要とす

る場合があります。

－ Use DHCP：ASA を DHCP サーバとして使用して、ダイナミックに割り当てた IP アドレス
などのネットワーク コンフィギュレーション パラメータを DHCP クライアントに渡しま
す。

－ Uses the following IP address：インターフェイスの特定の IP アドレスを入力します。

IP Address：インターフェイスの IP アドレスを編集します。
Subnet Mask：サブネット マスクを編集するには、新しいアドレスを入力するか、ドロップ
ダウン リストから既存の IP アドレスを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

詳細情報

この機能は、ASDM アプリケーションのメイン画面で利用できます。

Configuration > Interfaces

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Startup Wizard Summary
Startup Wizard > Startup Wizard Summary

利点

Startup Wizard Summary 画面で、行ったすべての設定をセキュリティ アプライアンスに送信できま
す。

• 設定を変更するには、Back をクリックします。

• Startup Wizard をブラウザから直接起動した場合、Finish をクリックすると、ウィザードで作成
されたコンフィギュレーションはセキュリティ アプライアンスに送信され、フラッシュ メモ
リに保存されます。 

• Startup Wizard を ASDM の中で実行した場合、他のコンフィギュレーション変更と同様に、コ
ンフィギュレーションを明示的にフラッシュ メモリに保存する必要があります。

フィールド

Startup Wizard Summary 画面には、Back、Finish、Cancel、Help ボタンが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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4

インターフェイスの設定

この章では、各インターフェイスおよびサブインターフェイスの名前、セキュリティ レベル、IP ア
ドレスの設定方法について説明します。マルチコンテキスト モードでは、ハードウェア プロパティ
の設定およびサブインターフェイスの作成をシステム実行スペースで行い、IP アドレス、名前、セ
キュリティ レベルをコンテキストごとに設定します。

（注） ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスのインターフェイスを設定するには、第 5 章「Cisco
ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンス用スイッチ ポートおよび VLAN インターフェイス
の設定」を参照してください。

この章には、次の項があります。

• セキュリティ レベルの概要（P.4-2）

• インターフェイスの設定（P.4-3）
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セキュリティ レベルの概要
各インターフェイスには、0（最下位）～ 100（最上位）のセキュリティ レベルを設定する必要が
あります。たとえば、内部ホスト ネットワークなど、最もセキュアなネットワークにはレベル 100
を割り当てる必要があります。一方、インターネットなどに接続する外部ネットワークにはレベル

0 を割り当てる場合があります。DMZ などその他のネットワークはその中間に設定できます。複数
のインターフェイスを同じセキュリティ レベルに割り当てることができます。

各レベルは、次の動作を制御します。

• ネットワーク アクセス：デフォルトでは、高位のセキュリティ インターフェイスから低位の
セキュリティ インターフェイス（発信）へのアクセスは、暗黙的に許可されます。高位のセ
キュリティ インターフェイス上のホストは、それより低いセキュリティ インターフェイス上
のホストすべてにアクセスできます。アクセスは、インターフェイスにアクセスリストを適用

すると制限できます。

同じレベルのセキュリティ インターフェイスの場合、同じセキュリティ レベルまたはそれよ
り低いレベルの他のインターフェイスにアクセスするインターフェイスへのアクセスは、暗黙

的に許可されます。

• 検査エンジン：一部のアプリケーション検査エンジンはセキュリティ レベルに依存します。同
じセキュリティ レベルのインターフェイスの場合、検査エンジンはどちらの方向のトラフィッ
クにも適用されます。

－ NetBIOS 検査エンジン：発信接続のみに適用されます。

－ SQL*Net 検査エンジン：SQL*Net（旧称 OraServ）ポートとの制御接続が一対のホスト間に
存在する場合、着信データ接続のみセキュリティ アプライアンスを通過することが許可さ
れます。

• フィルタリング：HTTP（S）フィルタリングおよび FTP フィルタリングは、発信接続（高位レ
ベルから低位レベルへの接続）に対してのみ適用されます。

同じセキュリティ レベルのインターフェイスの場合、どちらの方向のトラフィックにもフィル
タリングが適用できます。

• NAT 制御：NAT 制御をイネーブルにする場合、低位のセキュリティ インターフェイス（外部）
上のホストにアクセスする高位のセキュリティ インターフェイス（内部）上のホストに NAT
を設定する必要があります。

NAT 制御がない場合、または同じレベルのセキュリティ インターフェイスの場合は、任意の
インターフェイス間で NAT を使用するように選択することも、NAT を使用しないように選択
することもできます。外部インターフェイスに対して NAT を設定すると、特殊なキーワード
が必要になる場合があることに留意してください。

• established コマンド：このコマンドを使用すると、高位レベルのホストから低位レベルのホス
トに接続がすでに確立されている場合に、低位のセキュリティのホストから高位のセキュリ

ティのホストへのリターン接続が許可されます。

同じセキュリティ レベルのインターフェイスでは、両方向に対して established コマンドが設
定できます。
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インターフェイスの設定

デフォルトでは、物理インターフェイスはすべてシャットダウンされています。イネーブルになっ

ているサブインターフェイスをトラフィックが通過できるようにするには、物理インターフェイス

を事前にイネーブルにしておく必要があります。マルチコンテキスト モードの場合、物理インター
フェイスまたはサブインターフェイスをコンテキストに割り当てると、インターフェイスはデフォ

ルトではそのコンテキスト内でイネーブルになります。ただし、トラフィックがコンテキスト イン
ターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスをシステム コンフィギュレーションでも
イネーブルにする必要があります。インターフェイスをシステム実行スペースでシャットダウンす

ると、そのインターフェイスは、そのインターフェイスを共有しているすべてのコンテキストでダ

ウンします。

（注） フェールオーバーを使用している場合は、フェールオーバー通信およびステートフル フェールオー
バー通信に予約されているインターフェイスには、この方法で名前を付けないでください。フェー

ルオーバー リンクおよびステート リンクの設定については、第 12 章「フェールオーバー」を参照
してください。

マルチコンテキスト モードでは、次のガイドラインに従ってください。

• 各コンテキスト内でコンテキスト インターフェイスを設定します。

• システム コンフィギュレーションのコンテキストにすでに割り当てられているコンテキスト
インターフェイスのみが設定できます。

• システム コンフィギュレーションでは、イーサネット設定および VLAN のみが設定できます。
フェールオーバー インターフェイスは例外で、この方法でフェールオーバー インターフェイ
スは設定しないでください。詳細については、フェールオーバーの章を参照してください。

ここでは、次の項目について説明します。

• Interfaces（システム）（P.4-3）

• Interfaces（シングルモードとコンテキスト）（P.4-6）

Interfaces（システム）
System > Configuration > Interfaces

Interfaces ペインで、設定済みのインターフェイスおよびサブインターフェイスを表示します。セ
キュリティ コンテキストにインターフェイスを割り当てる前に（P.7-19 の「セキュリティ コンテ
キストの設定」を参照）、このペインでインターフェイスを定義します。システム コンフィギュレー
ションにインターフェイスのネットワーク パラメータがなくても、システムはインターフェイスか
らコンテキストへの割り当てを制御します。

フィールド

• Interface：インターフェイス ID を表示します。すべての物理インターフェイスが自動的に一覧
表示されます。サブインターフェイスは、インターフェイス ID の後の .n で示されます。n は
サブインターフェイス番号です。

フェールオーバーを使用する場合、Failover: Setup タブで、フェールオーバー リンクに専用の
物理インターフェイスを割り当てます。ステートフル フェールオーバーにオプションのイン
ターフェイスも割り当てられます（フェールオーバーとステート トラフィックには同じイン
ターフェイスを使用できますが、分けることをお勧めします）。フェールオーバーでインター

フェイスを確実に使用するには、Interfaces ペインでインターフェイス名を設定しないでくださ
い。IP アドレスなどの他の設定が無視されます。すべての関連するパラメータは Failover: Setup
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タブで設定します。物理インターフェイスまたはサブインターフェイスに名前を設定しない限

り、フェールオーバーにサブインターフェイスを使用できます。フェールオーバー リンクまた
はステート リンクに割り当てたインターフェイスは、このペインで編集および削除ができなく
なります。ただし、ステート リンクに設定した物理インターフェイスだけは例外で、速度およ
び二重通信を設定できます。

• Enabled：インターフェイスがイネーブルかどうかを Yes または No で示します。

デフォルトでは、物理インターフェイスはすべてシャットダウンされています。イネーブルに

なっているサブインターフェイスをトラフィックが通過できるようにするには、物理インター

フェイスを事前にイネーブルにしておく必要があります。マルチコンテキスト モードの場合、
物理インターフェイスまたはサブインターフェイスをコンテキストに割り当てると、インター

フェイスはデフォルトではそのコンテキスト内でイネーブルになります。ただし、トラフィッ

クがコンテキスト インターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスをシステム コ
ンフィギュレーションでもイネーブルにする必要があります。インターフェイスをシステム実

行スペースでシャットダウンすると、そのインターフェイスは、そのインターフェイスを共有

しているすべてのコンテキストでダウンします。

• VLAN：サブインターフェイスに割り当てられた VLAN を示します。物理インターフェイスに
は「native」が表示されます。タグがない物理インターフェイスという意味です。

• Description：説明を表示します。フェールオーバーまたはステート リンクでは、「LAN Failover
Interface」、「STATE Failover Interface」、「LAN/STATE Failover Interface」など固定の説明が表示
されます。この説明は編集できません。

• Add：サブインターフェイスを追加します。

• Edit：選択したインターフェイスを編集します。フェールオーバーまたはステート リンクに割
り当てたインターフェイス（Failover: Setup タブを参照）は、このペインで編集できません。た
だし、ステート リンクに設定した物理インターフェイスだけは例外で、速度および二重通信を
設定できます。

• Delete：選択したサブインターフェイスを削除します。物理インターフェイスまたはコンテキ
ストで割り当てたインターフェイスは削除できません。フェールオーバーまたはステート リン
クに割り当てたインターフェイス（Failover: Setup タブを参照）は、このペインで削除できませ
ん。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Interface

System > Configuration > Interfaces > Add/Edit Interface

Add Interface ダイアログボックスでサブインターフェイスを追加できます。Edit Interface ダイアロ
グボックスで、インターフェイスまたはサブインターフェイスを編集できます。

フェールオーバーに物理インターフェイスを使用する場合、このダイアログボックスでインター

フェイスを設定しないでください。代わりに、Failover: Setup タブを使用します。特にインターフェ
イス名は設定しないでください。設定すると、フェールオーバー リンクにインターフェイスを使用
できなくなります。他のパラメータは無視されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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フェールオーバー リンクまたはステート リンクに割り当てたインターフェイスは、Interfaces ペイ
ンで編集および削除できなくなります。ただし、ステート リンクに設定した物理インターフェイス
だけは例外で、速度および二重通信を設定できます。

フィールド

• Hardware Port：サブインターフェイスを追加すると、イネーブル状態の物理インターフェイス
を選択でき、そこにサブインターフェイスが追加されます。インターフェイス ID が表示され
ない場合、インターフェイスがイネーブルになっているかどうかを確認してください。

• Configure Hardware Properties：物理インターフェイスでは、Hardware Properties ダイアログボッ
クスが開き、速度および二重通信を設定できます。

• Enable Interface：インターフェイスをイネーブルにすると、トラフィックが通過できるように
なります。

デフォルトでは、物理インターフェイスはすべてシャットダウンされています。イネーブルに

なっているサブインターフェイスをトラフィックが通過できるようにするには、物理インター

フェイスを事前にイネーブルにしておく必要があります。マルチコンテキスト モードの場合、
物理インターフェイスまたはサブインターフェイスをコンテキストに割り当てると、インター

フェイスはデフォルトではそのコンテキスト内でイネーブルになります。ただし、トラフィッ

クがコンテキスト インターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスをシステム コ
ンフィギュレーションでもイネーブルにする必要があります。インターフェイスをシステム実

行スペースでシャットダウンすると、そのインターフェイスは、そのインターフェイスを共有

しているすべてのコンテキストでダウンします。

• VLAN ID：サブインターフェイスでは、1 ～ 4095 の範囲の番号で VLAN ID を設定します。一
部の VLAN ID は接続スイッチ用に予約されている場合があります。詳細については、スイッ
チのマニュアルを確認してください。マルチコンテキスト モードでは、VLAN はシステム コ
ンフィギュレーションのみに設定できます。

• Sub-interface ID：サブインターフェイス ID を 1 ～ 4294967293 の範囲の整数で設定します。使
用できるサブインターフェイスの数は、使用するプラットフォームによって異なります。ID は、
設定した後で変更することはできません。

• Description：（オプション）240 文字以内で入力します。1 行で入力し、改行はできません。シ
ステムの説明はコンテキストの説明に依存しません。フェールオーバーまたはステート リンク
では、「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、「LAN/STATE Failover Interface」な
ど固定の説明が表示されます。この説明は編集できません。このインターフェイスをフェール

オーバーまたはステート リンクに設定すると、入力した説明は固定の説明に上書きされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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Hardware Properties

System > Configuration > Interfaces > Edit Interface > Hardware Properties

Hardware Properties ダイアログボックスで、物理インターフェイスの速度および二重通信を設定で
きます。

フィールド

• Hardware Port：表示のみ。インターフェイス ID を表示します。

• Media Type：メディア タイプを RJ45 または SFP に設定します。デフォルトは RJ45 です。

• Duplex：インターフェイスの二重通信オプションを一覧表示します。Full、Half、Auto があり、
インターフェイス タイプによって異なります。

• Speed：インターフェイスの速度オプションを一覧表示します。指定できる速度は、インター
フェイス タイプによって異なります。SFP インターフェイスでは、常に 1000 Mbps です。また、
速度を Negotiate または Nonegotiate に設定できます。Negotiate（デフォルト）ではリンク ネゴ
シエーションをイネーブルにして、フロー制御パラメータとリモート障害情報を交換します。

Nonegotiate では、リンク パラメータのネゴシエーションを行いません。ASA 5500 シリーズ適
応型セキュリティ アプライアンスの RJ-45 インターフェイスでは、デフォルトの自動ネゴシ
エーション設定に Auto-MDI/MDIX 機能も含まれています。Auto-MDI/MDIX は、自動ネゴシ
エーション フェーズでストレート ケーブルが検出されると、内部クロスオーバーを実行して、
クロス ケーブルによる接続を不要にします。インターフェイスで Auto-MDI/MDIX をイネーブ
ルにするには、速度または二重通信のいずれかを自動ネゴシエーションに設定する必要があり

ます。速度と二重通信の両方に固定値を明示的に設定して、両方の設定に関する自動ネゴシ

エーションをディセーブルにすると、Auto-MDI/MDIX もディセーブルになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Interfaces（シングルモードとコンテキスト）
Configuration > Interfaces

Interfaces ペインで、設定済みのインターフェイスおよびサブインターフェイスを表示します。サブ
インターフェイスを追加または削除します（シングルモードのみ）。また、同一セキュリティ レベ
ルのインターフェイス間の通信、または同じインターフェイスの送受信トラフィックをイネーブル

にします。

透過ファイアウォール モードでは、2 つのインターフェイスのみがトラフィックを通過できます。
ただし、プラットフォームに専用管理インターフェイス Management 0/0 がある場合、そのインター
フェイス（物理インターフェイスまたはサブインターフェイス）を管理トラフィック用の第 3 のイ
ンターフェイスとして使用できます。

利点

このペインで、同じセキュリティ レベルのインターフェイス間の通信をイネーブルにできます。

デフォルトでは、セキュリティ レベルが同じインターフェイス同士は通信できません。同じセキュ
リティ レベルのインターフェイス間で通信を許可する利点としては、次のものがあります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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• 101 以上の通信インターフェイスを設定できます。

各インターフェイスで異なるセキュリティ レベルを使用したときに、同一のセキュリティ レ
ベルにインターフェイスを割り当てないと、各レベル（0 ～ 100）に 1 つのインターフェイス
しか設定できません。

• アクセスリストがなくても同じセキュリティ レベルのインターフェイスすべての間で自由に
トラフィックが流れるようにできます。

フィールド

• Interface：インターフェイス ID を表示します。すべての物理インターフェイスが自動的に一覧
表示されます。サブインターフェイスは、インターフェイス ID の後の .n で示されます。n は
サブインターフェイス番号です。

フェールオーバーを使用する場合、Failover: Setup タブで、フェールオーバー リンクに専用の
物理インターフェイスを割り当てます。ステートフル フェールオーバーにオプションのイン
ターフェイスも割り当てられます（フェールオーバーとステート トラフィックには同じイン
ターフェイスを使用できますが、分けることをお勧めします）。フェールオーバーでインター

フェイスを確実に使用するには、Interfaces ペインでインターフェイス名を設定しないでくださ
い。IP アドレスなどの他の設定が無視されます。すべての関連するパラメータは Failover: Setup
タブで設定します。物理インターフェイスまたはサブインターフェイスに名前を設定しない限

り、フェールオーバーにサブインターフェイスを使用できます。フェールオーバー リンクまた
はステート リンクに割り当てたインターフェイスは、このペインで編集および削除ができなく
なります。ただし、ステート リンクに設定した物理インターフェイスだけは例外で、速度およ
び二重通信を設定できます。

マルチコンテキスト モードでは、物理インターフェイスはシステム コンフィギュレーション
のみに一覧表示されます。コンテキストにインターフェイスを割り当てると、自動的にコンテ

キストに一覧表示されます。

• Name：インターフェイスの名前を表示します。

• Enabled：インターフェイスがイネーブルかどうかを Yes または No で示します。デフォルトで
は、物理インターフェイスはすべてシャットダウンされています。イネーブルになっているサ

ブインターフェイスをトラフィックが通過できるようにするには、物理インターフェイスを事

前にイネーブルにしておく必要があります。マルチコンテキスト モードの場合、物理インター
フェイスまたはサブインターフェイスをコンテキストに割り当てると、インターフェイスはデ

フォルトではそのコンテキスト内でイネーブルになります。ただし、トラフィックがコンテキ

スト インターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスをシステム コンフィギュ
レーションでもイネーブルにする必要があります。インターフェイスをシステム実行スペース

でシャットダウンすると、そのインターフェイスは、そのインターフェイスを共有しているす

べてのコンテキストでダウンします。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で示します。デフォ
ルトのセキュリティ レベルは 0 です。

• IP Address：IP アドレスが表示されます。透過モードの場合「native」が表示されます。透過
モードのインターフェイスは IP アドレスを使用しません。IP アドレスをコンテキストまたは
セキュリティ アプライアンスに設定するには、「Management IPペイン 」を参照してください。

• Subnet Mask：ルーテッド モードのみ。サブネット マスクを表示します。

• Management Only：インターフェイスにセキュリティ アプライアンスへの、管理専用のトラ
フィックを許可する場合を示します。

• MTU：MTU を表示します。デフォルトでは、MTU は 1500 です。

• Active MAC Address：アクティブな MAC アドレスを示します。Add/Edit Interface > Advanced タ
ブで手動で設定すると表示されます。

• Standby MAC Address：スタンバイ MAC アドレス（フェールオーバー用）を示します。手動で
設定すると表示されます。

• Description：説明を表示します。フェールオーバーまたはステート リンクでは、「LAN Failover
Interface」、「STATE Failover Interface」、「LAN/STATE Failover Interface」など固定の説明が表示
されます。この説明は編集できません。
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• Add：サブインターフェイスを追加します。

• Edit：選択したインターフェイスを編集します。 フェールオーバーまたはステート リンクに割
り当てたインターフェイス（Failover: Setup タブを参照）は、このペインで編集できません。た
だし、ステート リンクに設定した物理インターフェイスだけは例外で、速度および二重通信を
設定できます。

• Delete：選択したサブインターフェイスを削除します。 物理インターフェイスまたはコンテキス
トで割り当てたインターフェイスは削除できません。フェールオーバーまたはステート リンク
に割り当てたインターフェイス（Failover: Setup タブを参照）は、このペインで削除できません。

• Enable traffic between two or more interfaces which are configured with same security levels：セキュリ
ティ レベルが同じインターフェイス間の通信をイネーブルにします。同じセキュリティ レベ
ルを持つインターフェイス間の通信をイネーブルにした場合でも、異なるセキュリティ レベル
のインターフェイスも通常どおりに設定できます。

• Enable traffic between two or more hosts connected to the same interface：同一インターフェイスの送
受信トラフィックをイネーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Interface > General

Configuration > Interfaces > Add/Edit Interface > General

Add Interface > General タブでサブインターフェイスを追加できます。Edit Interface > General タブで、
インターフェイスまたはサブインターフェイスを編集できます。マルチコンテキスト モードでは、
インターフェイスはシステム コンフィギュレーションのみに追加できます。インターフェイスをコ
ンテキストに割り当てるには、P.7-19 の「セキュリティ コンテキストの設定」 を参照してください。

フェールオーバーに物理インターフェイスを使用する場合、このダイアログボックスでインター

フェイスを設定しないでください。代わりに、Failover: Setup タブを使用します。特にインターフェ
イス名は設定しないでください。設定すると、フェールオーバー リンクにインターフェイスを使用
できなくなります。他のパラメータは無視されます。

フェールオーバー リンクまたはステート リンクに割り当てたインターフェイスは、Interfaces ペイ
ンで編集および削除できなくなります。ただし、ステート リンクに設定した物理インターフェイス
だけは例外で、速度および二重通信を設定できます。

フィールド

• Hardware Port：サブインターフェイスを追加すると、イネーブル状態の物理インターフェイス
を選択でき、そこにサブインターフェイスが追加されます。インターフェイス ID が表示され
ない場合、インターフェイスがイネーブルになっているかどうかを確認してください。

• Configure Hardware Properties：物理インターフェイスでは、Hardware Properties ダイアログボッ
クスが開き、速度および二重通信を設定できます。一部のインターフェイスでは、メディア タ
イプも設定できます。マルチコンテキスト モードでは、物理プロパティはシステム コンフィ
ギュレーションのみに設定できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム1

1. Interfaces のシステム ペインについては、「Interfaces（システム） ペイン」を参照してください。

• • • • —
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• Enable Interface：インターフェイスをイネーブルにすると、トラフィックが通過できるように
なります。さらに、トラフィックがセキュリティ ポリシーに従って通過できるように、IP アド
レス（ルーテッド モードの）と名前を事前に設定する必要があります。デフォルトでは、物理
インターフェイスはすべてシャットダウンされています。イネーブルになっているサブイン

ターフェイスをトラフィックが通過できるようにするには、物理インターフェイスを事前にイ

ネーブルにしておく必要があります。マルチコンテキスト モードの場合、物理インターフェイ
スまたはサブインターフェイスをコンテキストに割り当てると、インターフェイスはデフォル

トではそのコンテキスト内でイネーブルになります。ただし、トラフィックがコンテキスト イ
ンターフェイスを通過するためには、そのインターフェイスをシステム コンフィギュレーショ
ンでもイネーブルにする必要があります。インターフェイスをシステム実行スペースでシャッ

トダウンすると、そのインターフェイスは、そのインターフェイスを共有しているすべてのコ

ンテキストでダウンします。

• Dedicate this interface to management only：インターフェイスを設定してセキュリティ アプライ
アンスへのトラフィックだけを許可します。通過トラフィックは許可しません。

• VLAN ID：サブインターフェイスでは、1 ～ 4095 の範囲の番号で VLAN ID を設定します。一
部の VLAN ID は接続スイッチ用に予約されている場合があります。詳細については、スイッ
チのマニュアルを確認してください。マルチコンテキスト モードでは、VLAN はシステム コ
ンフィギュレーションのみに設定できます。

• Sub-interface ID：サブインターフェイス ID を 1 ～ 4294967293 の範囲の整数で設定します。使
用できるサブインターフェイスの数は、使用するプラットフォームによって異なります。ID は、
設定した後で変更することはできません。

• Interface Name：インターフェイス名を 48 文字以内で設定します。

• Security Level：セキュリティ レベルを 0（最低）～ 100（最高）の範囲で設定します。セキュ
リティ アプライアンスは、内部インターフェイスから外部インターフェイス（低いセキュリ
ティ レベル）へトラフィックを自由に流すことを許可します。他の多くのセキュリティ機能
も、それぞれのインターフェイスの相対セキュリティ レベルに影響されます。

• IP Address：ルーテッド モードのみ。マルチコンテキスト モードでは、IP アドレスをコンテキ
スト コンフィギュレーションに設定します。

－ Use Static IP：IP アドレスを手動で設定します。

IP Address：IP アドレスを設定します。

Subnet Mask：サブネット マスクを設定します。
－ Obtain Address via DHCP：DHCP から IP アドレスをダイナミックに設定します。

Obtain Default Route Using DHCP：デフォルト ルートを DHCP サーバから取得します。デ
フォルトのスタティック ルートの設定が不要になります。
Renew DHCP Lease：DHCP のリース期間を更新します。
Retry Count：4 ～ 16 の範囲で回数を設定します。セキュリティ アプライアンスは最初に送
信した DHCP 要求に応答がない場合、要求を再送信します。要求の合計送信回数は、再送
信回数と最初の送信になります。たとえば、再送信回数を 4 に設定すると、DHCP 要求が
5 回まで送信されます。
DHCP Learned Route Metric：管理ディスタンスを既知のルートに割り当てます。1 ～ 255 の
範囲の値を設定します。フィールドが空白の場合、既知のルートの管理ディスタンスは 1
になります。

Enable tracking：DHCP の既知のルートのトラッキングをイネーブルにします。

（注） ルート トラッキングは、シングル ルーテッド モードでのみ使用できます。

Track ID：ルート トラッキング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～ 500 の範囲
の値を指定できます。
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Track IP Address：トラッキングの対象 IP アドレスを入力します。通常、ルートの次のホッ
プはゲートウェイ IP アドレスです。ただし、そのインターフェイスの先にネットワーク オ
ブジェクトがあれば表示されます。

SLA ID：SLA モニタリング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～ 2147483647 の
範囲の値を指定できます。

Monitor Options：Route Monitoring Options ダイアログボックスが開きます。Route Monitoring
Options ダイアログボックスで、トラッキングされたオブジェクトのモニタリング プロセ
スのパラメータを設定できます。

－ Use PPPoE：PPPoE で IP アドレスをダイナミックに設定します。

（注） PPPoE はフェールオーバーでサポートされません。マルチコンテキスト モードおよび
透過モードでもサポートされません。PPPoE は、フェールオーバーのない、シングル
ルーテッド モードの場合でのみサポートされます。

Group Name：グループ名を指定します。
PPPoE Username：ISP で使用できるユーザ名を指定します。
PPPoE Password：ISP で使用できるパスワードを指定します。
Confirm Password：ISP で使用できるパスワードを指定します。
PPP Authentication：PAP、CHAP、MSCHAP から選択します。PAP は認証時にクリアテキ
ストのユーザ名とパスワードを渡すため、セキュアではありません。CHAP では、サーバ
のチャレンジに対して、クライアントは暗号化された「チャレンジとパスワード」および
クリアテキストのユーザ名を返します。CHAP は PAP よりセキュアですが、データを暗号
化しません。MSCHAP は CHAP に似ていますが、サーバが CHAP のようにクリア テキス
ト パスワードを扱わず、暗号化されたパスワードだけを保存、比較するため、CHAP より
セキュアです。また、MSCHAP では MPPE によるデータの暗号化のための鍵を生成します。

Store Username and Password in Local Flash：ユーザ名とパスワードを、セキュリティ アプラ
イアンス上の NVRAM の特定の場所に保存します。Auto Update Server が clear config コマ
ンドをセキュリティ アプライアンスに送信して、接続が中断されると、セキュリティ アプ
ライアンスは NVRAM からユーザ名とパスワードを読み取り、アクセス コンセントレータ
に対して再度認証します。

IP Address and Route Settings：PPPoE IP Address and Route Settings ダイアログボックスが表
示され、アドレッシングおよびトラッキングのオプションを選択できます。

• Description：（オプション）240 文字以内で入力します。1 行で入力し、改行はできません。マ
ルチコンテキスト モードでは、システムの説明はコンテキストの説明に依存しません。フェー
ルオーバーまたはステート リンクでは、「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、
「LAN/STATE Failover Interface」など固定の説明が表示されます。この説明は編集できません。
このインターフェイスをフェールオーバーまたはステート リンクに設定すると、入力した説明
は固定の説明に上書きされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム1

1. システムの Add/Edit Interfaces ダイアログボックスについては、システムの Add/Edit Interface ダイアログボックス
を参照してください。

• • • • —
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Add/Edit Interface > Advanced

Configuration > Interfaces > Add/Edit Interface > Advanced

Add/Edit Interface > Advanced タブで、インターフェイスの MTU および MAC アドレスを設定できま
す。

フィールド

• MTU：300 ～ 65,535 バイトの範囲で MTU を設定します。デフォルトは 1500 バイトです。マル
チコンテキスト モードでは、MTU をコンテキスト コンフィギュレーションに設定します。

• Mac Address Cloning：MAC アドレスを手動で割り当てます。

デフォルトでは、物理インターフェイスは焼き付け済み MAC アドレスを使用し、物理インター
フェイスのすべてのサブインターフェイスは同じ焼き付け済み MAC アドレスを使用します。

マルチコンテキスト モードでは、コンテキスト間でインターフェイスを共有している場合、固
有の MAC アドレスをそれぞれのコンテキストのインターフェイスに割り当てることができま
す。この機能を使用すれば、セキュリティ アプライアンスでは、該当するコンテキストへのパ
ケットの分類が容易になります。固有の MAC アドレスが割り当てられていない共有インター
フェイスも使用できますが、いくつか制限があります。詳細については、P.7-3 の「セキュリ
ティ アプライアンスによるパケットの分類方法」を参照してください。コンテキストの共有イ
ンターフェイス用に手動で各 MAC アドレスを割り当てることも、自動生成することもできま
す。MAC アドレスの自動生成については、P.7-19 の「Security Contexts」を参照してください。
MAC アドレスを自動生成する場合、このオプションを使用すれば生成されたアドレスを上書
きできます。

シングルコンテキスト モード、またはマルチコンテキスト モードでの未共有インターフェイ
スの場合、固有の MAC アドレスをサブインターフェイスに割り当てることができます。たと
えば、サービス プロバイダーは MAC アドレスに基づいてアクセス コントロールを行っている
場合があります。

－ Active Mac Address：MAC アドレスを H.H.H 形式でインターフェイスに割り当てます。
H は 16 ビットの 16 進数です。たとえば、MAC  アドレス 00-0C-F1-42-4C-DE は、
000C.F142.4CDE と入力します。

－ Standby Mac Address：フェールオーバーで使用する場合は、スタンバイ Mac アドレスを設
定します。アクティブ装置がフェールオーバーし、スタンバイ装置がアクティブになると、

新たなアクティブ装置はアクティブ MAC アドレスを使用して、ネットワークの中断を最
小限に抑え、元のアクティブ装置はスタンバイ アドレスを使用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム1

1. システムの Add/Edit Interfaces ダイアログボックスについては、システムの Add/Edit Interface ダイアログボックス
を参照してください。

• • • • —
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PPPoE IP Address and Route Settings

Configuration > Interfaces > Add/Edit Interface > General > PPPoE IP Address and Route Settings

PPPoE IP Address and Route Settings ダイアログボックスで、PPPoE 接続のアドレッシングおよびト
ラッキング オプションを選択できます。

フィールド

• IP Address エリア：IP アドレスを PPP から取得する方法または IP アドレスを指定する方法を選
択します。次のフィールドがあります。

－ Obtain IP Address using PPP：セキュリティ アプライアンスは PPP から IP アドレスを取得し
ます。

－ Specify an IP Address：セキュリティ アプライアンスは、PPPoE サーバとネゴシエートする
のではなく、IP アドレスとマスクを指定してアドレスをダイナミックに割り当てます。

• Route Settings エリア：ルートおよびトラッキングの設定を行います。次のフィールドがありま
す。

－ Obtain default route using PPPoE：PPPoE クライアントがまだ接続を確立していない場合に、
デフォルト ルートを設定します。このオプションを使用すると、コンフィギュレーション
時にスタティックに定義されたルートになりません。

PPPoE learned route metric：管理ディスタンスを既知のルートに割り当てます。1 ～ 255 の
範囲の値を設定します。フィールドが空白の場合、既知のルートの管理ディスタンスは 1
になります。

－ Enable tracking：PPPoE の既知のルートのトラッキングをイネーブルにします。

（注） ルート トラッキングは、シングル ルーテッド モードでのみ使用できます。

－ Primary Track：プライマリ PPPoE ルート トラッキングを設定します。

－ Track ID：ルート トラッキング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～ 500 の範囲
の値を指定できます。

－ Track IP Address：トラッキングの対象 IP アドレスを入力します。通常、ルートの次のホッ
プはゲートウェイ IP アドレスです。ただし、そのインターフェイスの先にネットワーク オ
ブジェクトがあれば表示されます。

－ SLA ID：SLA モニタリング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～ 2147483647 の
範囲の値を指定できます。

－ Monitor Options：Route Monitoring Options ダイアログボックスが開きます。Route Monitoring
Options ダイアログボックスで、トラッキングされたオブジェクトのモニタリング プロセ
スのパラメータを設定できます。

－ Secondary Track：セカンダリ PPPoE ルート トラッキングを設定します。

－ Secondary Track ID：ルート トラッキング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～
500 の範囲の値を指定できます。
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Hardware Properties

Configuration > Interfaces > Edit Interface > Hardware Properties

Hardware Properties ダイアログボックスで、物理インターフェイス、SSM インターフェイス、メディ
ア タイプの速度および二重通信を設定できます。 マルチコンテキスト モードでは、システム コン
フィギュレーションに設定してください。

フィールド

• Hardware Port：表示のみ。インターフェイス ID を表示します。

• MAC Address：表示のみ。インターフェイスの MAC アドレスを表示します。

• Media Type：メディア タイプを RJ45 または SFP に設定します。SFP は、ASA 5500 シリーズ適
応型セキュリティ アプライアンスの SSM インターフェイスでのみサポートされています。デ
フォルトは RJ45 です。

• Duplex：インターフェイスの二重通信オプションを一覧表示します。Full、Half、Auto があり、
インターフェイス タイプによって異なります。

• Speed：インターフェイスの速度オプションを一覧表示します。指定できる速度は、インター
フェイス タイプによって異なります。SFP インターフェイスでは、常に 1000 Mbps です。また、
速度を Negotiate または Nonegotiate に設定できます。Negotiate（デフォルト）ではリンク ネゴ
シエーションをイネーブルにして、フロー制御パラメータとリモート障害情報を交換します。

Nonegotiate では、リンク パラメータのネゴシエーションを行いません。ASA 5500 シリーズ適
応型セキュリティ アプライアンスの RJ-45 インターフェイスでは、デフォルトの自動ネゴシ
エーション設定に Auto-MDI/MDIX 機能も含まれています。Auto-MDI/MDIX は、自動ネゴシ
エーション フェーズでストレート ケーブルが検出されると、内部クロスオーバーを実行して、
クロス ケーブルによる接続を不要にします。インターフェイスで Auto-MDI/MDIX をイネーブ
ルにするには、速度または二重通信のいずれかを自動ネゴシエーションに設定する必要があり

ます。速度と二重通信の両方に固定値を明示的に設定して、両方の設定に関する自動ネゴシ

エーションをディセーブルにすると、Auto-MDI/MDIX もディセーブルになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム1

1. システムの Hardware Properties  ダイアログボックスについては、システムの Hardware Properties ダイアログボッ
クスを参照してください。

• • • • —
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5

Cisco ASA 5505 適応型セキュリティ
アプライアンス用スイッチ ポートおよ
び VLAN インターフェイスの設定

この章では、ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンス用スイッチ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの設定方法について説明します。

（注） 他のモデルのインターフェイス設定については、第 4 章「インターフェイスの設定」を参照してく
ださい。

この章には、次の項があります。

• インターフェイスの概要（P.5-2）

• VLAN インターフェイスの設定（P.5-6）

• スイッチ ポートの設定（P.5-12）
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インターフェイスの概要

この項では、ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスのポートおよびインターフェイスにつ
いて説明します。次の事項を取り上げます。

• ASA 5505 ポートおよびインターフェイスの概要（P.5-2）

• ライセンスで使用できる最大アクティブ VLAN インターフェイス（P.5-2）

• デフォルト インターフェイス コンフィギュレーション（P.5-4）

• VLAN MAC アドレス（P.5-4）

• Power Over Ethernet（P.5-4）

• セキュリティ レベルの概要（P.5-5）

ASA 5505 ポートおよびインターフェイスの概要
ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスは内蔵スイッチをサポートしています。設定を行う
必要のあるポートおよびインターフェイスは、次の 2 種類です。

• 物理スイッチ ポート：適応型セキュリティ アプライアンスには 8 個のファースト イーサネッ
ト スイッチ ポートがあり、これらはハードウェアのスイッチ機能を使用して、レイヤ 2 でト
ラフィックを転送します。 これらのポートの 2 つは PoE ポートです。詳細については、P.5-4 の
「Power Over Ethernet」を参照してください。このようなインターフェイスは、PC、IP 電話、

DSL モデムなどのユーザ機器に直接接続することができます。あるいは別のスイッチに接続で
きます。

• 論理 VLAN インターフェイス：ルーテッド モードで、このインターフェイスは、ファイア
ウォールおよび VPN サービスに適用される設定済みセキュリティ ポリシーを使用して、VLAN
ネットワーク相互間のトラフィックをレイヤ 3 で転送します。これらのインターフェイスは、
透過モードでファイアウォール サービスに適用される設定済みセキュリティ ポリシーを使用
して、同一ネットワーク上の VLAN 相互間のトラフィックをレイヤ 2 で転送します。最大
VLAN インターフェイスの詳細については、「ライセンスで使用できる最大アクティブ VLAN
インターフェイス」の項を参照してください。VLAN インターフェイスを使用することにより、
別々の VLAN、たとえば自宅用 VLAN、仕事用 VLAN、インターネット用 VLAN などに装置を
分けることができます。

スイッチ ポートを個別の VLAN に分離するには、各スイッチ ポートを VLAN インターフェイスに
割り当てます。同じ VLAN 上のスイッチ ポートは、ハードウェア スイッチングを使用して相互に
通信できます。しかし、VLAN 1 のスイッチ ポートが VLAN 2 のスイッチ ポートと通信する場合、
適応型セキュリティ アプライアンスは、セキュリティ ポリシーを 2 つの VLAN 間のトラフィック
とルートまたはブリッジに適用します。

（注） サブインターフェイスは、ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスでは利用できません。

ライセンスで使用できる最大アクティブ VLAN インターフェイス
透過ファイアウォール モードでは、基本ライセンスの場合はアクティブ VLAN を 2 つ、Security Plus
ライセンスの場合は 3 つ設定できます。そのうちの 1 つは、フェールオーバー用です。

ルーテッド モードでは、基本ライセンスはアクティブ VLAN を最大 3 つまで、Security Plus ライセ
ンスは 20 まで設定できます。

アクティブ VLAN とは、nameif コマンドが設定された VLAN のことです。
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基本ライセンスでは、3 つ目の VLAN は、別の VLAN へのトラフィックを開始する目的でのみ設定
できます。図 5-1 のネットワークの例では、ホーム VLAN はインターネットと通信できますが、ビ
ジネス VLAN と接続を開始できません。

図 5-1 基本ライセンスでの ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンス

Security Plus ライセンスを利用して、20 までの VLAN インターフェイスを設定できます。トランク
ポートを設定して、1 つのポートで複数の VLAN を使用できます。

（注） ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスは、Active/Standby フェールオーバーをサポートしま
すが、ステートフル フェールオーバーをサポートしていません。

ネットワークの例については、図 5-2 を参照してください。

図 5-2 Security Plus ライセンスでの ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンス
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デフォルト インターフェイス コンフィギュレーション
ご使用の適応型セキュリティ アプライアンスに工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーション
が含まれている場合、インターフェイスは次のように設定されます。

• 外部インターフェイス（セキュリティ レベル 0）は VLAN 2 です。

イーサネット 0/0 が VLAN 2 に割り当てられ、イネーブルになります。

VLAN 2 IP アドレスは DHCP サーバから取得します。

• 内部インターフェイス（セキュリティ レベル 100）は VLAN 1 です。

イーサネット 0/1 ～イーサネット 0/7 が VLAN 1 に割り当てられ、イネーブルになります。

VLAN 1 の IP アドレスは 192.168.1.1 です。

configure factory-default コマンドを使用して、工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションを
復元します。

この章の手順に従い、デフォルト コンフィギュレーションを変更します。たとえば、VLAN イン
ターフェイスの追加を行います。

工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションになっていない場合は、すべてのスイッチ ポー
トが VLAN 1 ですが、その他のパラメータは未設定です。

VLAN MAC アドレス
ルーテッド ファイアウォール モードでは、すべての VLAN インターフェイスが MAC アドレスを
共有します。接続スイッチがどれもこのシナリオをサポートできるようにします。接続スイッチに

固有の MAC アドレスが必要な場合、手動で MAC アドレスを割り当てることができます。

透過ファイアウォール モードでは、各 VLAN に固有の MAC アドレスがあります。手動で MAC ア
ドレスを割り当てる場合、生成された MAC アドレスを上書きできます。

Power Over Ethernet
イーサネット 0/6 およびイーサネット 0/7 は、IP 電話や無線アクセス ポイントなどのデバイス用に
PoE をサポートしています。非 PoE デバイスをインストールしたり、それらのスイッチ ポートに接
続しない場合、適応型セキュリティ アプライアンスはスイッチ ポートに電源を供給しません。

Edit Switch Port ダイアログボックスでスイッチ ポートをシャットダウンすると、デバイスへの電源
がディセーブルになります。もう一度イネーブルにすると電源が復元されます。

接続されているデバイスの種類（Cisco または IEEE 802.3af）など、PoE スイッチ ポートの状態を
確認するには、show power inline コマンドを使用します。

SPAN を使用したトラフィックの監視
1 つまたは複数のスイッチ ポートを出入りするトラフィックを監視するには、スイッチ ポート モ
ニタリングとも呼ばれる SPAN をイネーブルにします。SPAN をイネーブルにしたポート（宛先
ポートと呼ばれる）は、特定の送信元ポートで送受信するすべてのパケットのコピーを受信します。

SPAN 機能を使用すれば、スニファを宛先ポートに添付して、すべてのトラフィックを監視できま
す。SPAN を使用しないと、監視するポートごとにスニファを添付しなければなりません。SPAN
は、1 つの宛先ポートにのみイネーブルにできます。

詳細については、『Cisco Security Appliance Command Reference』の switchport monitor コマンドを参
照してください。
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セキュリティ レベルの概要
各 VLAN インターフェイスには、0 ～ 100（最小～最大）までのセキュリティ レベルを割り当てる
必要があります。たとえば、内部ビジネス ネットワークなど、最もセキュアなネットワークのレベ
ルには 100 を割り当てる必要があります。インターネットなどに接続する外部ネットワークにはレ
ベル 0 が割り当てられる場合があります。ホーム ネットワークなどその他のネットワークはその中
間に設定できます。複数のインターフェイスを同じセキュリティ レベルに割り当てることができま
す。 

各レベルは、次の動作を制御します。

• ネットワーク アクセス：デフォルトでは、高位のセキュリティ インターフェイスから低位の
セキュリティ インターフェイス（発信）へのアクセスは、暗黙的に許可されます。高位のセ
キュリティ インターフェイス上のホストは、それより低いセキュリティ インターフェイス上
のホストすべてにアクセスできます。アクセスは、インターフェイスにアクセスリストを適用

すると制限できます。

同じレベルのセキュリティ インターフェイスの場合、同じセキュリティ レベルまたはそれよ
り低いレベルの他のインターフェイスにアクセスするインターフェイスへのアクセスは、暗黙

的に許可されます。

• 検査エンジン：一部のアプリケーション検査エンジンはセキュリティ レベルに依存します。同
じセキュリティ レベルのインターフェイスの場合、検査エンジンはどちらの方向のトラフィッ
クにも適用されます。

－ NetBIOS 検査エンジン：発信接続のみに適用されます。

－ SQL*Net 検査エンジン：SQL*Net（旧称 OraServ）ポートとの制御接続が一対のホスト間に
存在する場合、着信データ接続のみ適応型セキュリティ アプライアンスを通過することが
許可されます。

• フィルタリング：HTTP（S）フィルタリングおよび FTP フィルタリングは、発信接続（高位レ
ベルから低位レベルへの接続）に対してのみ適用されます。

同じセキュリティ レベルのインターフェイスの場合、どちらの方向のトラフィックにもフィル
タリングが適用できます。

• NAT 制御：NAT 制御をイネーブルにする場合、低位のセキュリティ インターフェイス（外部）
上のホストにアクセスする高位のセキュリティ インターフェイス（内部）上のホストに NAT
を設定する必要があります。

NAT 制御がない場合、または同じレベルのセキュリティ インターフェイスの場合は、任意の
インターフェイス間で NAT を使用するように選択することも、NAT を使用しないように選択
することもできます。外部インターフェイスに対して NAT を設定すると、特殊なキーワード
が必要になる場合があることに留意してください。

• established コマンド：このコマンドを使用すると、高セキュリティ ホストから低セキュリティ
ホストへの接続が確立済みの場合に、低セキュリティ ホストから高セキュリティ ホストへの
リターン接続が許可されます。

同じセキュリティ レベルのインターフェイスでは、両方向に対して established コマンドが設
定できます。
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VLAN インターフェイスの設定
VLAN の設定できる数については、P.5-2 の「ライセンスで使用できる最大アクティブ VLAN イン
ターフェイス」を参照してください。

（注） フェールオーバーを使用している場合、フェールオーバー通信に予約されているインターフェイス

には、この方法で名前を付けないでください。フェールオーバー リンクの設定については、第 12
章「フェールオーバー」を参照してください。

Easy VPN をイネーブルにすると、VLAN インターフェイスを追加または削除できません。また、
セキュリティ レベルまたはインターフェイス名の変更もできません。インターフェイスをすべて
設定してから Easy VPN をイネーブルにすることをお勧めします。

ここでは、次の項目について説明します。

• Interfaces > Interfaces（P.5-6）

• Add/Edit Interface > General（P.5-8）

• Add/Edit Interface > Advanced（P.5-10）

Interfaces > Interfaces
Configuration > Interfaces > Interfaces

Interfaces タブで、設定済みの VLAN インターフェイスを表示します。VLAN インターフェイスを
追加または削除できます。また、同一セキュリティ レベルのインターフェイス間の通信、または同
じインターフェイスの送受信トラフィックをイネーブルにします。

透過ファイアウォール モードでは、トラフィックが通過できるインターフェイスは 2 つだけです。

フィールド

• Name：インターフェイスの名前を表示します。

• Switch Ports：この VLAN インターフェイスに割り当てられたスイッチ ポートを示します。

• Enabled：インターフェイスがイネーブルかどうかを Yes または No で示します。

• Security Level：インターフェイスのセキュリティ レベルを 0 ～ 100 の範囲で示します。デフォ
ルトのセキュリティ レベルは 0 です。

• IP Address：IP アドレスが表示されます。透過モードの場合「native」が表示されます。透過
モードのインターフェイスは IP アドレスを使用しません。IP アドレスをコンテキストまたは
セキュリティ アプライアンスに設定するには、Management IP ペインを参照してください。

• Subnet Mask：ルーテッド モードのみ。サブネット マスクを表示します。

• Restrict Traffic Flow：このインターフェイスから他の VLAN への接続開始が制限されているか
どうかを示します。

基本ライセンスでは、このオプションを使用して制限を設定する場合、3 番目の VLAN だけを
設定できます。

たとえば、1 つの VLAN をインターネット アクセスの外部に、もう 1 つを内部ビジネス ネッ
トワークに、そして 3 番目を自宅のネットワークにそれぞれ割り当てます。自宅のネットワー
クはビジネス ネットワークにアクセスする必要がないので、自宅の VLAN で Restrict Traffic
Flow オプションを使用できます。ビジネス ネットワークは自宅のネットワークにアクセスで
きますが、その反対はできません。
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2 つの VLAN インターフェイスに名前をすでに設定している場合、必ず Restrict Traffic Flow オ
プションをイネーブルにしてから 3 番目のインターフェイスに名前を付けてください。ASA
5505 適応型セキュリティ アプライアンスの基本ライセンスでは、3 つの VLAN インターフェ
イスがフル機能を持つことは許可されていません。

（注） Security Plus ライセンスにアップグレードすれば、このオプションを削除して、このイ
ンターフェイスのフル機能を取得することができます。このオプションをイネーブルに

しておくと、アップグレード後もインターフェイスの制限はそのまま残ります。

• Backup Interface：このインターフェイスに使用されるバックアップ ISP インターフェイスを示
します。インターフェイスがダウンすると、バックアップ インターフェイスに切り替わります。

バックアップ インターフェイスは、プライマリ インターフェイスのデフォルト ルートがダウ
ンしなければ、トラフィックが通過しません。このオプションは Easy VPN で便利です。バッ
クアップ インターフェイスがプライマリになると、セキュリティ アプライアンスは新しいプ
ライマリ インターフェイスに VPN ルールを適用します。

プライマリがダウンした場合に、トラフィックがバックアップ インターフェイスを通過できる
ようにするには、プライマリとバックアップの双方のインターフェイスのデフォルト ルートを
設定して、プライマリのダウン時にバックアップ インターフェイスを使用できるようにしま
す。たとえば、2 つのデフォルト ルートを設定し、1 つは下位の管理ディスタンスのプライマ
リ インターフェイスにして、もう 1 つは上位ディスタンスのバックアップ インターフェイス
用にします。デュアル ISP サポートを設定するには、P.14-31 の「スタティック ルート トラッ
キング」を参照してください。

• VLAN：このインターフェイスの VLAN ID を示します。

• Management Only：インターフェイスにセキュリティ アプライアンスへの、管理専用のトラ
フィックを許可する場合を示します。

• MTU：MTU を表示します。デフォルトでは、MTU は 1500 です。

• Active MAC Address：アクティブな MAC アドレスを示します。Add/Edit Interface > Advanced タ
ブで手動で設定すると表示されます。

• Standby MAC Address：スタンバイ MAC アドレス（フェールオーバー用）を示します。手動で
設定すると表示されます。

• Description：説明を表示します。フェールオーバーまたはステート リンクでは、「LAN Failover
Interface」、「STATE Failover Interface」、「LAN/STATE Failover Interface」など固定の説明が表示
されます。この説明は編集できません。

• Add：インターフェイスを追加します。Easy VPN をイネーブルにしている場合、VLAN イン
ターフェイスを追加できません。

• Edit：選択したインターフェイスを編集します。フェールオーバーまたはステート リンクに割
り当てたインターフェイス（Failover: Setup タブを参照）は、このペインで編集できません。
Easy VPN をイネーブルにすると、セキュリティ レベルまたはインターフェイス名を編集でき
ません。

• Delete：選択したインターフェイスを削除します。フェールオーバーまたはステート リンクに
割り当てたインターフェイス（Failover: Setup タブを参照）は、このペインで削除できません。
Easy VPN をイネーブルにしている場合、VLAN インターフェイスを削除できません。

• Enable traffic between two or more interfaces which are configured with same security levels：セキュリ
ティ レベルが同じインターフェイス間の通信をイネーブルにします。同じセキュリティ レベ
ルを持つインターフェイス間の通信をイネーブルにした場合でも、異なるセキュリティ レベル
のインターフェイスも通常どおりに設定できます。

• Enable traffic between two or more hosts connected to the same interface：同一インターフェイスの送
受信トラフィックをイネーブルにします。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Interface > General
Configuration > Interfaces > Add/Edit Interface > General

Add/Edit Interface > General タブで、VLAN インターフェイスを追加または編集できます。

フェールオーバーにインターフェイスを使用する場合、このダイアログボックスでインターフェイ

スを設定しないでください。代わりに、Failover: Setup タブを使用します。特にインターフェイス
名は設定しないでください。設定すると、フェールオーバー リンクにインターフェイスを使用でき
なくなります。他のパラメータは無視されます。

Easy VPN をイネーブルにすると、セキュリティ レベルまたはインターフェイス名を編集できませ
ん。インターフェイスをすべて設定してから Easy VPN をイネーブルにすることをお勧めします。

フェールオーバー リンクまたはステート リンクに割り当てたインターフェイスは、Interfaces ペイ
ンで編集および削除できなくなります。ただし、ステート リンクに設定した物理インターフェイス
だけは例外で、速度および二重通信を設定できます。

フィールド

• Switch Ports：この VLAN インターフェイスにスイッチ ポートを割り当てます。

－ Available Switch Ports：すべてのスイッチ ポートを一覧表示します。他のインターフェイス
に割り当てられているものも表示されます。

－ Selected Switch Ports：このインターフェイスに割り当てられたスイッチ ポートを一覧表示
します。

－ Add：選択したスイッチ ポートをインターフェイスに追加します。次のメッセージが表示
されます。

「switchport is associated with name interface. Adding it to this interface, will remove it from name
interface. Do you want to continue?」
OK をクリックして、スイッチ ポートを追加します。

スイッチ ポートをインターフェイスに追加する場合、このメッセージは常に表示されま
す。コンフィギュレーションがない場合でも、スイッチ ポートは VLAN 1 インターフェイ
スにデフォルトで割り当てられています。

－ Remove：スイッチ ポートをインターフェイスから削除します。スイッチ ポートのデフォ
ルト VLAN インターフェイスは VLAN 1 なので、インターフェイスからスイッチ ポートを
削除すると、そのスイッチ ポートは VLAN 1 に再度割り当てられます。

• Enable Interface：インターフェイスをイネーブルにすると、トラフィックが通過できるように
なります。さらに、トラフィックがセキュリティ ポリシーに従って通過できるように、IP アド
レス（ルーテッド モードの）と名前を事前に設定する必要があります。

• Dedicate this interface to management only：インターフェイスを設定してセキュリティ アプライ
アンスへのトラフィックだけを許可します。通過トラフィックは許可しません。プライマリま

たはバックアップ ISP インターフェイスは管理専用に設定できません。

• Interface Name：インターフェイス名を 48 文字以内で設定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —



第 5章      Cisco ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンス用スイッチ ポートおよび VLAN インターフェイスの設定
VLAN インターフェイスの設定

5-9
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Security Level：セキュリティ レベルを 0（最低）～ 100（最高）の範囲で設定します。セキュ
リティ アプライアンスは、内部インターフェイスから外部インターフェイス（低いセキュリ
ティ レベル）へトラフィックを自由に流すことを許可します。他の多くのセキュリティ機能
も、それぞれのインターフェイスの相対セキュリティ レベルに影響されます。

• IP Address：ルーテッド モードのみで、IP アドレスを設定します。

－ Use Static IP：IP アドレスを手動で設定します。

IP Address：IP アドレスを設定します。
Subnet Mask：サブネット マスクを設定します。

－ Obtain Address via DHCP：DHCP から IP アドレスをダイナミックに設定します。

Obtain Default Route Using DHCP：デフォルト ルートを DHCP サーバから取得します。デ
フォルトのスタティック ルートの設定が不要になります。
Renew DHCP Lease：DHCP のリース期間を更新します。

Retry Count：4 ～ 16 の範囲で回数を設定します。セキュリティ アプライアンスは最初に送
信した DHCP 要求に応答がない場合、要求を再送信します。要求の合計送信回数は、再送
信回数と最初の送信になります。たとえば、再送信回数を 4 に設定すると、DHCP 要求が
5 回まで送信されます。
DHCP Learned Route Metric：管理ディスタンスを既知のルートに割り当てます。1 ～ 255 の
範囲の値を設定します。フィールドが空白の場合、既知のルートの管理ディスタンスは 1
になります。

Enable tracking：DHCP の既知のルートのトラッキングをイネーブルにします。

（注） ルート トラッキングは、シングル ルーテッド モードでのみ使用できます。

Track ID：ルート トラッキング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～ 500 の範囲
の値を指定できます。

Track IP Address：トラッキングの対象 IP アドレスを入力します。通常、ルートの次のホッ
プはゲートウェイ IP アドレスです。ただし、そのインターフェイスの先にネットワーク オ
ブジェクトがあれば表示されます。

SLA ID：SLA モニタリング プロセスに使用される一意の識別子です。1 ～ 2147483647 の
範囲の値を指定できます。

Monitor Options：Route Monitoring Options ダイアログボックスが開きます。Route Monitoring
Options ダイアログボックスで、トラッキングされたオブジェクトのモニタリング プロセ
スのパラメータを設定できます。

－ Use PPPoE：PPPoE で IP アドレスをダイナミックに設定します。

Group Name：グループ名を指定します。

PPPoE Username：ISP で使用できるユーザ名を指定します。
PPPoE Password：ISP で使用できるパスワードを指定します。
Confirm Password：ISP で使用できるパスワードを指定します。
PPP Authentication：PAP、CHAP、MSCHAP から選択します。PAP は認証時にクリアテキ
ストのユーザ名とパスワードを渡すため、セキュアではありません。CHAP では、サーバ
のチャレンジに対して、クライアントは暗号化された「チャレンジとパスワード」および
クリアテキストのユーザ名を返します。CHAP は PAP よりセキュアですが、データを暗号
化しません。MSCHAP は CHAP に似ていますが、サーバが CHAP のようにクリア テキス
ト パスワードを扱うことがなく、暗号化されたパスワードだけを保存、比較するため、
CHAP よりセキュアです。また、MSCHAP では MPPE によるデータの暗号化のための鍵を
生成します。
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Store Username and Password in Local Flash：ユーザ名とパスワードを、セキュリティ アプラ
イアンス上の NVRAM の特定の場所に保存します。Auto Update Server が clear config コマ
ンドをセキュリティ アプライアンスに送信して、接続が中断されると、セキュリティ アプ
ライアンスは NVRAM からユーザ名とパスワードを読み取り、アクセス コンセントレータ
に対して再度認証します。

IP Address and Route Settings：PPPoE IP Address and Route Settings ダイアログボックスが表
示され、アドレッシングおよびトラッキングのオプションを選択できます。P.4-12 の
「PPPoE IP Address and Route Settings」を参照してください。

• Description：（オプション）240 文字以内で入力します。1 行で入力し、改行はできません。マ
ルチコンテキスト モードでは、システムの説明はコンテキストの説明に依存しません。フェー
ルオーバーまたはステート リンクでは、「LAN Failover Interface」、「STATE Failover Interface」、
「LAN/STATE Failover Interface」など固定の説明が表示されます。この説明は編集できません。
このインターフェイスをフェールオーバーまたはステート リンクに設定すると、入力した説明
は固定の説明に上書きされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Interface > Advanced
Configuration > Interfaces > Add/Edit Interface > Advanced

Add/Edit Interface > Advanced タブで、MTU、VLAN ID、MAC アドレスなどのオプションを設定で
きます。

フィールド

• MTU：300 ～ 65,535 バイトの範囲で MTU を設定します。デフォルトは 1500 バイトです。マル
チコンテキスト モードでは、MTU をコンテキスト コンフィギュレーションに設定します。

• VLAN ID：このインターフェイスの VLAN ID を 1 ～ 1001 の範囲で設定します。VLAN ID を
割り当てない場合、ASDM によりランダムな値が割り当てられます。

• Mac Address Cloning：MAC アドレスを手動で割り当てます。

ルーテッド モードではデフォルトで、すべての VLAN が同じ MAC アドレスを使用します。透
過モードでは、VLAN は固有の MAC アドレスを使用します。スイッチに必要な場合、または
アクセス コントロールの目的で、固有の VLAN を設定したり、生成された VLAN を変更した
りすることができます。

－ Active Mac Address：MAC アドレスを H.H.H 形式でインターフェイスに割り当てます。H
は 16 ビットの 16 進数です。たとえば、MAC  アドレス 00-0C-F1-42-4C-DE は、
000C.F142.4CDE と入力します。

－ Standby Mac Address：フェールオーバーで使用する場合は、スタンバイ MAC アドレスを
設定します。アクティブ装置がフェールオーバーし、スタンバイ装置がアクティブになる

と、新たなアクティブ装置はアクティブ MAC アドレスを使用して、ネットワークの中断
を最小限に抑え、元のアクティブ装置はスタンバイ アドレスを使用します。

• Block Traffic：この VLAN インターフェイスから別の VLAN への接続開始を制限します。

基本ライセンスでは、このオプションを使用して制限を設定する場合、3 番目の VLAN だけを
設定できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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たとえば、1 つの VLAN をインターネット アクセスの外部に、もう 1 つを内部ビジネス ネッ
トワークに、そして 3 番目を自宅のネットワークにそれぞれ割り当てます。自宅のネットワー
クはビジネス ネットワークにアクセスする必要がないので、自宅の VLAN で Restrict Traffic
Flow オプションを使用できます。ビジネス ネットワークは自宅のネットワークにアクセスで
きますが、その反対はできません。

2 つの VLAN インターフェイスに名前をすでに設定している場合、必ず Restrict Traffic Flow オ
プションをイネーブルにしてから 3 番目のインターフェイスに名前を付けてください。ASA
5505 適応型セキュリティ アプライアンスの基本ライセンスでは、3 つの VLAN インターフェ
イスがフル機能を持つことは許可されていません。したがって、インターフェイスを設定でき

ません。

（注） Security Plus ライセンスにアップグレードすれば、このオプションを削除して、このイ
ンターフェイスのフル機能を取得することができます。このオプションをイネーブルに

しておくと、アップグレード後もインターフェイスの制限はそのまま残ります。

－ Block Traffic from this Interface to：VLAN ID をリストから選択します。

• Select Backup Interface：このインターフェイスに使用されるバックアップ ISP インターフェイ
スを示します。インターフェイスがダウンすると、バックアップ インターフェイスに切り替わ
ります。バックアップ インターフェイスは、プライマリ インターフェイスのデフォルト ルー
トがダウンしなければ、トラフィックが通過しません。このオプションは Easy VPN で便利で
す。バックアップ インターフェイスがプライマリになると、セキュリティ アプライアンスは
新しいプライマリ インターフェイスに VPN ルールを適用します。

プライマリがダウンした場合に、トラフィックがバックアップ インターフェイスを通過できる
ようにするには、プライマリとバックアップの双方のインターフェイスのデフォルト ルートを
設定して、プライマリのダウン時にバックアップ インターフェイスを使用できるようにしま
す。たとえば、2 つのデフォルト ルートを設定し、1 つは下位の管理ディスタンスのプライマ
リ インターフェイスにして、もう 1 つは上位ディスタンスのバックアップ インターフェイス
用にします。デュアル ISP サポートを設定するには、P.14-31 の「スタティック ルート トラッ
キング」を参照してください。

－ Backup Interface：VLAN ID をリストから選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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スイッチ ポートの設定
この項では、フェールオーバーを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• Interfaces > Switch Ports（P.5-12）

• Edit Switch Port（P.5-13）

注意 ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスは、ネットワーク内のループ検索用のスパニング ツ
リー プロトコルをサポートしていません。したがって、適応型セキュリティ アプライアンスとの
すべての接続は、ネットワーク ループ内で終わらないようにする必要があります。

Interfaces > Switch Ports
Configuration > Interfaces > Switch Ports

Switch Ports タブで、スイッチ ポートのパラメータを表示します。

フィールド

• Switch Port：セキュリティ アプライアンスのスイッチ ポートを一覧表示します。

• Enabled：スイッチ ポートがイネーブルかどうかを Yes または No で示します。

• Associated VLANs：スイッチ ポートが割り当てられている VLAN インターフェイスを一覧表示
します。トランク スイッチ ポートは複数の VLAN に割り当てることができます。

• Associated Interface Names：VLAN インターフェイスの名前を一覧表示します。

• Mode：モードは Access または Trunk です。Access ポートは 1 つの VLAN に割り当てられます。
Trunk ポートは、802.1Q タグ付けを使用して複数の VLAN を処理できます。トランク モード
は、Security Plus ライセンスでのみご利用いただけます。

• Protected：スイッチ ポートが保護されているかどうかを Yes または No で示します。このオプ
ションを指定すると、同じ VLAN 上の他のスイッチ ポートと通信できなくなります。スイッ
チ ポート間で相互通信するのを防ぐのは、スイッチ ポート上のデバイスが主に他の VLAN か
らアクセスされ、VLAN 内のアクセスを許可する必要がなく、感染やセキュリティ違反が発生
した際に、個々のデバイスを相互に孤立させる場合です。たとえば、3 つの Web サーバをホス
ティングする DMZ の場合、Protected オプションを各スイッチ ポートに設定すると、Web サー
バを相互に孤立させることができます。内部および外部ネットワークは 3 つの Web サーバと通
信でき、またその逆も可能ですが、Web サーバどうしが通信することができません。

• Edit：スイッチ ポートを編集します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Edit Switch Port
Configuration > Interfaces > Switch Ports > Edit Switch Port

Edit Switch Port ダイアログボックスで、モードの設定、VLAN へのスイッチ ポート割り当て、
Protected オプションの設定ができます。

フィールド

• Switch Port：表示のみ。選択したスイッチ ポートの ID を示します。

• Enable Switch Port：このスイッチ ポートをイネーブルにします。

• Mode and VLAN IDs：モードと割り当てた VLAN を設定します。

－ Access VLAN ID：モードを access モードに設定します。このスイッチ ポートに割り当てる
VLAN ID を入力します。デフォルトでは、VLAN ID を Interfaces > Interfaces で設定した
VLAN インターフェイス コンフィギュレーションから取得します。VLAN の割り当てはこ
のダイアログボックスで変更できます。変更を適用する場合、必ず Interfaces > Interfaces タ
ブの新しい情報で更新してください。まだ追加していない VLAN を指定する場合、このダ
イアログではなく、VLAN を Interfaces > Interfaces タブから追加し、スイッチ ポートを
Add/Edit Interface > General タブで指定することをお勧めします。どちらの場合も、VLAN
を Interfaces > Interfaces タブで追加してからスイッチ ポートを割り当てる必要があります。

－ Trunk VLAN IDs：モードを、802.1Q タグ付けを使用する trunk モードに設定します。トラ
ンク モードは、Security Plus ライセンスでのみご利用いただけます。このスイッチ ポート
に割り当てる VLAN ID をカンマで区切って入力します。トランク ポートはタグのないパ
ケットをサポートしていません。ネイティブの VLAN のサポートはなく、このコマンドに
特定のタグが指定されていないパケットをすべてドロップします。VLAN を設定済みの場
合、変更を適用すると、Interfaces > Interfaces タブでそれぞれの VLAN に追加されたこのス
イッチ ポートを確認できます。まだ追加していない VLAN を指定する場合、このダイアロ
グではなく、VLAN を Interfaces > Interfaces タブから追加し、スイッチ ポートを Add/Edit
Interface > General タブで指定することをお勧めします。どちらの場合も、VLAN を Interfaces
> Interfaces タブで追加してからスイッチ ポートを割り当てる必要があります。

• Isolated：このオプションを指定すると、スイッチ ポートは他の保護されたスイッチ ポートと
同じ VLAN 上で通信できなくなります。スイッチ ポート間で相互通信するのを防ぐのは、ス
イッチ ポート上のデバイスが主に他の VLAN からアクセスされ、VLAN 内のアクセスを許可
する必要がなく、感染やセキュリティ違反が発生した際に、個々のデバイスを相互に孤立させ

る場合です。たとえば、3 つの Web サーバをホスティングする DMZ の場合、Protected オプショ
ンを各スイッチ ポートに設定すると、Web サーバを相互に孤立させることができます。内部お
よび外部ネットワークは 3 つの Web サーバと通信でき、またその逆も可能ですが、Web サー
バどうしが通信することができません。

－ Isolated：このスイッチ ポートを保護されたポートに設定します。

• Duplex：インターフェイスの二重通信オプションを一覧表示します。Full、Half、Auto があり
ます。Auto 設定がデフォルトです。PoE ポート イーサネット 0/6 または 0/7 の auto 以外のもの
に二重通信を設定すると、IEEE 802.3af をサポートしていない Cisco IP Phone およびシスコの無
線アクセス ポイントは検出されず、電源も供給されません。

• Speed：Auto 設定がデフォルトです。PoE ポート イーサネット 0/6 または 0/7 の auto 以外のも
のに速度を設定すると、IEEE 802.3af をサポートしていない Cisco IP Phone およびシスコの無線
アクセス ポイントは検出されず、電源も供給されません。デフォルトの Auto 設定には 
Auto-MDI/MDIX 機能も含まれています。Auto-MDI/MDIX は、自動ネゴシエーション フェーズ
でストレート ケーブルが検出されると、内部クロスオーバーを実行して、クロス ケーブルに
よる接続を不要にします。インターフェイスで Auto-MDI/MDIX をイネーブルにするには、速
度または二重通信のいずれかを Auto に設定する必要があります。速度と二重通信の両方に固
定値を明示的に設定して、両方の設定に関する自動ネゴシエーションをディセーブルにする

と、Auto-MDI/MDIX もディセーブルになります。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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6

グローバル オブジェクト

Global Objects ペインでは、セキュリティ アプライアンスにポリシーを組み込む際に不可欠な再利
用コンポーネントの設定、表示、修正がすべてできます。たとえば、セキュリティ ポリシーの対象
ホストやネットワークを定義すると、ホストやネットワークを選択するだけで機能を適用でき、適

用対象を何度も定義する必要がなくなります。そのため、時間を短縮できると同時に、一貫性のあ

るセキュリティ ポリシーを高い精度で実現できます。ホストやネットワークの追加、削除が必要な
場合、Global Objects ペインを利用して 1 箇所から変更できます。

この章には、次の項があります。

• ネットワーク オブジェクト グループの設定（P.6-2）

• IP 名の設定（P.6-5）

• サービス グループの設定（P.6-7）

• クラスマップの設定（P.6-10）

• 検査マップの設定（P.6-30）

• 正規表現の設定（P.6-100）

• TCP Maps（P.6-106）

• 時間範囲の設定（P.6-108）
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ネットワーク オブジェクト グループの設定
この項では、ネットワーク オブジェクト グループを設定する方法について説明します。次の項目
を取り上げます。

• Network Object Groups（P.6-2）

• Add/Edit Network Object Group（P.6-3）

• Browse Address（P.6-4）

Network Object Groups
Configuration > Global Objects > Network Object Groups

Network Object Groups ペインで、ネットワーク オブジェクト グループを定義します。ネットワーク
オブジェクト グループに、ホストおよびネットワークの IP アドレスをあらかじめ定義しておくと、
以後の設定がスムーズになります。アクセスリストや AAA ルールなどのセキュリティ ポリシーを
設定するだけで、手動で入力する代わりに事前定義済みのアドレスをクリックすることができま

す。複数のホストやネットワークをグループ化しておくと、アドレス グループにルールを簡単に適
用できます。

ネットワーク オブジェクト グループは、1 つ以上の IP アドレス オブジェクトで構成されています。
IP アドレス オブジェクトは、ホストの場合とサブネットの場合があります。ネットワーク オブジェ
クト グループは、IP アドレス オブジェクトを手動で追加して作成します。また、IP アドレス オブ
ジェクトを、アクセスリストまたは AAA ルールなど他のコンフィギュレーションから取得してグ
ループに追加する方法もあります。

複数のネットワーク オブジェクト グループをネストして「グループのグループ」にすると、単一
のグループとして参照できます。

ネットワーク オブジェクト グループは、IP アドレスやネットワークを識別する必要がある、ほと
んどのコンフィギュレーションで使用できます。NAT ルールやセキュリティ ポリシー ルールの設
定時は、ASDM ウィンドウの右側のサイド ペインにも IP アドレス オブジェクト、ネットワーク オ
ブジェクト グループなど使用可能なグローバル オブジェクトが表示されます。このサイド ペイン
から直接オブジェクトを追加、編集、削除できます。

フィールド

• Add：ネットワーク オブジェクト グループを追加します。

• Edit：ネットワーク オブジェクト グループを編集します。

• Delete：ネットワーク オブジェクト グループを削除します。ネットワーク オブジェクト グルー
プを削除すると、使用されているすべてのネットワーク オブジェクト グループから削除され
ます。アクセス ルールで使用されているネットワーク オブジェクト グループは、削除しない
でください。アクセス ルールで使用されているネットワーク オブジェクト グループを空にす
ることはできません。

• Find：表示されているネットワーク オブジェクト グループと IP アドレスをフィルタし、一致
するものだけを表示します。Find をクリックすると、Filter field が表示されます。もう一度 Find
をクリックすると、Filter フィールドは非表示になります。

－ Filter フィールド：名前やネットワーク オブジェクト グループに含まれる IP アドレスを入
力します。 ワイルドカード文字としてアスタリスク（*）や疑問符（?）を使用できます。

－ Filter：フィルタを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。
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• Name：ネットワーク オブジェクト グループの名前を示します。名前の隣にあるプラス（+）ア
イコンをクリックすると、オブジェクト グループが展開され、IP アドレスを確認できます。マ
イナス（-）アイコンをクリックすると、ネットワーク オブジェクト グループが折りたたまれ
ます。

• IP Address：ネットワーク オブジェクト グループを展開すると IP アドレスが表示されます。

• Netmask：ネットワーク オブジェクト グループを展開するとサブネット マスクが表示されます。

• Description：ネットワーク オブジェクト グループの説明を示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Network Object Group
Configuration > Global Objects > Network Object Groups > Add/Edit Network Object Group

Add/Edit Network Object Group で、ネットワーク オブジェクト グループに IP アドレスや既存のネッ
トワーク オブジェクト グループを割り当てます。

フィールド

• Group Name：グループ名を 64 文字以内で入力します。 重複するオブジェクト グループ名は指
定できません。ネットワーク オブジェクト グループの名前にサービス グループで使用した名
前は使用できません。

• Description：ネットワーク オブジェクト グループの説明を 200 文字以内で入力します。

• Members Not in Group：IP アドレスおよびネットワーク オブジェクト グループを現在のネット
ワーク オブジェクト グループに割り当てます。

－ Existing Address：定義済みの IP アドレスおよびネットワーク オブジェクト グループから
選択できます。既存の IP アドレス オブジェクトを、アクセス ルールや AAA ルールなどの
コンフィギュレーションから取得できます。

Name：定義されている IP アドレスとネットワーク オブジェクト グループを一覧表示しま
す。

－ New Address：新規の IP アドレスを追加できます。

IP Address：IP アドレスを入力します。
Netmask：IP アドレスのサブネット マスクを入力します。

• Members in Group：ネットワーク オブジェクト グループにすでに追加されている IP アドレス
およびネットワーク オブジェクト グループを示します。

• Add：選択した IP アドレスをネットワーク オブジェクト グループに追加します。

• Remove：選択した IP アドレスをネットワーク オブジェクト グループから削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Browse Address
（複数の表示パスがあります。）

Browse Address ダイアログボックスで、IP アドレス オブジェクト、IP 名、ネットワーク オブジェ
クト グループを選択します。このダイアログボックスはさまざまなコンフィギュレーション画面で
使用され、その時のタスクに該当する名前で表示されます。たとえば、Add/Edit Access Rule ダイア
ログボックスの場合、このダイアログボックス名は「Browse Source Address」または「Browse
Destination Address」になります。

フィールド

• Add：ネットワーク オブジェクト グループや IP 名を追加します。

• Edit：選択したネットワーク オブジェクト グループや IP 名を編集できます。

• Delete：選択したネットワーク オブジェクト グループや IP 名を削除します。

• Find：表示されている名前や IP アドレスをフィルタし、一致するものだけを表示します。Find
をクリックすると、Filter フィールドが表示されます。もう一度 Find をクリックすると、Filter
フィールドは非表示になります。

－ Filter フィールド：名前やネットワーク オブジェクト グループに含まれる IP アドレスを入
力します。ワイルドカード文字としてアスタリスク（*）と疑問符（?）を使用できます。

－ Filter：フィルタを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

• Type：IP Address Objects、IP Names、Network Object Groups など、表示するオブジェクト タイ
プを選択できます。 オブジェクトをすべて表示するには、All を選択します。

• Name：オブジェクト名を示します。IP アドレス オブジェクトの場合は、IP アドレスが名前に
なります。ただし、IP アドレス オブジェクトが「any」の場合は例外です。アイテムの名前の
隣にあるプラス（+）アイコンをクリックすると、アイテムが展開されます。マイナス（-）ア
イコンをクリックすると、アイテムが折りたたまれます。

• IP Address：IP アドレスを示します。

• Netmask：サブネット マスクを示します。

• Description：説明を示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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IP 名の設定
この項では、ホスト IP アドレスと名前を関連付ける方法について説明します。次の項目を取り上
げます。

• IP Names（P.6-5）

• Add/Edit IP Name（P.6-6）

IP Names
Configuration > Global Objects > IP Names

ASDM ではホスト IP アドレスに名前を関連付けることができます。したがって、コンフィギュレー
ションでは IP アドレスでなく名前を使用できます。IP アドレスはいつでも変更でき、変更によっ
てコンフィギュレーションに問題は起きることはありません。セキュリティ アプライアンスでは、
ほとんどの機能が DNS をサポートしていませんが、この方法で同様のことができます。

フィールド

• Add：IP 名を追加します。

• Edit：IP 名を編集します。

• Delete：IP 名を削除します。

• Find：表示されている名前や IP アドレスをフィルタし、一致するものだけを表示します。Find
をクリックすると、Filter フィールドが表示されます。もう一度 Find をクリックすると、Filter
フィールドは非表示になります。

－ Filter フィールド：名前または IP アドレスを入力します。ワイルドカード文字としてアス
タリスク（*）と疑問符（?）を使用できます。

－ Filter：フィルタを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

• Name：名前を示します。

• IP Address：IP アドレスを示します。

• Description：説明を示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit IP Name
Configuration > Global Objects > IP Names > Add IP Name

Add/Edit IP Name ダイアログボックスで、IP アドレスと名前を関連付けます。

フィールド

• Name：IP アドレスに関連付ける名前を入力します。使用できる文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～
9、ダッシュ（-）、およびアンダースコア（_）です。63 文字以内で指定します。なお、名前の
先頭に数字は使用できません。

• IP Address：IP アドレスを入力します。

• Description：説明を 200 文字以内で入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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サービス グループの設定
この項では、サービス グループを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• Service Groups（P.6-7）

• Add/Edit Service Group（P.6-8）

• Browse Service Groups（P.6-9）

Service Groups
Configuration > Global Objects > Service Groups

Service Groups ペインで、指定したグループに複数のサービスを関連付けます。次のタイプのサー
ビス グループを作成できます。

• TCP ポート

• UDP ポート

• TCP-UDP ポート

• ICMP タイプ

• IP プロトコル

複数のサービス グループをネストして「グループのグループ」にすると、単一のグループとして参
照できます。

サービス グループは、ポート、ICMP タイプ、プロトコルを識別する必要がある、ほとんどのコン
フィギュレーションで使用できます。NAT ルールやセキュリティ ポリシー ルールの設定時に、
ASDM ウィンドウの右側のサイド ペインにもサービス グループなど使用可能なグローバル オブ
ジェクトが表示されます。このサイド ペインから直接オブジェクトを追加、編集、削除できます。

フィールド

• Add：サービス グループを追加します。 追加するサービス グループのタイプをドロップダウン
リストから選択します。

• Edit：サービス グループを編集します。

• Delete：サービス グループを削除します。サービス グループを削除すると、使用されているす
べてのサービス グループから削除されます。アクセス ルールで使用しているサービス グルー
プは、削除しないでください。アクセス ルールで使用されているサービス グループを空にす
ることはできません。

• Find：フィルタして名前が一致するものだけを表示します。Find をクリックすると、Filter フィー
ルドが表示されます。もう一度 Find をクリックすると、Filter フィールドは非表示になります。

－ Filter フィールド：サービス グループの名前を入力します。ワイルドカード文字としてア
スタリスク（*）と疑問符（?）を使用できます。

－ Filter：フィルタを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

• Type：TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、Protocol など、表示するサービス グループのタイプを選
択できます。サービス グループをすべて表示するには、All を選択します。

• Name：サービス グループ名を一覧表示します。名前の隣にあるプラス（+）アイコンをクリッ
クすると、サービス グループが展開され、サービスを確認できます。マイナス（-）アイコン
をクリックすると、サービス グループが折りたたまれます。

• Description：サービス グループの説明を一覧表示します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Service Group
Configuration > Global Objects > Service Groups > Add/Edit Service Group

Add/Edit Service Group ダイアログボックスで、サービスをサービス グループに割り当てます。この
ダイアログボックス名は追加するサービス グループのタイプと同じ名前になります。たとえば、追
加するサービス グループが TCP の場合、ダイアログボックス名は「Add/Edit TCP Service Group」に
なります。

フィールド

• Group Name：グループ名を 64 文字以内で入力します。重複するオブジェクト グループ名は指
定できません。サービス グループの名前にネットワーク オブジェクト グループで使用した名
前は使用できません。

• Description：サービス グループの説明を 200 文字以内で入力します。

• Members Not in Group：サービス グループに追加可能なアイテムです。

－ Service/Service Group, ICMP Type/ICMP Group, or Protocol/Protocol Group：このテーブルのタ
イトルは、追加するサービス グループのタイプによって異なります。定義済みのサービス
グループから選択するか、よく使用されるポート、タイプ、プロトコルの名前のリストか

ら選択します。

Name：定義済みのサービス グループ、およびよく使用されるポート、タイプ、プロトコ
ルを一覧表示します。

－ Port #, ICMP #, or Protocol #：このテーブルのタイトルは、追加するサービス グループ タイ
プによって異なります。アイテムを新規追加するには、番号または名前を入力します。サー

ビス グループが TCP、UDP、TCP-UDP の場合は、ポート番号の範囲を入力できます。

• Members in Group：サービス グループに追加済みのアイテムを示します。

• Add：選択したアイテムをサービス グループに追加します。

• Remove：選択したアイテムをサービス グループから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Browse Service Groups
（複数の表示パスがあります。）

Browse Service Groups ダイアログボックスで、サービス グループを選択します。このダイアログ
ボックスはさまざまなコンフィギュレーション画面で使用され、その時のタスクに該当する名前で

表示されます。たとえば、Add/Edit Access Rule ダイアログボックスの場合、このダイアログボック
ス名は「Browse Source Port」または「Browse Destination Port」になります。

フィールド

• Add：サービス グループを追加します。

• Edit：選択したサービス グループを編集します。

• Delete：選択したサービス グループを削除します。

• Find：フィルタして名前が一致するものだけを表示します。Find をクリックすると、Filter フィー
ルドが表示されます。もう一度 Find をクリックすると、Filter フィールドは非表示になります。

－ Filter フィールド：サービス グループの名前を入力します。ワイルドカード文字としてア
スタリスク（*）と疑問符（?）を使用できます。

－ Filter：フィルタを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

• Type：TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、Protocol など、表示するサービス グループのタイプを選
択できます。タイプをすべて表示するには、All を選択します。通常、ルールのタイプを設定
する場合、使用できるサービス グループのタイプは 1 つだけです。TCP のアクセス ルールに
UDP のサービス グループは選択できません。

• Name：サービス グループ名を示します。 アイテムの名前の隣にあるプラス（+）アイコンをク
リックすると、アイテムが展開されます。マイナス（-）アイコンをクリックすると、アイテム
が折りたたまれます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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クラスマップの設定

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックを、URL 文字列などアプリケーション固有
の基準と照合します。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルに

します。クラスマップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違

いは、クラスマップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。

検査クラスマップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

この項では、検査クラスマップを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• DNS Class Map（P.6-10）

• FTP Class Map（P.6-14）

• H.323 Class Map（P.6-16）

• HTTP Class Map（P.6-19）

• IM Class Map（P.6-23）

• SIP Class Map（P.6-26）

DNS Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > DNS

DNS Class Map パネルで、DNS 検査のクラスマップを設定します。 

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。検査クラス

マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

フィールド

• Name：DNS クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：DNS クラスマップの基準を示します。

－ Value：DNS クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：DNS クラスマップの照合条件を追加します。

• Edit：DNS クラスマップの照合条件を編集します。

• Delete：DNS クラスマップの照合条件を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit DNS Traffic Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > DNS > Add/Edit DNS Traffic Class Map

Add/Edit DNS Traffic Class Map ダイアログボックスで、DNS クラスマップを定義します。

フィールド

• Name：DNS クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：DNS クラスマップの説明を入力します。

• Add：DNS クラスマップを追加します。

• Edit：DNS クラスマップを編集します。

• Delete：DNS クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit DNS Match Criterion
Configuration > Global Objects > Class Maps > DNS > Add/Edit DNS Traffic Class Map > Add/Edit
DNS Match Criterion

Add/Edit DNS Match Criterion ダイアログボックスで、DNS クラスマップの照合基準と値を定義しま
す。

フィールド

• Match Type：基準に一致したトラフィックをクラスマップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：DNS トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Header Flag：ヘッダーの DNS フラグを照合します。

－ Type：DNS クエリーまたはリソース レコードのタイプを照合します。

－ Class：DNS クエリーまたはリソース レコードのクラスを照合します。

－ Question：DNS の問い合せを照合します。

－ Resource Record：DNS リソース レコードを照合します。

－ Domain Name：DNS クエリーやリソース レコードのドメイン名を照合します。

• Header Flag Criterion Values：DNS ヘッダー フラグの照合値の詳細を指定します。

－ Match Option：完全一致または全ビット一致（ビット マスク一致）のどちらかを指定します。

－ Match Value：ヘッダー フラグについて名前と値のどちらを照合するか指定します。

Header Flag Name：照合するヘッダー フラグ名を 1 つ以上選択できます。
AA（authoritative answer）、QR（query）、RA（recursion available）、RD（recursion denied）、
TC（truncation）のフラグ ビットがあります。
Header Flag Value：任意の 16 ビットの値を 16 進数で入力して照合できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Type Criterion Values：DNS タイプの照合値の詳細を指定します。

－ DNS Type Field Name：選択する DNS タイプを一覧表示します。

A：IPv4 アドレス

NS：信頼できるネーム サーバ
CNAME：正規名
SOA：信頼ゾーンの開始
TSIG：トランザクション シグニチャ
IXFR：差分（ゾーン）転送
AXFR：完全（ゾーン）転送

－ DNS Type Field Value：DNS タイプ フィールドについて値と範囲のどちらを照合するか指
定します。

Value：0 ～ 65535 の範囲の値を入力して照合できます。
Range：範囲を入力して照合します。両方とも 0 ～ 65535 の範囲の値を指定します。

• Class Criterion Values：DNS クラスの照合値の詳細を指定します。

－ DNS Class Field Name：インターネットで照合する DNS クラス フィールド名を指定します。

－ DNS Class Field Value：DNS クラス フィールドについて値と範囲のどちらを照合するか指
定します。

Value：0 ～ 65535 の範囲の値を入力して照合できます。
Range：範囲を入力して照合します。両方とも 0 ～ 65535 の範囲の値を指定します。

• Question Criterion Values：DNS の問い合せセクションの照合方法を指定します。

• Resource Record Criterion Values：DNS リソース レコードのセクションの照合方法を指定します。

－ Resource Record：照合対象セクションを一覧表示します。

Additional：DNS 追加リソース レコード
Answer：DNS 応答リソース レコード
Authority：DNS 認証リソース レコード

• Domain Name Criterion Values：DNS ドメイン名の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行いま
す。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Manage Regular Expressions
Configuration > Global Objects > Class Maps > DNS > Add/Edit DNS Traffic Class Map > Add/Edit 
DNS Match Criterion > Manage Regular Expressions

Manage Regular Expressions ダイアログボックスで Regular Expressionsを設定し、パターン照合で使
用できます。「_default」で始まる正規表現はデフォルトの正規表現です。変更または削除はできま
せん。

フィールド

• Name：正規表現の名前を示します。

• Value：正規表現の定義値を示します。

• Add：正規表現を追加します。

• Edit：正規表現を編集します。

• Delete：正規表現を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Manage Regular Expression Class Maps
Configuration > Global Objects > Class Maps > DNS > Add/Edit DNS Traffic Class Map > Add/Edit
DNS Match Criterion > Manage Regular Expression Class Maps

Manage Regular Expression Class Maps ダイアログボックスで、正規表現クラスマップを設定します。
詳細については、「Regular Expressions」を参照してください。

フィールド

• Name：正規表現クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップの照合タイプと正規表現を示します。

－ Match Type：照合タイプを示します。正規表現の場合、常に基準の肯定一致タイプ（等号
（=）を表示したアイコン）になります。また、検査クラスマップで否定一致（赤丸を表示
したアイコン）の作成もできます。クラスマップに正規表現が複数ある場合は、照合タイ

プ アイコンの隣にそれぞれ「OR」を表示し、「match any」クラスマップになっていること
を示します。正規表現のいずれか 1 つと一致するだけで、トラフィックがクラスマップに
一致します。

－ Regular Expression：クラス マップごとに登録されている正規表現を一覧表示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：正規表現クラスマップを追加します。

• Edit：正規表現クラスマップを編集します。

• Delete：正規表現クラスマップを削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

FTP Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > FTP

FTP Class Map パネルで FTP 検査のクラスマップを設定します。

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。検査クラス

マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

フィールド

• Name：FTP クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：FTP クラスマップの基準を示します。

－ Value：FTP クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：FTP クラスマップを追加します。

• Edit：FTP クラスマップを編集します。

• Delete：FTP クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit FTP Traffic Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > FTP > Add/Edit FTP Traffic Class Map

Add/Edit FTP Traffic Class Map ダイアログボックスで、FTP クラスマップを定義します。

フィールド

• Name：FTP クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Description：FTP クラスマップの説明を入力します。

• Add：FTP クラスマップを追加します。

• Edit：FTP クラスマップを編集します。

• Delete：FTP クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit FTP Match Criterion
Configuration > Global Objects > Class Maps > FTP > Add/Edit FTP Traffic Class Map > Add/Edit FTP
Match Criterion

Add/Edit FTP Match Criterion ダイアログボックスで、FTP クラスマップの照合基準と値を定義しま
す。

フィールド

• Match Type：基準に一致したトラフィックをクラスマップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：FTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Request-Command：FTP 要求コマンドを照合します。

－ File Name：FTP 転送のファイル名を照合します。

－ File Type：FTP 転送のファイル タイプを照合します。

－ Server：FTP サーバを照合します。

－ User Name：FTP ユーザを照合します。

• Request-Command Criterion Values：FTP 要求コマンドの照合値の詳細を指定します。

－ Request Command：照合する要求コマンドを 1 つ以上選択できます。

APPE：ファイルに追加します。
CDUP：現在のディレクトリから親ディレクトリへ移動します。
DELE：サーバ サイトのファイルを削除します。
GET：retr（retrieve a file）コマンドの FTP クライアント コマンドです。
HELP：サーバのヘルプ情報です。

MKD：ディレクトリを作成します。
PUT：stor（store a file）コマンドの FTP クライアント コマンドです。
RMD：ディレクトリを削除します。
RNFR：この名前からリネームします。
RNTO：この名前にリネームします。
SITE：サーバ固有のコマンドを指定します。

STOU：ファイルに一意の名前をつけて保存します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• File Name Criterion Values：FTP 転送のファイル名の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• File Type Criterion Values：FTP 転送のファイル タイプの照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Server Criterion Values：FTP サーバの照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• User Name Criterion Values：FTP ユーザの照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

H.323 Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > H.323

H.323 Class Map パネルで H.323 検査のクラスマップを設定します。

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。検査クラス

マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

フィールド

• Name：H.323 クラスマップの名前を示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：H.323 クラスマップの基準を示します。

－ Value：H.323 クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：H.323 クラスマップを追加します。

• Edit：H.323 クラスマップを編集します。

• Delete：H.323 クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit H.323 Traffic Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > H.323 > Add/Edit H.323 Traffic Class Map

Add/Edit H.323 Traffic Class Map ダイアログボックスで、H.323 クラスマップを定義します。

フィールド

• Name：H.323 クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：H.323 クラスマップの説明を入力します。

• Add：H.323 クラスマップを追加します。

• Edit：H.323 クラスマップを編集します。

• Delete：H.323 クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit H.323 Match Criterion
Configuration > Global Objects > Class Maps > H.323 > Add/Edit H.323 Traffic Class Map > Add/Edit
H.323 Match Criterion

Add/Edit H.323 Match Criterion ダイアログボックスで、H.323 クラスマップの照合基準と値を定義し
ます。

フィールド

• Match Type：基準に一致したトラフィックをクラスマップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：H.323 トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Called Party：受信側を照合します。

－ Calling Party：発信元を照合します。

－ Media Type：メディア タイプを照合します。

• Called Party Criterion Values：H.323 受信側の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Calling Party Criterion Values：H.323 発信元の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Media Type Criterion Values：照合するメディア タイプを指定します。

－ Audio：音声タイプを照合します。

－ Video：ビデオ タイプを照合します。

－ Data：データ タイプを照合します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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HTTP Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > HTTP

HTTP Class Map パネルで HTTP 検査のクラスマップを設定します。

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。検査クラス

マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

フィールド

• Name：HTTP クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：HTTP クラスマップの基準を示します。

－ Value：HTTP クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：HTTP クラスマップを追加します。

• Edit：HTTP クラスマップを編集します。

• Delete：HTTP クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit HTTP Traffic Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > HTTP > Add/Edit HTTP Traffic Class Map

Add/Edit HTTP Traffic Class Map ダイアログボックスで、HTTP クラスマップを定義します。

フィールド

• Name：HTTP クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：HTTP クラスマップの説明を入力します。

• Add：HTTP クラスマップを追加します。

• Edit：HTTP クラスマップを編集します。

• Delete：HTTP クラスマップを削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit HTTP Match Criterion
Configuration > Global Objects > Class Maps > HTTP > Add/Edit HTTP Traffic Class Map > Add/Edit 
HTTP Match Criterion

Add/Edit HTTP Match Criterion ダイアログボックスで、HTTP クラスマップの照合基準と値を定義し
ます。

フィールド

• Match Type：基準に一致したトラフィックをクラスマップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：HTTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Request/Response Content Type Mismatch：応答のコンテンツ タイプを、要求の accept フィー
ルドの MIME タイプの 1 つに一致させるかどうかを指定します。

－ Request Arguments：要求の引数を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request Body Length：要求の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

Greater Than Length：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Request Body：要求の本文を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request Header Field Count：要求ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照合
します。

Predefined：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、content-range、
content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、if-modified-since、if-none-match、
if-range、if-unmodified-since、last-modified、max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、
referer、te、trailer、transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Count：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。

－ Request Header Field Length：要求ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがある
場合、正規表現で照合します。

Predefined：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、content-range、
content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、if-modified-since、if-none-match、
if-range、if-unmodified-since、last-modified、max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、
referer、te、trailer、transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Length：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Request Header Field：要求ヘッダーを正規表現で照合します。

Predefined：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、content-range、
content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、if-modified-since、if-none-match、
if-range、if-unmodified-since、last-modified、max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、
referer、te、trailer、transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request Header Count：要求ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

Greater Than Count：ヘッダー数の最大値を入力します。
－ Request Header Length：要求ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合し
ます。

Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
－ Request Header non-ASCII：要求ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。

－ Request Method：要求の方式を正規表現で照合します。

Method：照合する要求方式を次の中から指定します。bcopy、bdelete、bmove、bpropfind、
bproppatch、connect、copy、delete、edit、get、getattribute、getattributenames、getproperties、head、
index、lock、mkcol、mkdir、move、notify、options、poll、post、propfind、proppatch、put、revadd、
revlabel、revlog、revnum、save、search、setattribute、startrev、stoprev、subscribe、trace、unedit、
unlock、unsubscribe。 

Regular Expression：正規表現の照合方法を指定します。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request URI Length：要求の URI が指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合します。

Greater Than Length：URI の長さをバイト単位で入力します。
－ Request URI：要求の URI を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
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Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Response Body：要求の本文を regex で照合します。

ActiveX：ActiveX の照合方法を指定します。
Java Applet：Java アプレットの照合方法を指定します。

Regular Expression：正規表現の照合方法を指定します。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Response Body Length：応答の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

Greater Than Length：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Response Header Field Count：応答ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照
合します。

Predefined：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、allow、
cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、content-location、
content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、last-modified、location、pragma、
proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、trailer、transfer-encoding、upgrade、vary、via、
warning、www-authenticate。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Count：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。

－ Response Header Field Length：応答ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがある
場合、正規表現で照合します。

Predefined：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、allow、
cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、content-location、
content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、last-modified、location、pragma、
proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、trailer、transfer-encoding、upgrade、vary、via、
warning、www-authenticate。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Length：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Response Header Field：応答ヘッダーを正規表現で照合します。

Predefined：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、allow、
cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、content-location、
content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、last-modified、location、pragma、
proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、trailer、transfer-encoding、upgrade、vary、via、
warning、www-authenticate。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Response Header Count：応答ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

Greater Than Count：ヘッダー数の最大値を入力します。
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－ Response Header Length：応答ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合
します。

Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
－ Response Header non-ASCII：応答ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。

－ Response Status Line：ステータス行を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IM Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > Instant Messaging (IM)

IM Class Map パネルで IM 検査のクラスマップを設定します。

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。検査クラス

マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

フィールド

• Name：IM クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：IM クラスマップの基準を示します。

－ Value：IM クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：IM クラスマップを追加します。

• Edit：IM クラスマップを編集します。

• Delete：IM クラスマップを削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IM Traffic Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > IM > Add/Edit IM Traffic Class Map

Add/Edit IM Traffic Class Map ダイアログボックスで、IM クラスマップを定義します。

フィールド

• Name：IM クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：IM クラスマップの説明を入力します。

• Add：IM クラスマップを追加します。

• Edit：IM クラスマップを編集します。

• Delete：IM クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IM Match Criterion
Configuration > Global Objects > Class Maps > IM > Add/Edit IM Traffic Class Map > Add/Edit IM
Match Criterion

Add/Edit IM Match Criterion ダイアログボックスで、IM クラスマップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Match Type：基準に一致したトラフィックをクラスマップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：IM トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Protocol：IM プロトコルを照合します。

－ Service：IM サービスを照合します。

－ Version：IM ファイル転送のサービス バージョンを照合します。

－ Client Login Name：IM サービスのクライアント ログイン名を照合します。

－ Client Peer Login Name：IM サービスのクライアントのピア ログイン名を照合します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Source IP Address：送信元 IP アドレスを照合します。

－ Destination IP Address：宛先 IP アドレスを照合します。

－ Filename：IM ファイル転送サービスのファイル名を照合します。

• Protocol Criterion Values：照合する IM プロトコルを指定します。

－ Yahoo! Messenger：Yahoo! Messenger のインスタント メッセージを照合します。

－ MSN Messenger：MSN Messenger のインスタント メッセージを照合します。

• Service Criterion Values：照合する IM サービスを指定します。

－ Chat：IM メッセージ チャット サービスを照合します。

－ Conference：IM コンファレンス サービスを照合します。

－ File Transfer：IM ファイル転送サービスを照合します。

－ Games：IM ゲーム サービスを照合します。

－ Voice Chat：IM 音声チャット サービスを照合します（Yahoo の IM は対象外です）。

－ Web Cam：IM Web カメラ サービスを照合します。

• Version Criterion Values：IM ファイル転送サービスで照合するバージョンを指定します。 正規表
現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Client Login Name Criterion Values：IM サービスで照合するクライアント ログイン名を指定しま
す。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Client Peer Login Name Criterion Values：IM サービスで照合するクライアントのピア ログイン名
を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Source IP Address Criterion Values：IM サービスで照合する送信元 IP アドレスを指定します。

－ IP Address：IM サービスの送信元 IP アドレスを入力します。

－ IP Mask：送信元 IP アドレスのマスクです。

• Destination IP Address Criterion Values：IM サービスで照合する宛先 IP アドレスを指定します。

－ IP Address：IM サービスの宛先 IP アドレスを入力します。

－ IP Mask：宛先 IP アドレスのマスクです。

• Filename Criterion Values：IM ファイル転送サービスで照合するファイル名を指定します。正規
表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
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－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SIP Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > SIP

SIP Class Map パネルで SIP 検査のクラスマップを設定します。

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。 検査クラス
マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、IM、SIP のアプリケーションでサポートされます。

フィールド

• Name：SIP クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。

－ Criterion：SIP クラスマップの基準を示します。

－ Value：SIP クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：SIP クラスマップを追加します。

• Edit：SIP クラスマップを編集します。

• Delete：SIP クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit SIP Traffic Class Map
Configuration > Global Objects > Class Maps > SIP > Add/Edit SIP Traffic Class Map

Add/Edit SIP Traffic Class Map ダイアログボックスで、SIP クラスマップを定義します。

フィールド

• Name：SIP クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：SIP クラスマップの説明を入力します。

• Add：SIP クラスマップを追加します。

• Edit：SIP クラスマップを編集します。

• Delete：SIP クラスマップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit SIP Match Criterion
Configuration > Global Objects > Class Maps > SIP > Add/Edit SIP Traffic Class Map > Add/Edit SIP
Match Criterion

Add/Edit SIP Match Criterion ダイアログボックスで、SIP クラスマップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Match Type：基準に一致したトラフィックをクラスマップに含めるか、または一致しないトラ
フィックを含めるか指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：SIP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Called Party：To ヘッダーに指定された受信側を照合します。

－ Calling Party：From ヘッダーに指定された発信元を照合します。

－ Content Length：ヘッダーのコンテンツの長さを照合します。0 ～ 65536 の範囲の値です。

－ Content Type：ヘッダーのコンテンツ タイプを照合します。

－ IM Subscriber：SIP IM の加入者を照合します。

－ Message Path：SIP の Via ヘッダーを照合します。

－ Request Method：SIP の要求方式を照合します。

－ Third-Party Registration：サード パーティの登録要求者を照合します。

－ URI Length：SIP ヘッダーにある URI を照合します。0 ～ 65536 の範囲の値です。

• Called Party Criterion Values：照合する受信側を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Calling Party Criterion Values：照合する発信元を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Content Length Criterion Values：指定値より長い SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。

－ Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。

• Content Type Criterion Values：照合する SIP コンテンツ ヘッダーのタイプを指定します。

－ SDP：SDP タイプの SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。

－ Regular Expression：正規表現を照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• IM Subscriber Criterion Values：照合する IM 登録者を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Message Path Criterion Values：照合する SIP の Via ヘッダーを指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Request Method Criterion Values：照合する SIP 要求方式を指定します。

－ Request Method：次の中から要求方式を指定します。ack、bye、cancel、info、invite、message、
notify、options、prack、refer、register、subscribe、unknown、update。

• Third-Party Registration Criterion Values：照合するサード パーティの登録要求者を指定します。
正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• URI Length Criterion Values：SIP ヘッダーで指定した値より長い、選択したタイプの URI を照
合します。

－ URI type：SIP URI または TEL URI を指定して照合します。

－ Greater Than Length：長さをバイト単位で指定します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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検査マップの設定

この項では、検査マップを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• DCERPC Inspect Map（P.6-32）

• DNS Inspect Map（P.6-35）

• ESMTP Inspect Map（P.6-42）

• FTP Inspect Map（P.6-49）

• GTP Inspect Map（P.6-55）

• H.323 Inspect Map（P.6-61）

• HTTP Inspect Map（P.6-67）

• Instant Messaging (IM) Inspect Map（P.6-74）

• IPSec Pass Through Inspect Map（P.6-77）

• MGCP Inspect Map（P.6-80）

• NetBIOS Inspect Map（P.6-83）

• RADIUS Inspect Map（P.6-85）

• SCCP (Skinny) Inspect Map（P.6-86）

• SIP Inspect Map（P.6-91）

• SNMP Inspect Map（P.6-98）

セキュリティ アプライアンスのステートフル アプリケーション検査にアルゴリズムを適用して、
アプリケーションのセキュリティとサービスを保証します。アプリケーションの中には特別な処理

を必要とするものがあり、専用の検査エンジンでそのような場合に対応します。専用の検査エンジ

ンが必要なアプリケーションとは、ユーザのデータ パケットの中に IP アドレッシング情報を埋め
込むサービスや、ダイナミック割り当てポートでセカンダリ チャネルを開くサービスなどです。

アプリケーション検査エンジンは NAT と連携し、アドレッシング情報が埋め込まれている場所の
識別をサポートします。これによって、このような埋め込みアドレスを NAT で変換したり、変換
の影響を受けるチェックサムやその他のフィールドをアップデートしたりすることができます。

各アプリケーション検査エンジンはセッションを監視して、セカンダリ チャネルのポート番号も確
認します。多くのプロトコルは、パフォーマンスを向上させるために、TCP または UDP のセカン
ダリ ポートを開きます。ウェルノウン ポート上の初期セッションは、ダイナミックに割り当てら
れたポート番号をネゴシエートするために使用されます。アプリケーション検査エンジンは、この

初期セッションを監視し、ダイナミックに割り当てられたポートを特定し、所定のセッションの間、

それらのポート上でのデータ交換を許可します。

また、ステートフル アプリケーション検査により、検査中のプロトコルの過程で発行されたコマン
ドと応答の有効性を監査します。セキュリティ アプライアンスは攻撃を確実に防御するため、トラ
フィックが検査されるプロトコルごとに RFC 仕様に準拠しているかどうかチェックします。

検査マップ機能で、専用のプロトコル検査エンジンを作成できます。検査マップを利用して、プロ

トコル検査エンジンのコンフィギュレーションを保存します。それから、グローバル セキュリティ
ポリシーや特定のインターフェイスのセキュリティ ポリシーを使用して特定のトラフィック タイ
プにマップを関連付け、検査マップのコンフィギュレーション設定をイネーブルにします。 

Security Policy ペインの Service Policy Rules タブから検査マップをトラフィックに適用すると、サー
ビス ポリシーで指定した基準に従って照合が行われます。サービス ポリシーは、セキュリティ ア
プライアンスの特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスに適用することができ

ます。
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DCERPC DCERPC 検査で、DCERPC 検査マップを作成、表示、管理します。DCERPC
マップでクライアントとエンドポイント マッパーの間で送受される
DCERPC メッセージを検査し、必要に応じてセカンダリ接続に NAT を適用
します。DCERPC はリモート プロシージャ コール メカニズムの仕様です。

DNS DNS 検査で、DNS 検査マップを作成、表示、管理します。このマップを使
用して DNS メッセージをより詳細に制御し、DNS スプーフィングとキャッ
シュ ポイズニングを保護できます。 DNS は、IP アドレスやメール サーバな
どのドメイン名の情報を解決します。

ESMTP ESMTP 検査で、ESMTP 検査マップを作成、表示、管理します。ESMTP マッ
プを使用してアプリケーションのセキュリティおよびプロトコル準拠性を

検査し、攻撃の防御、送信者や受信者のブロック、メール中継のブロックが

できます。 ESMTP（Extended SMTP）は SMTP 規格のプロトコル拡張を定義
します。

FTP FTP 検査で、FTP 検査マップを作成、表示、管理します。インターネットな
ど、TCP/IP ネットワークを介してファイルを転送する通信プロトコルです。
FTP マップを使用して、セキュリティ アプライアンスを通過したり FTP
サーバに到達したりする FTP PUT などの、特定の FTP プロトコル方式をブ
ロックできます。 

GTP GTP 検査で、GTP 検査マップを作成、表示、管理します。GTP は比較的新
しいプロトコルで、インターネットなど TCP/IP ネットワークと無線接続す
る場合のセキュリティを提供します。GTP マップを使用して、タイムアウト
値、メッセージ サイズ、トンネル数、セキュリティ アプライアンスを通過
する GTP バージョンを制御できます。

H.323 H.323 検査で、H.323 検査マップを作成、表示、管理します。H.323 マップ
を使用して、RAS、H.225、H.245 の VoIP プロトコルを検査し、ステートの
トラッキングとフィルタリングができます。 

HTTP HTTP 検査で、HTTP 検査マップを作成、表示、管理します。HTTP はワー
ルドワイド ウェブのクライアントとサーバ間の通信で使用されるプロトコ
ルです。HTTP マップを使用して、RFC 準拠の HTTP ペイロード コンテンツ
タイプを設定できます。また、特定の HTTP 方式をブロックし、一部のトン
ネル アプリケーションによる HTTP 転送を防止できます。

IM IM 検査で、IM 検査マップを作成、表示、管理します。IM マップを使用し
てネットワークの使用を制御し、IM アプリケーションによる機密情報の漏
洩や他のネットワークの脅威を防止できます。

IPSec パススルー IPSec パススルー検査で、IPSec パススルーの検査マップを作成、表示、管
理します。IPSec パススルー マップを使用すると、アクセスリストを参照し
なくても、特定のフローを許可できます。

MGCP MGCP 検査で、MGCP 検査マップを作成、表示、管理します。MGCP マッ
プを使用して、VoIP デバイスと MGCP コール エージェント間の接続を管理
できます。

NetBIOS NetBIOS 検査で、NetBIOS 検査マップを作成、表示、管理します。 NetBIOS
マップを使用して、NetBIOS プロトコルに確実に準拠し、フィールドの数と
長さの整合性やメッセージなどをチェックできます。

RADIUS Accounting RADIUS Accounting 検査で、RADIUS Accounting 検査マップを作成、表示、
管理します。 RADIUS マップを使用すると、過剰請求攻撃を防御できます。

SCCP（Skinny） SCCP（Skinny）検査で、SCCP（Skinny）の検査マップを作成、表示、管理
します。SCCP マップを使用して、プロトコル準拠チェックと基本的なス
テート トラッキングができます。 
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DCERPC Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DCERPC

DCERPC ペインで、DCERPC アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。
DCERPC マップでは、DCERPC アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

DCERPC は、Microsoft のクライアント /サーバ アプリケーションで広く使われているプロトコルで
す。このプロトコルによって、ソフトウェア クライアントがサーバにあるプログラムをリモートで
実行できるようになります。 

通常、このプロトコルの接続では、クライアントがウェルノウン ポート番号で接続を受け入れるエ
ンドポイント マッパー（EPM）というサーバに、必要なサービスについてダイナミックに割り当て
られるネットワーク情報を問い合せます。次に、クライアントは、サービスを提供しているサーバ

のインスタンスへのセカンダリ接続を確立します。セキュリティ アプライアンスは、適切なポート
番号とネットワーク アドレスへのセカンダリ接続を許可し、必要に応じて NAT を行います。

DCERPC 検査マップは、TCP のウェルノウン ポート 135 を経由した、EPM とクライアント間のネ
イティブ TCP の通信を検査します。クライアント用に EPM のマッピングとルックアップがサポー
トされています。クライアントとサーバは、どのセキュリティ ゾーンにあってもかまいません。
サーバの埋め込まれた IP アドレスとポート番号は、EPM からの応答メッセージで受け取ります。
クライアントが EPM から返されたサーバのポート番号で複数の接続を確立する可能性があるの
で、ピンホールを複数使用でき、ユーザがそのタイムアウトを設定できるようになっています。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。

－ Low

ピンホールのタイムアウト：00:02:00

エンドポイント マッパー サービス：適用強制しない
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：イネーブル
エンドポイント マッパー サービス ルックアップのタイムアウト：00:05:00

－ Medium：デフォルト

ピンホールのタイムアウト：00:01:00

エンドポイント マッパー サービス：適用強制しない
エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：ディセーブル

－ High

ピンホールのタイムアウト：00:01:00
エンドポイント マッパー サービス：適用強制する

SIP SIP 検査で、SIP の検査マップを作成、表示、管理します。SIP マップを使用
して、アプリケーションのセキュリティとプロトコル準拠をチェックし、SIP
を利用した攻撃を防御できます。SIP は、インターネット会議、テレフォ
ニー、プレゼンス、イベント通知、インスタント メッセージ機能で幅広く
利用されているプロトコルです。

SNMP SNMP 検査で、SNMP の検査マップを作成、表示、管理します。SNMP は、
ネットワーク管理デバイスとネットワーク管理ステーション間の通信に利

用されるプロトコルです。SNMP マップを使用して、SNMP v1、2、2c、3 な
ど特定の SNMP バージョンをブロックできます。
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エンドポイント マッパー サービス ルックアップ：ディセーブル
－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

• DCERPC Inspect Maps：定義されている DCERPC 検査マップを一覧表示するテーブルです。定
義されている検査マップは、Inspect Maps ツリーの DCERPC エリアにもリストされます。

• Add：新規の DCERPC 検査マップを、DCERPC Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect
Maps ツリーの DCERPC エリアに追加します。DCERPC マップを新たに設定するには、Inspect
Maps ツリーで DCERPC のエントリを選択します。

• Delete：DCERPC Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの DCERPC エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DCERPC > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、DCERPC アプリケーションの事前に設定された検
査マップにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：ピンホール タイムアウトとエンドポイント マッパーのセキュリティ データを設定し
ます。

－ Pinhole Timeout：ピンホール タイムアウトを設定します。クライアントが使用するサーバ
情報は、複数の接続のエンドポイント マッパーから返される場合があるため、タイムアウ
ト値はクライアントのアプリケーション環境を考慮して設定します。0:0:1 ～ 1193:0:0 の範
囲で指定します。デフォルト値は 2 分です。

－ Enforce endpoint-mapper service：バインディング中はエンドポイント マッパー サービスの
適用を強制します。 

－ Enforce endpoint-mapper service lookup：エンドポイント マッパー サービスのルックアップ
をイネーブルにします。ディセーブルの場合、ピンホール タイムアウトが適用されます。

Service Lookup Timeout：ルックアップでピンホールした場合のタイムアウトを設定します。
• Reset to Predefined Security Level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、

Medium、または Low のレベルにリセットします。

－ Reset To：セキュリティ レベルを High、Medium、または Low にリセットします。

• Reset：すべてのセキュリティ設定をデフォルトにリセットします。 デフォルトのピンホール タ
イムアウトは 1 分です。エンドポイント マッパーのデフォルト設定値はありません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DCERPC Inspect Map Basic/Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DCERPC > DCERPC Inspect Map > Basic/Advanced
View

DCERPC map ペインで、DCERPC アプリケーションの事前に設定された検査マップに基本設定や詳
細設定を行います。 

フィールド

• Name：すでに設定されている DCERPC マップの名前を示します。

• Description：DCERPC マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Basic View：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ データを設
定できます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

－ Pinhole Timeout：ピンホール タイムアウトを設定します。クライアントが使用するサーバ
情報は、複数の接続のエンドポイント マッパーから返される場合があるため、タイムアウ
ト値はクライアントのアプリケーション環境を考慮して設定します。0:0:1 ～ 1193:0:0 の範
囲で指定します。デフォルト値は 2 分です。

－ Enforce endpoint-mapper service：バインディング中はエンドポイント マッパー サービスの
適用を強制します。 

－ Enforce endpoint-mapper service lookup：エンドポイント マッパー サービスのルックアップ
をイネーブルにします。ディセーブルの場合、ピンホール タイムアウトが適用されます。

Service Lookup Timeout：ルックアップでピンホールした場合のタイムアウトを設定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DNS Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DNS

DNS ペインで、DNS アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。DNS マップ
では、DNS アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

DNS アプリケーション検査は、DNS スプーフィングとキャッシュ ポイズニングを防ぐための DNS
メッセージの管理機能をサポートしています。 ユーザが設定できるルールを使用して、特定の DNS
タイプを許可、ドロップ、ロギングし、他の DNS タイプをブロックすることができます。たとえ
ば、ゾーン転送をこの機能のあるサーバ間だけに制限します。

公開サーバが特定の内部ゾーンだけをサポートしている場合に、DNS パケットのヘッダーにある
Recursion Desired フラグと Recursion Available フラグをマスクして、サーバを攻撃から守ることがで
きます。また、DNS のランダム化をイネーブルにすると、ランダム化をサポートしていないサーバ
や強度の低い擬似乱数ジェネレータを使用するサーバのスプーフィングやキャッシュ ポイズニン
グを回避できます。照会できるドメイン名を制限することにより、公開サーバの保護がさらに確実

になります。

DNS の不一致の応答数が増える（キャッシュ ポイズニング攻撃を示す可能性があります）と、DNS
の不一致のアラートを設定して通知されるようします。さらに、DNS のすべてのメッセージに
Transaction Signature（TSIG; トランザクション シグニチャ）を付け、メッセージをチェックする設
定も行えます。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：ディセーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル

メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：ディセーブル

TSIG リソース レコード：適用強制しない
－ Medium

DNS Guard：イネーブル
NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル

ID のランダム化：イネーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル

メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：イネーブル

TSIG リソース レコード：適用強制しない
－ High

DNS Guard：イネーブル

NAT のリライト：イネーブル
プロトコル適用：イネーブル
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ID のランダム化：イネーブル
メッセージの長さのチェック：イネーブル

メッセージの最大長：512
不一致レートのロギング：イネーブル

TSIG リソース レコード：適用強制する

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

• DNS Inspect Maps：定義されている DNS 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義されて
いる検査マップは、Inspect Maps ツリーの DNS エリアにもリストされます。

• Add：新規の DNS 検査マップを、DNS Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツリー
の DNS エリアに追加します。DNS マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで DNS
のエントリを選択します。

• Delete：DNS Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの DNS エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DNS > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、DNS アプリケーションの事前に設定された検査
マップにセキュリティ設定を行います。

フィールド

• Settings：DNS のセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Enable DNS guard function：プロトコル準拠では、DNS ヘッダーの識別フィールドを使用し
て、DNS クエリーと応答の不一致のチェックを行います。1 つのクエリーに対して 1 つの
応答がセキュリティ アプライアンスを通過できます。

－ Enable NAT rewrite function：プロトコル準拠では、DNS 応答の A レコードにある IP アド
レスの変換をイネーブルにします。

－ Enable protocol enforcement：プロトコル準拠では、DNS メッセージの形式チェックをイネー
ブルにします。ドメイン名、ラベルの長さ、圧縮、ループしたポインタなどをチェックし

ます。

－ Randomize the DNS identifier for DNS query：プロトコル準拠では、DNS クエリー メッセー
ジの DNS 識別子をランダム化します。

－ Drop packets that exceed specified maximum length：フィルタリングでは、最大長（バイト）
を超えるパケットをドロップします。

Maximum Packet Length：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
－ Enable Logging when DNS ID mismatch rate exceeds specified rate：DNS 識別子の不一致が多く
発生した場合にレポートを表示します。

Mismatch Instance Threshold：不一致のインスタンスの最大数を入力します。この値を超え
ない場合、システム メッセージ ログに出力されません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Time Interval：監視間隔時間（秒単位）を入力します。
－ Enforce TSIG record source to be present in DNS message：プロトコル準拠では、このオプショ
ンを選択すると TSIG リソース レコードが DNS トランザクションに存在する必要があり
ます。 TSIG を強制的に適用すると、次のアクションが実行されます。

Drop packet：パケットをドロップします（ロギングはイネーブルまたはディセーブルに指
定できます）。

Log：ロギングをイネーブルにします。
• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、

Medium、または Low のレベルにリセットします。デフォルトは Low です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DNS Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DNS > DNS Inspect Map > Basic View

DNS Inspect Map Basic View ペインで、DNS 検査マップの設定済みデータを表示します。 Advanced
View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている DNS マップの名前を示します。

• Description：DNS マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DNS Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DNS > DNS Inspect Map > Advanced View

DNS Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている DNS マップの名前を示します。

• Description：DNS マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Protocol Conformance：このタブで DNS のプロトコル準拠を設定します。

－ Enable DNS guard function：DNS ヘッダーの識別フィールドを使用して、DNS クエリーと
応答の不一致のチェックを行います。1 つのクエリーに対して 1 つの応答がセキュリティ
アプライアンスを通過できます。

－ Enable NAT re-write function：DNS 応答の A レコードにある IP アドレスの変換をイネーブ
ルにします。

－ Enable protocol enforcement：DNS メッセージの形式チェックをイネーブルにします。ドメ
イン名、ラベルの長さ、圧縮、ループしたポインタなどをチェックします。

－ Randomize the DNS identifier for DNS query：DNS クエリー メッセージの DNS 識別子をラン
ダム化します。

－ Enforce TSIG resource record to be present in DNS message：TSIG リソース レコードが DNS ト
ランザクションに存在する必要があります。TSIG を強制的に適用すると、次のアクション
が実行されます。

Drop packet：パケットをドロップします（ロギングはイネーブルまたはディセーブルに指
定できます）。

Log：ロギングをイネーブルにします。
• Filtering：このタブで DNS のフィルタリングを設定します。

－ Global Settings：設定がグローバルに適用されます。

Drop packets that exceed specified maximum length (global)：最大長（バイト）を超えるパケッ
トをドロップします。

Maximum Packet Length：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
－ Server Settings：サーバの設定だけを適用します。

Drop packets that exceed specified maximum length：最大長（バイト）を超えるパケットをド
ロップします。

Maximum Packet Length：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
Drop packets sent to server that exceed length indicated by the RR：Resource Record で指定され
た長さを超えるパケットがサーバに送信された場合はドロップします。

－ Client Settings：クライアントの設定だけを適用します。

Drop packets that exceed specified maximum length：最大長（バイト）を超えるパケットをド
ロップします。

Maximum Packet Length：パケットの最大長をバイト単位で入力します。
Drop packets sent to client that exceed length indicated by the RR：Resource Record で指定された
長さを超えるパケットがクライアントに送信された場合はドロップします。

• Mismatch Rate：このタブで DNS の ID 不一致レートを設定します。

－ Enable Logging when DNS ID mismatch rate exceeds specified rate：DNS 識別子の不一致が多く
発生した場合にレポートを表示します。 

Mismatch Instance Threshold：不一致のインスタンスの最大数を入力します。この値を超え
ない場合、システム メッセージ ログに出力されません。
Time Interval：監視間隔時間（秒単位）を入力します。
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• Inspections：このタブで DNS 検査のコンフィギュレーションを表示して、追加や編集ができま
す。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：DNS 検査の基準を示します。

－ Value：DNS 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add DNS Inspect ダイアログボックスが開き、DNS 検査を追加できます。

－ Edit：Edit DNS Inspect ダイアログボックスが開き、DNS 検査を編集できます。

－ Delete：DNS 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit DNS Inspect
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DNS > DNS Inspect Map > Advanced View > Add/Edit
DNS Inspect

Add/Edit DNS Inspect ダイアログボックスで DNS 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Single Match：DNS 検査に照合文が 1 つだけの場合に指定します。

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：DNS トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Header Flag：ヘッダーの DNS フラグを照合します。

－ Type：DNS クエリーまたはリソース レコードのタイプを照合します。

－ Class：DNS クエリーまたはリソース レコードのクラスを照合します。

－ Question：DNS の問い合せを照合します。

－ Resource Record：DNS リソース レコードを照合します。

－ Domain Name：DNS クエリーやリソース レコードのドメイン名を照合します。

• Header Flag Criterion Values：DNS ヘッダー フラグの照合値の詳細を指定します。

－ Match Option：完全一致または全ビット一致（ビット マスク一致）のどちらかを指定します。

－ Match Value：ヘッダー フラグについて名前と値のどちらを照合するか指定します。

Header Flag Name：照合するヘッダー フラグ名を 1 つ以上選択できます。AA（authoritative
answer）、QR（query）、RA（recursion available）、RD（recursion denied）、TC（truncation）の
フラグ ビットがあります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Header Flag Value：任意の 16 ビットの値を 16 進数で入力して照合できます。
• Type Criterion Values：DNS タイプの照合値の詳細を指定します。

－ DNS Type Field Name：選択する DNS タイプを一覧表示します。

A：IPv4 アドレス
NS：信頼できるネーム サーバ
CNAME：正規名
SOA：信頼ゾーンの開始
TSIG：トランザクション シグニチャ
IXFR：差分（ゾーン）転送

AXFR：完全（ゾーン）転送
－ DNS Type Field Value：DNS タイプ フィールドについて値と範囲のどちらを照合するか指
定します。

Value：0 ～ 65535 の範囲の値を入力して照合できます。
Range：範囲を入力して照合します。両方とも 0 ～ 65535 の範囲の値を指定します。

• Class Criterion Values：DNS クラスの照合値の詳細を指定します。

－ DNS Class Field Name：インターネットで照合する DNS クラス フィールド名を指定します。

－ DNS Class Field Value：DNS クラス フィールドについて値と範囲のどちらを照合するか指
定します。

Value：0 ～ 65535 の範囲の値を入力して照合できます。

Range：範囲を入力して照合します。 両方とも 0 ～ 65535 の範囲の値を指定します。
• Question Criterion Values：DNS の問い合せセクションの照合方法を指定します。

• Resource Record Criterion Values：DNS リソース レコードのセクションの照合方法を指定します。

－ Resource Record：照合対象セクションを一覧表示します。

Additional：DNS 追加リソース レコード
Answer：DNS 応答リソース レコード
Authority：DNS 認証リソース レコード

• Domain Name Criterion Values：DNS ドメイン名の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Multiple Matches：DNS 検査の複数の照合文を指定します。

－ DNS Traffic Class：DNS トラフィック クラスを照合します。

－ Manage：Manage DNS Class Maps ダイアログボックスが開き、DNS クラスマップの追加、
編集、削除ができます。

• Actions：プライマリ アクションおよびログを設定します。

－ Primary Action：マスク、パケットをドロップ、接続をドロップ、なし。

－ Log：イネーブルまたはディセーブル

－ Enforce TSIG：適用強制しない、パケットをドロップ、ログに出力、パケットをドロップ
してログに出力。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Manage Class Maps
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > DNS > DNS Inspect Map > Advanced View > Add 
DNS Inspect > Multiple Matches > Manage DNS Class Maps

Manage Class Map ダイアログボックスで、検査のクラスマップを設定します。 

検査クラスマップで、アプリケーションのトラフィックをアプリケーション固有の基準と照合しま

す。次に、クラスマップを検査マップから特定して、アクションをイネーブルにします。クラス

マップを作成することと検査マップでトラフィックの照合を直接定義することの違いは、クラス

マップでは複雑な照合基準を作成でき、クラスマップを再利用できるという点です。検査クラス

マップは DNS、FTP、H.323、HTTP、インスタント メッセージ（IM）、SIP のアプリケーションで
サポートされます。

フィールド

• Name：クラスマップの名前を示します。

• Match Conditions：クラスマップに設定されているタイプ、照合基準、値を示します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：クラスマップの基準を示します。

－ Value：クラスマップで照合する値を示します。

• Description：クラスマップの説明を示します。

• Add：クラスマップの照合条件を追加します。

• Edit：クラスマップの照合条件を編集します。

• Delete：クラスマップの照合条件を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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ESMTP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > ESMTP

ESMTP ペインで、ESMTP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。ESMTP
マップでは、ESMTP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

スパム、フィッシング、不正な形式のメッセージ、バッファ オーバーフロー /アンダーフローなど
の攻撃の大部分は ESMTP トラフィックから発生するので、ESMTP トラフィックのパケットを詳細
に検査して制御します。アプリケーション セキュリティとプロトコルで正常な ESMTP メッセージ
だけを通し、各種の攻撃の検出、送受信者およびメール中継のブロックも行います。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

コマンドラインの長さが 512 を超える場合、ログを出力
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、ログを出力
本文の行の長さが 1000 を超える場合、ログを出力
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、ログを出力
MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、ログを出力

－ Medium

サーバ バナーを難読化
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、接続をドロップ
コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、接続をドロップ
本文の行の長さが 1000 を超える場合、接続をドロップ
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、接続をドロップ

MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、接続をドロップ
－ High

サーバ バナーを難読化
コマンドラインの長さが 512 を超える場合、接続をドロップ

コマンドの宛先の数が 100 を超える場合、接続をドロップ
本文の行の長さが 1000 を超える場合、接続をドロップ
送信者のアドレスの長さが 320 を超える場合、接続をドロップしてログを出力
MIME ファイル名の長さが 255 を超える場合、接続をドロップしてログを出力

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

－ MIME File Type Filtering：MIME Type Filtering ダイアログボックスが開き、MIME ファイル
タイプのフィルタを設定できます。

• ESMTP Inspect Maps：定義されている ESMTP 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義
されている検査マップは、Inspect Maps ツリーの ESMTP エリアにもリストされます。

• Add：新規の ESMTP 検査マップを、ESMTP Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps
ツリーの ESMTP エリアに追加します。ESMTP マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツ
リーで ESMTP のエントリを選択します。

• Delete：ESMTP Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの ESMTP エリアからも削除されます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > ESMTP > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、ESMTP アプリケーションの事前に設定された検査
マップにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：ESMTP のセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Mask server banner：バナーを難読化します。

－ Configure Mail Relay：ESMTP のメール中継をイネーブルにします。

Domain Name：ローカル ドメインを指定します。

Action：接続をドロップまたはログに出力します。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Check for command line length：コマンドラインの長さと指定した長さの照合をイネーブル
にします。

Minimum Length：設定されている最低限必要な長さを示します。
Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

Log：イネーブルまたはディセーブルにします。
－ Check for command recipient count：コマンドの宛先の数を指定した数に照合します。 

Minimum Count：設定されている最低限必要な数を示します。
Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

Log：イネーブルまたはディセーブルにします。
－ Check for body line length：本文の行の長さと指定した長さの照合をイネーブルにします。

Minimum Length：設定されている最低限必要な長さを示します。
Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Check for sender address length：送信者のアドレスの長さと指定した長さの照合をイネーブ
ルにします。

Minimum Length：設定されている最低限必要な長さを示します。
Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Check for MIME file name length：MIME ファイル名の長さと指定した長さの照合をイネー
ブルにします。

Minimum Length：設定されている最低限必要な長さを示します。
Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。デフォルトは Low です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

MIME File Type Filtering
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > ESMTP > MIME File Type Filtering

MIME File Type Filtering ダイアログボックスで、MIME ファイル タイプのフィルタを設定します。 

フィールド

• Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

• Criterion：検査の基準を示します。

• Value：検査で照合する値を示します。

• Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

• Log：ログの状態を示します。

• Add：Add MIME File Type Filter ダイアログボックスが開き、MIME ファイル タイプのフィルタ
を追加できます。

• Edit：Edit MIME File Type Filter ダイアログボックスが開き、MIME ファイル タイプのフィルタ
を編集できます。

• Delete：MIME ファイル タイプのフィルタを削除します。

• Move Up：エントリをリストの上に移動します。

• Move Down：エントリをリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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ESMTP Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > ESMTP > ESMTP Inspect Map > Basic View

ESMTP Inspect Map Basic View ペインで、ESMTP 検査マップの設定済みデータを表示します。
Advanced View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている ESMTP マップの名前を示します。

• Description：ESMTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• MIME File Type Filtering：MIME Type Filtering ダイアログボックスが開き、MIME ファイル タ
イプのフィルタを設定できます。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ESMTP Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > ESMTP > ESMTP Inspect Map > Advanced View

ESMTP Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている ESMTP マップの名前を示します。

• Description：ESMTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Parameters：このタブで ESMTP 検査マップのパラメータを設定します。

－ Mask server banner：バナーを難読化します。

－ Configure Mail Relay：ESMTP のメール中継をイネーブルにします。

Domain Name：ローカル ドメインを指定します。

Action：接続をドロップまたはログに出力します。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Inspections：このタブで ESMTP 検査のコンフィギュレーションを表示して、追加や編集ができ
ます。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：ESMTP 検査の基準を示します。

－ Value：ESMTP 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Add：Add ESMTP Inspect ダイアログボックスが開き、ESMTP 検査を追加できます。

－ Edit：Edit ESMTP Inspect ダイアログボックスが開き、ESMTP 検査を編集できます。

－ Delete：ESMTP 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit ESMTP Inspect
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > ESMTP > ESMTP Inspect Map > Advanced View > 
Add/Edit ESMTP Inspect

Add/Edit ESMTP Inspect ダイアログボックスで、ESMTP 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：ESMTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Body Length：本文の長さと指定した長さをバイト単位で照合します。

－ Body Line Length：本文の行の長さと指定した長さをバイト単位で照合します。

－ Commands：ESMTP プロトコルで交換されるコマンドを照合します。

－ Command Recipient Count：コマンド宛先の数が指定した数より大きい場合に照合します。

－ Command Line Length：コマンドラインが指定した長さより長い場合に、バイト単位で照合
します。

－ EHLO Reply Parameters：ESMTP の EHLO 応答パラメータを照合します。

－ Header Length：ヘッダーの長さと指定した長さをバイト単位で照合します。

－ Header To Fields Count：ヘッダーの To フィールドの数が指定した数より大きい場合に照合
します。

－ Invalid Recipients Count：無効な宛先の数が指定した数より大きい場合に照合します。

－ MIME File Type：MIME ファイル タイプを照合します。

－ MIME Filename Length：MIME ファイル名を照合します。

－ MIME Encoding：MIME の符号化を照合します。

－ Sender Address：送信者の電子メール アドレスを照合します。

－ Sender Address Length：送信者の電子メール アドレスの長さを照合します。

• Body Length Criterion Values：本文の長さの照合値に関する詳細を指定します。

－ Greater Than Length：本文の長さをバイト単位で指定します。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Body Line Length Criterion Values：本文の行の長さの照合値に関する詳細を指定します。

－ Greater Than Length：本文の行の長さをバイト単位で指定します。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Commands Criterion Values：コマンドの照合値の詳細を指定します。

－ Available Commands テーブル

AUTH
DATA
EHLO
ETRN
HELO

HELP
MAIL
NOOP
QUIT
RCPT
RSET

SAML
SOML
VRFY

－ Add：Available Commands テーブルで選択したコマンドを Selected Commands テーブルに追
加します。

－ Remove：選択したコマンドを Selected Commands テーブルから削除します。

－ Primary Action：Mask、Reset、Drop Connection、None、Limit Rate (pps)。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Rate Limit：Do not limit rate、Limit Rate (pps)。

• Command Recipient Count Criterion Values：コマンド宛先の数の照合値に関する詳細を指定します。

－ Greater Than Count：コマンド宛先の数を指定します。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Command Line Length Criterion Values：コマンドラインの長さの値に関する詳細を指定します。

－ Greater Than Length：コマンドラインの長さをバイト単位で指定します。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• EHLO Reply Parameters Criterion Values：EHLO 応答パラメータの照合値の詳細を指定します。

－ Available Parameters テーブル

8bitmime
auth

binarymime
checkpoint
dsn
ecode
etrn
others
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pipelining
size
vrfy

－ Add：Available Parameters テーブルで選択したパラメータを Selected Parameters テーブルに
追加します。

－ Remove：選択したパラメータを Selected Parameters テーブルから削除します。

－ Action：Reset、Drop Connection、Mask、Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Header Length Criterion Values：ヘッダーの長さの照合値に関する詳細を指定します。

－ Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で指定します。

－ Action：Reset、Drop Connection、Mask、Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Header To Fields Count Criterion Values：ヘッダーの To フィールド数の照合値に関する詳細を指
定します。

－ Greater Than Count：ヘッダーの To フィールド数を指定します。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Invalid Recipients Count Criterion Values：無効な宛先の数の照合値に関する詳細を指定します。

－ Greater Than Count：無効な宛先の数を指定します。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• MIME File Type Criterion Values：MIME ファイル タイプの照合値の詳細を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Action：リセット、接続をドロップ、またはログに出力します。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• MIME Filename Length Criterion Values：MIME ファイル名の長さの照合値に関する詳細を指定
します。

－ Greater Than Length：MIME ファイル名の長さをバイト単位で指定します。

－ Action：Reset、Drop Connection、Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• MIME Encoding Criterion Values：MIME の符号化の照合値に関する詳細を指定します。

－ Available Encodings テーブル

7bit
8bit
base64

binary
others
quoted-printable

－ Add：Available Encodings テーブルで選択したパラメータを Selected Encodings テーブルに
追加します。

－ Remove：選択したパラメータを Selected Encodings テーブルから削除します。
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－ Action：Reset、Drop Connection、Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Sender Address Criterion Values：送信者アドレスの照合値の詳細を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Action：Reset、Drop Connection、Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Sender Address Length Criterion Values：送信者アドレスの長さの照合値に関する詳細を指定しま
す。

－ Greater Than Length：送信者アドレスの長さをバイト単位で指定します。

－ Action：Reset、Drop Connection、Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

FTP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > FTP

FTP ペインで、FTP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。FTP マップで
は、FTP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

厳密な FTP 検査には、セキュリティと制御を向上させるためのコマンド フィルタリングとセキュ
リティ チェック機能が用意されています。プロトコルとの適合性の検査には、パケットの長さの
チェック、デリミタとパケットの形式のチェック、コマンドのターミネータのチェック、およびコ

マンドの検証が含まれます。 

また、ユーザの値に基づいて FTP 接続をブロックできるので、FTP サイトにダウンロード用のファ
イルを置き、アクセスを特定のユーザだけに制限できます。ファイル名、サーバ名、および他のア

トリビュートに基づいて、FTP 接続をブロックできます。検査時に FTP 接続が拒否されると、シス
テム メッセージのログが作成されます。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（Medium または Low）を選択します。

－ Low

Mask Banner：ディセーブル
Mask Reply：ディセーブル

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Medium：デフォルト

Mask Banner：イネーブル
Mask Reply：イネーブル

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

－ File Type Filtering：Type Filtering ダイアログボックスが開き、ファイル タイプのフィルタ
を設定できます。

• FTP Inspect Maps：定義されている FTP 検査マップを一覧表示するテーブルです。 定義されてい
る検査マップは、Inspect Maps ツリーの FTP エリアにもリストされます。

• Add：新規の FTP 検査マップを、FTP Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツリー
の FTP エリアに追加します。FTP マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで FTP の
エントリを選択します。

• Delete：FTP Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。Inspect
Maps ツリーの FTP エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > FTP > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、FTP アプリケーションの事前に設定された検査マッ
プにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：FTP のセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Mask greeting banner from the server：FTP サーバとの接続時に表示されるバナーをマスクし、
クライアントに対するサーバ情報の公開を防止します。

－ Mask reply to SYST command：syst コマンドに対する応答をマスクし、クライアントに対す
るサーバ情報の公開を防止します。

• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。デフォルトは Medium です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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File Type Filtering
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > FTP > MIME File Type Filtering

File Type Filtering ダイアログボックスで、ファイル タイプ フィルタを設定します。 

フィールド

• Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

• Criterion：検査の基準を示します。

• Value：検査で照合する値を示します。

• Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

• Log：ログの状態を示します。

• Add：Add File Type Filter ダイアログボックスが開き、ファイル タイプのフィルタを追加でき
ます。

• Edit：Edit File Type Filter ダイアログボックスが開き、ファイル タイプのフィルタを編集できます。

• Delete：ファイル タイプのフィルタを削除します。

• Move Up：エントリをリストの上に移動します。

• Move Down：エントリをリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

FTP Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > FTP > FTP Inspect Map > Basic View

FTP Inspect Map Basic View ペインで、FTP 検査マップの設定済みデータを表示します。Advanced
View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている FTP マップの名前を示します。

• Description：FTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• File Type Filtering：Type Filtering ダイアログボックスが開き、ファイル タイプのフィルタを設
定できます。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

FTP Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > FTP > FTP Inspect Map > Advanced View

FTP Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている FTP マップの名前を示します。

• Description：FTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Parameters：このタブで FTP 検査マップのパラメータを設定します。

－ Mask greeting banner from the server：FTP サーバとの接続時に表示されるバナーをマスクし、
クライアントに対するサーバ情報の公開を防止します。

－ Mask reply to SYST command：syst コマンドに対する応答をマスクし、クライアントに対す
るサーバ情報の公開を防止します。

• Inspections：このタブで FTP 検査のコンフィギュレーションを表示して、追加や編集ができま
す。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：FTP 検査の基準を示します。

－ Value：FTP 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add FTP Inspect ダイアログボックスが開き、FTP 検査を追加できます。

－ Edit：Edit FTP Inspect ダイアログボックスが開き、FTP 検査を編集できます。

－ Delete：FTP 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit FTP Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > FTP > FTP Inspect Map > Advanced View > Add/Edit
FTP Inspect

Add/Edit FTP Inspect ダイアログボックスで、FTP 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Single Match：FTP 検査に照合文が 1 つだけの場合に指定します。

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：FTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Request Command：FTP 要求コマンドを照合します。

－ File Name：FTP 転送のファイル名を照合します。

－ File Type：FTP 転送のファイル タイプを照合します。

－ Server：FTP サーバを照合します。

－ User Name：FTP ユーザを照合します。

• Request Command Criterion Values：FTP 要求コマンドの照合値の詳細を指定します。

－ 要求コマンド

APPE：ファイルに追加するコマンド
CDUP：現在の作業ディレクトリの親ディレクトリに移動するコマンド
DELE：ファイルを削除するコマンド
GET：ファイルを取得するコマンド
HELP：ヘルプ情報を提供するコマンド

MKD：ディレクトリを作成するコマンド
PUT：ファイルを送信するコマンド
RMD：ディレクトリを削除するコマンド
RNFR：変更元ファイル名を指定するコマンド
RNTO：変更先ファイル名を指定するコマンド

SITE：サーバ システム固有のコマンド。通常、リモート管理に使用します。
STOU：一意のファイル名を使用してファイル名を保存するコマンド

• File Name Criterion Values：FTP ファイル名の照合値の詳細を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• File Type Criterion Values：FTP ファイル タイプの照合値の詳細を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Server Criterion Values：FTP サーバの照合値の詳細を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。



第 6章      グローバル オブジェクト
検査マップの設定

6-54
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• User Name Criterion Values：FTP ユーザ名の照合値の詳細を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Multiple Matches：FTP 検査の複数の照合文を指定します。

－ FTP Traffic Class：FTP トラフィック クラスを照合します。

－ Manage：Manage FTP Class Maps ダイアログボックスが開き、FTP クラスマップの追加、編
集、削除ができます。

• Action：リセットします。

• Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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GTP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > GTP

GTP ペインで、GTP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。GTP マップ
では、GTP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

GTP は比較的新しいプロトコルで、インターネットなど TCP/IP ネットワークと無線接続する場合
のセキュリティを提供します。GTP マップを使用して、タイムアウト値、メッセージ サイズ、ト
ンネル数、セキュリティ アプライアンスを通過する GTP バージョンを制御できます。

（注） GTP 検査には、特別なライセンスが必要です。 

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベルは常に Low です。

－ エラーを許可しない

－ トンネルの最大数：500

－ GSN タイムアウト：00:30:00

－ PDP コンテキスト タイムアウト：00:30:00

－ 要求タイムアウト：00:01:00

－ シグナリング タイムアウト：00:30:00

－ トンネル タイムアウト：01:00:00

－ T3 応答タイムアウト：00:00:20

－ 未知のメッセージ ID をドロップしてログを出力

• Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

• Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• IMSI Prefix Filtering：IMSI Prefix Filtering ダイアログボックスが開き、IMSI プレフィックス フィ
ルタを設定できます。

• GTP Inspect Maps：定義されている GTP 検査マップを一覧表示するテーブルです。 定義されて
いる検査マップは、Inspect Maps ツリーの GTP エリアにも表示されます。

• Add：新規の GTP 検査マップを、GTP Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツリー
の GTP エリアに追加します。GTP マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで GTP の
エントリを選択します。

• Delete：GTP Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの GTP エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > GTP > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、GTP アプリケーションの事前に設定された検査
マップにセキュリティ設定を行います。

フィールド

• Permit Errors：無効なパケットや検査時にエラーが見つかったパケットを、ドロップしないでセ
キュリティ アプライアンスから送信します。デフォルトでは、無効なパケットや解析中に失敗
したパケットはドロップされます。

• Drop and Log unknown message IDs：未知のメッセージ ID は、すべてドロップしてログを出力し
ます。

• Maximum Number of Requests：許容される要求キュー サイズのデフォルト最大値を変更できま
す。要求キュー サイズのデフォルト最大値は 200 です。キューで応答待ちができる GTP 要求
数の最大値を指定します。1 ～ 9999999 の範囲で指定できます。

• Maximum Number of Tunnels：許容されるトンネル数のデフォルト最大値を変更できます。デ
フォルトのトンネル制限値は 500 です。許容するトンネル数の最大値を指定します。グローバ
ルなトンネル全体の制限値を 1 ～ 9999999 の範囲で指定できます。

• Timeouts

－ GSN timeout：GSN を削除するまでの、非アクティブ期間のデフォルト最大値を変更できま
す。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は
時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味します。

－ PDP-Context timeout：GTP セッションで PDP コンテキストを受け取るまでの、非アクティ
ブ期間のデフォルト最大値を変更できます。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を
hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しな
いことを意味します。

－ Request Queue：GTP セッション中に GTP メッセージを受け取るまでの、非アクティブ期
間のデフォルト最大値を変更できます。デフォルトは 1 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss
形式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを
意味します。

－ Signaling：GTP シグナリングを削除するまでの、非アクティブ期間のデフォルト最大値を
変更できます。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。こ
こで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味します。

－ Tunnel：GTP トンネルの非アクティブ期間のデフォルト最大値を変更できます。デフォル
トは 1 時間です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時間、mm は
分、ss は秒です。値 0 は切断しないことを意味します。

－ Request timeout：GTP 要求のアイドル タイムアウト値を指定します。

－ T3-Response timeout：接続を削除するまでの、応答待ち時間の最大値を指定します。

• Reset to：セキュリティの設定を Low に指定します。

• Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IMSI Prefix Filtering
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > GTP > IMSI Prefix Filtering

IMSI Prefix タブで、GTP 要求の中で使用できるように IMSI プレフィックスを定義します。

フィールド

• Mobile Country Code：0 以外の 3 桁の値でモバイル カントリ コードを定義します。1 桁または
2 桁の値を指定すると、先頭に 0 が付加されて 3 桁になります。

• Mobile Network Code：2 桁または 3 桁の数字でネットワーク コードを定義します。

• Add：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルに追加します。

• Delete：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

GTP Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > GTP > GTP Inspect Map > Basic View

GTP Inspect Map Basic View ペインで、GTP 検査マップの設定済みデータを表示します。Advanced
View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている GTP マップの名前を示します。

• Description：GTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• IMSI Prefix Filtering：IMSI Prefix Filtering ダイアログボックスが開き、IMSI プレフィックス フィ
ルタを設定できます。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

GTP Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > GTP > GTP Inspect Map > Advanced View

GTP Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている GTP マップの名前を示します。

• Description：GTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Permit Parameters：このタブで GTP 検査マップの許可パラメータを設定します。

－ Object Groups to Add

From object group：オブジェクト グループを指定して、または Browse ボタンをクリックし
て、Add Network Object Group ダイアログボックスを開きます。
To object group：オブジェクト グループを指定して、または Browse ボタンをクリックして、
Add Network Object Group ダイアログボックスを開きます。

－ Add：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルに追加します。

－ Delete：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルから削除し
ます。

－ Permit Errors：無効なパケットまたは検査時にエラーが見つかったパケットを、ドロップし
ないでセキュリティ アプライアンスから送信します。デフォルトでは、無効なパケットや
解析中に失敗したパケットはドロップされます。

• General Parameters：このタブで GTP 検査マップの一般パラメータを設定します。

－ Maximum Number of Requests：許容される要求キュー サイズのデフォルト最大値を変更で
きます。要求キュー サイズのデフォルト最大値は 200 です。キューで応答待ちができる
GTP 要求数の最大値を指定します。1 ～ 9999999 の範囲で指定できます。

－ Maximum Number of Tunnels：許容されるトンネル数のデフォルト最大値を変更できます。
デフォルトのトンネル制限値は 500 です。許容するトンネル数の最大値を指定します。グ
ローバルなトンネル全体の制限値を 1 ～ 9999999 の範囲で指定できます。

－ Timeouts

GSN timeout：GSN を削除するまでの、非アクティブ期間のデフォルト最大値を変更できま
す。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は
時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味します。

PDP-Context timeout：GTP セッションで PDP コンテキストを受け取るまでの、非アクティ
ブ期間のデフォルト最大値を変更できます。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を
hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しな
いことを意味します。

Request Queue：GTP セッション中に GTP メッセージを受け取るまでの、非アクティブ期
間のデフォルト最大値を変更できます。デフォルトは 1 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss
形式で指定します。ここで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを
意味します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Signaling：GTP シグナリングを削除するまでの、非アクティブ期間のデフォルト最大値を
変更できます。デフォルトは 30 分です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。こ
こで hh は時間、mm は分、ss は秒です。値 0 は、切断しないことを意味します。

Tunnel：GTP トンネルの非アクティブ期間のデフォルト最大値を変更できます。デフォル
トは 1 時間です。タイムアウト値を hh:mm:ss 形式で指定します。ここで hh は時間、mm は
分、ss は秒です。値 0 は切断しないことを意味します。
Request timeout：GTP 要求のアイドル タイムアウト値を指定します。

T3-Response timeout：接続を削除するまでの、応答待ち時間の最大値を指定します。
• IMSI Prefix Filtering：このタブで GTP 検査マップの IMSI プレフィックス フィルタリングを設
定します。

－ Mobile Country Code：0 以外の 3 桁の値でモバイル カントリ コードを定義します。1 桁ま
たは 2 桁の値を指定すると、先頭に 0 が付加されて 3 桁になります。

－ Mobile Network Code：2 桁または 3 桁の数字でネットワーク コードを定義します。

－ Add：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルに追加します。

－ Delete：指定したカントリ コードとネットワーク コードを IMSI Prefix テーブルから削除し
ます。

• Inspections：このタブで GTP 検査マップを設定します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：GTP 検査の基準を示します。

－ Value：GTP 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add GTP Inspect ダイアログボックスが開き、GTP 検査を追加できます。

－ Edit：Edit GTP Inspect ダイアログボックスが開き、GTP 検査を編集できます。

－ Delete：GTP 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit GTP Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > GTP > GTP Inspect Map > Add/Edit GTP Map

Add/Edit GTP Inspect ダイアログボックスで、GTP 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：GTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 6章      グローバル オブジェクト
検査マップの設定

6-60
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

－ Access Point Name：アクセス ポイント名を照合します。

－ Message ID：メッセージ ID を照合します。

－ Message Length：メッセージの長さを照合します。

－ Version：バージョンを照合します。

• Access Point Name Criterion Values：照合するアクセス ポイント名を指定します。デフォルトで
は、有効な APN のメッセージをすべて検査します。すべての APN が指定できます。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Action：Drop。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Message ID Criterion Values：照合するメッセージの数値識別子を指定します。有効な指定範囲
は 1 ～ 255 です。デフォルトでは、すべての有効なメッセージ ID が対象です。

－ Value：値を完全一致で照合するか、範囲で照合するかを指定します。

Equals：値を入力します。
Range：値の範囲を入力します。

－ Action：Drop packet または limit rate (pps)。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Message Length Criterion Values：許可される UDP ペイロードの、メッセージの長さのデフォル
ト最大値を変更できます。 

－ Minimum value：UDP ペイロードの最小バイト数を指定します。1 ～ 65536 の範囲の値を指
定できます。

－ Maximum value：UDP ペイロードの最大バイト数を指定します。1 ～ 65536 の範囲の値を
指定できます。

－ Action：Drop packet。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Version Criterion Values：照合するメッセージの GTP バージョンを指定します。有効な指定範囲
は 0 ～ 255 です。0 は Version 0、1 は Version 1 を示します。GTP の Version 0 はポート 3386 を
使用し、Version 1 はポート 2123 を使用します。デフォルトでは、すべての GTP バージョンが
対象です。

－ Value：値を完全一致で照合するか、範囲で照合するかを指定します。

Equals：値を入力します。
Range：値の範囲を入力します。

－ Action：Drop packet。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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H.323 Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H.323

H.323 ペインで、H.323 アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。H.323 マッ
プでは、H.323 アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。

H.323 検査は RAS、H.225、H.245 をサポートし、埋め込まれた IP アドレスとポートをすべて変換
する機能を備えています。ステートのトラッキングとフィルタリングを実行し、検査機能のアク

ティベーションをカスケードできます。H.323 検査は、電話番号のフィルタリング、T.120 のダイナ
ミック制御、H.245 のトンネル機能制御、プロトコルのステート トラッキング、H.323 通話時間制
限の適用、音声 /ビデオ制御をサポートします。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

H.225 状態確認：ディセーブル
RAS 状態確認：ディセーブル
発信側の番号：ディセーブル

通話制限時間：ディセーブル

RTP 準拠：適用強制しない
－ Medium

H.225 状態確認：イネーブル
RAS 状態確認：イネーブル

発信側の番号：ディセーブル

通話制限時間：ディセーブル

RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

－ High

H.225 状態確認：イネーブル
RAS 状態確認：イネーブル
発信側の番号：イネーブル

通話制限時間：1:00:00
RTP 準拠：適用強制する

ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

－ Phone Number Filtering：Phone Number Filtering ダイアログボックスが開き、電話番号フィ
ルタを設定できます。

• H.323 Inspect Maps：定義されている H.323 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義され
ている検査マップは、Inspect Maps ツリーの H.323 エリアにもリストされます。

• Add：新規の H.323 検査マップを、H.323 Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツ
リーの H.323 エリアに追加します。H.323 マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで
H.323 のエントリを選択します。

• Delete：H.323 Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの H.323 エリアからも削除されます。



第 6章      グローバル オブジェクト
検査マップの設定

6-62
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H323 > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、H.323 アプリケーションの事前に設定された検査
マップにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：H.323 のセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Check state transition of H.225 messages：H.323 の状態確認を H.225 メッセージに適用します。

－ Check state transition of RAS messages：H.323 の状態確認を RAS メッセージに適用します。

－ Enforce call duration limit：通話を一定の時間で制限します。

Call Duration Limit：通話制限時間（hh:mm:ss）。
－ Enforce presence of calling and called party numbers：通話設定時に、強制的に発信側の番号を
送信します。

－ Check RTP packets for protocol conformance：ピンホールの RTP/RTCP パケットがプロトコル
に準拠しているかどうかをチェックします。

Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange：ペイロード タイプを強制的に
音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。 デフォルトは Low です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Phone Number Filtering
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H323 > Phone Number Filtering

Phone Number Filtering ダイアログボックスで、電話番号のフィルタを設定します。 

フィールド

• Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

• Criterion：検査の基準を示します。

• Value：検査で照合する値を示します。

• Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

• Log：ログの状態を示します。

• Add：Add Phone Number Filter ダイアログボックスが開き、電話番号のフィルタを追加できます。

• Edit：Edit Phone Number Filter ダイアログボックスが開き、電話番号を編集できます。

• Delete：電話番号のフィルタを削除します。

• Move Up：エントリをリストの上に移動します。

• Move Down：エントリをリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

H.323 Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H323 > H323 Inspect Map > Basic View

H323 Inspect Map Basic View ペインで、H.323 検査マップの設定済みデータを表示します。Advanced
View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている H.323 マップの名前を示します。

• Description：H.323 マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• Phone Number Filtering：Phone Number Filtering ダイアログボックスが開き、電話番号のフィル
タを設定できます。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

H.323 Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H323 > H323 Inspect Map > Advanced View

H.323 Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている H.323 マップの名前を示します。

• Description：H.323 マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• State Checking：このタブで H.323 検査マップの状態確認パラメータを設定します。

－ Check state transition of H.225 messages：H.323 の状態確認を H.225 メッセージに適用します。

－ Check state transition of RAS messages：H.323 の状態確認を RAS メッセージに適用します。

• Call Attributes：このタブで H.323 検査マップのコール アトリビュート パラメータを設定します。

－ Enforce call duration limit：通話を一定の時間で制限します。

Call Duration Limit：通話制限時間（hh:mm:ss）。
－ Enforce presence of calling and called party numbers：通話設定時に、強制的に発信側の番号を
送信します。

• Tunneling and Protocol Conformance：このタブで H.323 検査マップのトンネリングとプロトコル
準拠パラメータを設定します。

－ Check for H.245 tunneling：H.245 のトンネリングを許可します。

Action：Drop Connection または Log。
－ Check RTP packets for protocol conformance：ピンホールの RTP/RTCP パケットがプロトコル
に準拠しているかどうかをチェックします。

Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange：ペイロード タイプを強制的に
音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• HSI Group Parameters：このタブで HSI グループを設定します。

－ HSI Group ID：HSI グループの ID を示します。

－ IP Address：HSI グループの IP アドレスを示します。

－ Endpoints：HSI グループのエンドポイントを示します。

－ Add：Add HSI Group ダイアログボックスが開き、HSI グループを追加できます。

－ Edit：Edit HSI Group ダイアログボックスが開き、HSI グループを編集できます。

－ Delete：HSI グループを削除します。

• Inspections：このタブで H.323 検査のコンフィギュレーションを表示して、追加や編集ができ
ます。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：H.323 検査の基準を示します。

－ Value：H.323 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 6章      グローバル オブジェクト
検査マップの設定

6-65
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add H.323 Inspect ダイアログボックスが開き、H.323 検査を追加できます。

－ Edit：Edit H.323 Inspect ダイアログボックスが開き、H.323 検査を編集できます。

－ Delete：H.323 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit HSI Group
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H323 > H323 Inspect Map > Advanced View > 
Add/Edit HSI Group

Add/Edit HSI Group ダイアログボックスで、HSI グループを設定できます。

フィールド

• Group ID：HSI のグループ ID を入力します。

• IP Address：HSI の IP アドレスを入力します。

• Endpoints：エンドポイントの IP アドレスとインターフェイスを設定します。

－ IP Address：エンドポイントの IP アドレスを入力します。

－ Interface：エンドポイントのインターフェイスを指定します。

• Add：定義された HSI グループを追加します。

• Delete：選択した HSI グループを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit H.323 Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > H323 > H323 Inspect Map > Advanced View > 
Add/Edit H323 Inspect

Add/Edit H.323 Inspect ダイアログボックスで H.323 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Single Match：H.323 検査に照合文が 1 つだけの場合に指定します。

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：H.323 トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Called Party：受信側を照合します。

－ Calling Party：発信元を照合します。

－ Media Type：メディア タイプを照合します。

• Called Party Criterion Values：H.323 受信側の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Calling Party Criterion Values：H.323 発信元の照合方法を指定します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Media Type Criterion Values：照合するメディア タイプを指定します。

－ Audio：音声タイプを照合します。

－ Video：ビデオ タイプを照合します。

－ Data：データ タイプを照合します。

• Multiple Matches：H.323 検査の複数の照合文を指定します。

－ H323 Traffic Class：H.323 トラフィック クラスを照合します。

－ Manage：Manage H.323 Class Maps ダイアログボックスが開き、H.323 クラスマップの追加、
編集、削除ができます。

• Action：Drop Packet、Drop Connection、Reset。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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HTTP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > HTTP

HTTP ペインで、HTTP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。HTTP マッ
プでは、HTTP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。

HTTP アプリケーション検査で HTTP のヘッダーと本文をスキャンし、さまざまなデータ チェック
ができます。これらのチェックで、HTTP 構築、コンテンツ タイプ、トンネル プロトコル、メッ
セージ プロトコルなどがセキュリティ アプライアンスを通過することを防止します。

HTTP アプリケーション検査でトンネル アプリケーションと ASCII 以外の文字を含む HTTP 要求や
応答をブロックして、悪意のあるコンテンツが Web サーバに到達することを防ぎます。HTTP 要求
や応答ヘッダーのさまざまな要素のサイズ制限、URL のブロッキング、HTTP サーバ ヘッダー タ
イプのスプーフィングもサポートされています。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High、Medium、Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

プロトコル違反時のアクション：Drop Connection
安全でない方式の接続ドロップ：ディセーブル

要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：ディセーブル
URI フィルタリング：設定しない
高度な検査：設定しない

－ Medium

プロトコル違反時のアクション：Drop Connection

安全でない方式の接続ドロップ：GET、HEAD、POST だけを許可
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：ディセーブル
URI フィルタリング：設定しない
高度な検査：設定しない

－ High

プロトコル違反時のアクション：Drop Connection と Log
安全でない方式の接続ドロップ：GET、HEAD だけを許可
要求のヘッダーに ASCII 以外の文字が含まれる場合の接続ドロップ：イネーブル
URI フィルタリング：設定しない
高度な検査：設定しない

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Medium レベルに戻します。

－ URI Filtering：URI Filtering ダイアログボックスが開き、URI フィルタを設定できます。

• HTTP Inspect Maps：定義されている HTTP 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義され
ている検査マップは、Inspect Maps ツリーの HTTP エリアにも表示されます。

• Add：新規の HTTP 検査マップを、HTTP Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツ
リーの HTTP エリアに追加します。HTTP マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで
HTTP のエントリを選択します。

• Delete：HTTP Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの HTTP エリアからも削除されます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > HTTP > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、HTTP アプリケーションの事前に設定された検査
マップにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：HTTP のセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Check for protocol violations：HTTP プロトコル違反の有無をチェックします。

Action：Drop Connection、Reset、Log。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Drop connections for unsafe methods：安全でない方式の有無をチェックし、接続をドロップ
します。

Allow Only：GET、HEAD、GET、HEAD、POST を許可します。
－ Drop connections for requests with non-ASCII headers：メッセージ ヘッダーに ASCII 以外の文
字が含まれているかどうかをチェックします。

• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。デフォルトは Low です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

URI Filtering
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > HTTP > URI Filtering

URI Filtering ダイアログボックスで、URI フィルタを設定できます。 

フィールド

• Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

• Criterion：検査の基準を示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Value：検査で照合する値を示します。

• Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

• Log：ログの状態を示します。

• Add：Add URI Filtering ダイアログボックスが開き、URI フィルタを追加できます。

• Edit：Edit URI Filtering ダイアログボックスが開き、URI フィルタを編集できます。

• Delete：URI フィルタを削除します。

• Move Up：エントリをリストの上に移動します。

• Move Down：エントリをリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

HTTP Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > HTTP > HTTP Inspect Map > Basic View

HTTP Inspect Map Basic View ペインで、HTTP 検査マップの設定済みデータを表示します。Advanced
View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている HTTP マップの名前を示します。

• Description：HTTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を表示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• URI Filtering：URI Filtering ダイアログボックスが開き、URI フィルタを設定します。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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HTTP Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > HTTP > HTTP Inspect Map > Advanced View

HTTP Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている HTTP マップの名前を示します。

• Description：HTTP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Parameters：このタブで HTTP 検査マップのパラメータを設定します。

－ Check for protocol violations：HTTP プロトコル違反の有無をチェックします。

Action：Drop Connection、Reset、Log。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Spoof server string：サーバの HTTP ヘッダーの値を指定の文字列で置き換えます。

Spoof String：サーバのヘッダー フィールドと置き換える文字列を入力します。最大 82 文
字まで入力できます。

－ Body Match Maximum：HTTP メッセージの本文照合時に検索される、最大文字数です。デ
フォルトは 200 バイトです。大きな値を指定すると、パフォーマンスに大きな影響を与え
ます。

• Inspections：このタブで HTTP 検査のコンフィギュレーションを表示して、追加や編集ができ
ます。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：HTTP 検査の基準を示します。

－ Value：HTTP 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add HTTP Inspect ダイアログボックスが開き、HTTP 検査を追加できます。

－ Edit：Edit HTTP Inspect ダイアログボックスが開き、HTTP 検査を編集できます。

－ Delete：HTTP 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit HTTP Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > HTTP > HTTP Inspect Map > Advanced View > 
Add/Edit HTTP Inspect

Add/Edit HTTP Inspect ダイアログボックスで、HTTP 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Single Match：HTTP 検査に照合文が 1 つだけの場合に指定します。

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：HTTP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Request/Response Content Type Mismatch：応答のコンテンツ タイプを、要求の accept フィー
ルドの MIME タイプの 1 つに一致させるかどうかを指定します。

－ Request Arguments：要求の引数を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request Body Length：要求の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

Greater Than Length：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Request Body：要求の本文を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request Header Field Count：要求ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照合
します。

Predefined：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、content-range、
content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、if-modified-since、if-none-match、
if-range、if-unmodified-since、last-modified、max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、
referer、te、trailer、transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Count：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。

－ Request Header Field Length：要求ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがある
場合、正規表現で照合します。

Predefined：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、content-range、
content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、if-modified-since、if-none-match、
if-range、if-unmodified-since、last-modified、max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、
referer、te、trailer、transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
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Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Length：要求フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Request Header Field：要求ヘッダーを正規表現で照合します。

Predefined：要求のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept、accept-charset、
accept-encoding、accept-language、allow、authorization、cache-control、connection、
content-encoding、content-language、content-length、content-location、content-md5、content-range、
content-type、cookie、date、expect、expires、from、host、if-match、if-modified-since、if-none-match、
if-range、if-unmodified-since、last-modified、max-forwards、pragma、proxy-authorization、range、
referer、te、trailer、transfer-encoding、upgrade、user-agent、via、warning。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request Header Count：要求ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

Greater Than Count：ヘッダー数の最大値を入力します。

－ Request Header Length：要求ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合し
ます。

Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
－ Request Header non-ASCII：要求ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。

－ Request Method：要求の方式を正規表現で照合します。

Method：照合する要求方式を次の中から指定します。bcopy、bdelete、bmove、bpropfind、
bproppatch、connect、copy、delete、edit、get、getattribute、getattributenames、getproperties、head、
index、lock、mkcol、mkdir、move、notify、options、poll、post、propfind、proppatch、put、revadd、
revlabel、revlog、revnum、save、search、setattribute、startrev、stoprev、subscribe、trace、unedit、
unlock、unsubscribe。
Regular Expression：正規表現の照合方法を指定します。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Request URI Length：要求の URI が指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合します。

Greater Than Length：URI の長さをバイト単位で入力します。

－ Request URI：要求の URI を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Response Body：要求の本文を regex で照合します。

ActiveX：ActiveX の照合方法を指定します。
Java Applet：Java アプレットの照合方法を指定します。
Regular Expression：正規表現の照合方法を指定します。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
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Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Response Body Length：応答の本文に指定したバイト数より長いフィールドがある場合、正
規表現で照合します。

Greater Than Length：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Response Header Field Count：応答ヘッダーのフィールド数が最大値の場合、正規表現で照
合します。

Predefined：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、allow、
cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、content-location、
content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、last-modified、location、pragma、
proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、trailer、transfer-encoding、upgrade、vary、via、
warning、www-authenticate。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Greater Than Count：ヘッダー フィールド数の最大値を入力します。

－ Response Header Field Length：応答ヘッダーに指定したバイト数より長いフィールドがある
場合、正規表現で照合します。

Predefined：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、allow、
cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、content-location、
content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、last-modified、location、pragma、
proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、trailer、transfer-encoding、upgrade、vary、via、
warning、www-authenticate。
Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

Greater Than Length：応答フィールドの長さと照合するフィールドの値をバイト単位で入力
します。

－ Response Header Field：応答ヘッダーを正規表現で照合します。

Predefined：応答のヘッダー フィールドを次の中から指定します。accept-ranges、age、allow、
cache-control、connection、content-encoding、content-language、content-length、content-location、
content-md5、content-range、content-type、date、etag、expires、last-modified、location、pragma、
proxy-authenticate、retry-after、server、set-cookie、trailer、transfer-encoding、upgrade、vary、via、
warning、www-authenticate。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

－ Response Header Count：応答ヘッダー数が最大値の場合、正規表現で照合します。

Greater Than Count：ヘッダー数の最大値を入力します。

－ Response Header Length：応答ヘッダーが指定したバイト数より長い場合、正規表現で照合
します。

Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。
－ Response Header non-ASCII：応答ヘッダーに含まれる ASCII 以外の文字を照合します。

－ Response Status Line：ステータス行を正規表現で照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。
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• Multiple Matches：HTTP 検査の複数の照合文を指定します。

－ H323 Traffic Class：HTTP トラフィック クラスを照合します。

－ Manage：Manage HTTP Class Maps ダイアログボックスが開き、HTTP クラスマップの追加、
編集、削除ができます。

• Action：Drop Connection、Reset、Log。

• Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Instant Messaging (IM) Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IM

IM ペインで、インスタント メッセージ（IM）アプリケーションの事前に設定された検査マップを
表示します。インスタント メッセージ（IM）マップでは、インスタント メッセージ（IM）アプリ
ケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

インスタント メッセージ（IM）アプリケーション検査で、ネットワーク アクセスの使用量を詳細
に制御できます。また、機密情報の漏洩やその他の攻撃からネットワークを守ります。正規表現

データベースのさまざまな検索パターンを使って、インスタント メッセージ（IM）をフィルタで
きます。フローが認識されない場合は、syslog が生成されます。 

スコープを限定するには、アクセスリストから検査するトラフィック ストリームを指定します。
UDP メッセージの場合、対応する UDP ポート番号も設定できます。Yahoo! Messenger および MSN
Messenger のインスタント メッセージの検査もサポートされています。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• IM Inspect Maps：定義されている IM 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義されてい
る検査マップは、Inspect Maps ツリーの IM エリアにも表示されます。

• Add：新規の IM 検査マップを、IM Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツリーの
IM エリアに追加します。IM マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで IM のエント
リを選択します。

• Delete：IM Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。Inspect
Maps ツリーの IM エリアからも削除されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Instant Messaging (IM) Inspect Map View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IM > IM Inspect Map > View

IM Inspect Map View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている IM マップの名前を示します。

• Description：IM マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

• Criterion：IM 検査の基準を示します。

• Value：IM 検査で照合する値を示します。

• Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

• Log：ログの状態を示します。

• Add：Add IM Inspect ダイアログボックスが開き、IM 検査を追加できます。

• Edit：Edit IM Inspect ダイアログボックスが開き、IM 検査を編集できます。

• Delete：IM 検査を削除します。

• Move Up：検査をリストの上に移動します。

• Move Down：検査をリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IM Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IM > IM Inspect Map > View > Add/Edit IM Inspect

Add/Edit IM Inspect ダイアログボックスで、IM 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Single Match：IM 検査に照合文が 1 つだけの場合に指定します。

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Criterion：IM トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Protocol：IM プロトコルを照合します。

－ Service：IM サービスを照合します。

－ Source IP Address：送信元 IP アドレスを照合します。

－ Destination IP Address：宛先 IP アドレスを照合します。

－ Version：IM ファイル転送のサービス バージョンを照合します。

－ Client Login Name：IM サービスのクライアント ログイン名を照合します。

－ Client Peer Login Name：IM サービスのクライアントのピア ログイン名を照合します。

－ Filename：IM ファイル転送サービスのファイル名を照合します。

• Protocol Criterion Values：照合する IM プロトコルを指定します。

－ Yahoo! Messenger：Yahoo! Messenger のインスタント メッセージを照合します。

－ MSN Messenger：MSN Messenger のインスタント メッセージを照合します。

• Service Criterion Values：照合する IM サービスを指定します。

－ Chat：IM メッセージ チャット サービスを照合します。

－ Conference：IM コンファレンス サービスを照合します。

－ File Transfer：IM ファイル転送サービスを照合します。

－ Games：IM ゲーム サービスを照合します。

－ Voice Chat：IM 音声チャット サービスを照合します（Yahoo の IM は対象外です）。

－ Web Cam：IM Web カメラ サービスを照合します。

• Source IP Address Criterion Values：IM サービスで照合する送信元 IP アドレスを指定します。

－ IP Address：IM サービスの送信元 IP アドレスを入力します。

－ IP Mask：送信元 IP アドレスのマスクです。

• Destination IP Address Criterion Values：IM サービスで照合する宛先 IP アドレスを指定します。

－ IP Address：IM サービスの宛先 IP アドレスを入力します。

－ IP Mask：宛先 IP アドレスのマスクです。

• Version Criterion Values：IM ファイル転送サービスで照合するバージョンを指定します。正規
表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Client Login Name Criterion Values：IM サービスで照合するクライアント ログイン名を指定しま
す。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Client Peer Login Name Criterion Values：IM サービスで照合するクライアントのピア ログイン名
を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
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－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Filename Criterion Values：IM ファイル転送サービスで照合するファイル名を指定します。正規
表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現の設定を行います。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プの設定を行います。

• Multiple Matches：IM 検査の複数の照合文を指定します。

－ IM Traffic Class：IM トラフィック クラスを照合します。

－ Manage：Manage IM Class Maps ダイアログボックスが開き、IM クラスマップの追加、編
集、削除ができます。

• Action：Drop Connection、Reset、Log。

• Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IPSec Pass Through Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IPSec Pass Through

IPSec Pass Through ペインで、IPSec パススルーの事前に設定された検査マップを表示します。IPSec
パススルー マップでは、IPSec パススルー アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できま
す。IPSec パススルー マップを使用すると、アクセスリストを参照しなくても、特定のフローを許
可できます。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

クライアントごとの最大 ESP フロー：制限なし
ESP アイドル タイムアウト：00:10:00
クライアントごとの最大 AH フロー：制限なし
AH アイドル タイムアウト：00:10:00

－ High

クライアントごとの最大 ESP フロー：10
ESP アイドル タイムアウト：00:00:30
クライアントごとの最大 AH フロー：10
AH アイドル タイムアウト：00:00:30

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

• IPSec Pass Through Inspect Maps：定義されている IPSec パススルー検査マップを一覧表示する
テーブルです。定義されている検査マップは、Inspect Maps ツリーの IPSec Pass Through エリア
にも表示されます。

• Add：新規の IPSec パススルー検査マップを、IPSec Pass Through Inspect Maps テーブルの定義リ
ストと Inspect Maps ツリーの IPSec Pass Through エリアに追加します。IPSec パススルー マップ
を新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで IPSec Pass Through のエントリを選択します。

• Delete：IPSec Pass Through Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削
除します。Inspect Maps ツリーの IPSec Pass Through エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IPSec Pass Through > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、IPSec パススルー アプリケーションの事前に設定
された検査マップにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：IPSec パススルーのセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Limit ESP flows per client：クライアントごとの ESP フローを制限します。

Maximum：最大限度を指定します。
－ Apply ESP idle timeout：ESP アイドル タイムアウトを適用します。

Timeout：タイムアウト値を指定します。

－ Limit AH flows per client：クライアントごとの AH フローを制限します。

Maximum：最大限度を指定します。
－ Apply AH idle timeout：AH アイドル タイムアウトを適用します。

Timeout：タイムアウト値を指定します。

• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。 デフォルトは Low です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IPSec Pass Through Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IPSec Pass Through > IPSec Pass Through Inspect 
Map > Basic View

IPSec Pass Through Inspect Map Basic View ペインで、検査マップの基本設定を行います。

フィールド

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

クライアントごとの最大 ESP フロー：制限なし

ESP アイドル タイムアウト：00:10:00
クライアントごとの最大 AH フロー：制限なし
AH アイドル タイムアウト：00:10:00

－ High

クライアントごとの最大 ESP フロー：10

ESP アイドル タイムアウト：00:00:30
クライアントごとの最大 AH フロー：10
AH アイドル タイムアウト：00:00:30

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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IPSec Pass Through Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > IPSec Pass Through > IPSec Pass Through Inspect
Map > Advanced View

IPSec Pass Through Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップの詳細設定を行います。

フィールド

• Name：すでに設定されている IPSec パススルー マップの名前を示します。

• Description：IPSec パススルー検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Limit ESP flows per client：クライアントごとの ESP フローを制限します。

－ Maximum：最大限度を指定します。

• Apply ESP idle timeout：ESP アイドル タイムアウトを適用します。

－ Timeout：タイムアウト値を指定します。

• Limit AH flows per client：クライアントごとの AH フローを制限します。

－ Maximum：最大限度を指定します。

• Apply AH idle timeout：AH アイドル タイムアウトを適用します。

－ Timeout：タイムアウト値を指定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

MGCP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > MGCP

MGCP ペインで、MGCP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。MGCP
マップでは、MGCP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。MGCP マップを使
用して、VoIP デバイスと MGCP コール エージェント間の接続を管理できます。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Command Queue Size：キューに入れるコマンドの最大数を指定します。1 ～ 2147483647 の範囲
の値を指定できます。

• Gateways and Call Agents：Gateways and Call Agents ダイアログボックスが開き、MGCP マップ
を追加できます。

• MGCP Inspect Maps：定義されている MGCP 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義さ
れている検査マップは、Inspect Maps ツリーの MGCP エリアにも表示されます。

• Add：新規の MGCP 検査マップを、MGCP Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps
ツリーの MGCP エリアに追加します。MGCP マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツ
リーで MGCP のエントリを選択します。

• Delete：MGCP Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの MGCP エリアからも削除されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Gateways and Call Agents
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > MGCP > Gateways and Call Agents

Gateways and Call Agents ダイアログボックスで、ゲートウェイとコール エージェントのグループを
マップに設定します。 

フィールド

• Group ID：コール エージェント グループの ID を識別します。コール エージェント グループ
で、1 つ以上のコール エージェントを 1 つ以上の MGCP メディア ゲートウェイと関連付けま
す。ゲートウェイの IP アドレスは、1 つのグループ ID だけに関連付けできます。同じゲート
ウェイを別のグループ ID で使用できません。1 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できます。

• Criterion：検査の基準を示します。

• Gateways：関連付けられたコール エージェントによって制御されるメディア ゲートウェイの
IP アドレスを識別します。メディア ゲートウェイは一般に、電話回線を通じた音声信号と、イ
ンターネットまたは他のパケット ネットワークを通じたデータ パケットとの間の変換を行う
ネットワーク要素です。通常、ゲートウェイはコマンドを、コール エージェントのデフォルト
MGCP ポート（2727）に送信します。

• Call Agents：コール エージェント グループの MGCP メディア ゲートウェイを制御するコール
エージェントの IP アドレスを識別します。通常、コール エージェントはコマンドを、ゲート
ウェイのデフォルト MGCP ポート（2427）に送信します。

• Add：Add MGCP ダイアログボックスが表示され、新規のアプリケーション検査マップを定義
できます。

• Edit：Edit MGCP ダイアログボックスが表示され、アプリケーション検査マップ テーブルで選
択した検査マップを修正できます。

• Delete：アプリケーション検査マップ テーブルで選択した検査マップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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MGCP Inspect Map View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > MGCP > MGCP Inspect Map > View

MGCP Inspect Map View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている MGCP マップの名前を示します。

• Description：MGCP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Command Queue：このタブで MGCP コマンドの許容キュー サイズを指定します。

－ Command Queue Size：キューに入れるコマンドの最大数を指定します。1 ～ 2147483647 の
範囲の値を指定できます。

• Gateways and Call Agents：このタブでゲートウェイとコール エージェント グループをマップに
設定します。

－ Group ID：コール エージェント グループの ID を識別します。コール エージェント グルー
プで、1 つ以上のコール エージェントを 1 つ以上の MGCP メディア ゲートウェイと関連
付けます。ゲートウェイの IP アドレスは、1 つのグループ ID だけに関連付けできます。同
じゲートウェイを別のグループ ID で使用できません。1 ～ 2147483647 の範囲の値を指定
できます。

－ Criterion：検査の基準を示します。

－ Gateways：関連付けられたコール エージェントによって制御されるメディア ゲートウェイ
の IP アドレスを識別します。メディア ゲートウェイは一般に、電話回線を通じた音声信
号と、インターネットまたは他のパケット ネットワークを通じたデータ パケットとの間の
変換を行うネットワーク要素です。通常、ゲートウェイはコマンドを、コール エージェン
トのデフォルト MGCP ポート（2727）に送信します。

－ Call Agents：コール エージェント グループの MGCP メディア ゲートウェイを制御するコー
ル エージェントの IP アドレスを識別します。通常、コール エージェントはコマンドを、
ゲートウェイのデフォルト MGCP ポート（2427）に送信します。

－ Add：Add MGCP Group ダイアログボックスが表示され、ゲートウェイとコール エージェ
ントの新規の MGCP グループを定義できます。

－ Edit：Edit MGCP ダイアログボックスが表示され、Gateways and Call Agents テーブルで選択
した MGCP グループを修正できます。

－ Delete：Gateways and Call Agents テーブルで選択した MGCP グループを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit MGCP Group
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > MGCP > Add/Edit MGCP Group

Add/Edit MGCP Group ダイアログボックスで、MGCP アプリケーション検査がイネーブルのときに
使用される MGCP グループのコンフィギュレーションを定義します。 

フィールド

• Group ID：コール エージェント グループの ID を指定します。コール エージェント グループ
で、1 つ以上のコール エージェントを 1 つ以上の MGCP メディア ゲートウェイと関連付けま
す。0 ～ 2147483647 の範囲の値を指定できます。

• Gateways エリア

－ Gateway to Be Added：関連付けられたコール エージェントによって制御されるメディア
ゲートウェイの IP アドレスを指定します。メディア ゲートウェイは一般に、電話回線を
通じた音声信号と、インターネットまたは他のパケット ネットワークを通じたデータ パ
ケットとの間の変換を行うネットワーク要素です。通常、ゲートウェイはコマンドを、コー

ル エージェントのデフォルト MGCP ポート（2727）に送信します。

－ Add：指定した IP アドレスを IP アドレス テーブルに追加します。

－ Delete：選択した IP アドレスを IP アドレス テーブルから削除します。

－ IP Address：コール エージェント グループに設定されているゲートウェイの IP アドレスを
一覧表示します。

• Call Agents

－ Call Agent to Be Added：コール エージェント グループの MGCP メディア ゲートウェイを
制御するコール エージェントの IP アドレスを指定します。通常、コール エージェントは
コマンドを、ゲートウェイのデフォルト MGCP ポート（2427）に送信します。

－ Add：指定した IP アドレスを IP アドレス テーブルに追加します。

－ Delete：選択した IP アドレスを IP アドレス テーブルから削除します。

－ IP Address：コール エージェント グループに設定されているコール エージェントの IP アド
レスを一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

NetBIOS Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > NetBIOS

NetBIOS ペインで、NetBIOS アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。
NetBIOS マップでは、NetBIOS アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

NetBIOS アプリケーション検査では、NetBIOS ネーム サービス パケットおよび NetBIOS データグ
ラム サービス パケットに埋め込まれている IP アドレスで NAT を実行します。また、プロトコル
準拠チェックを行って、さまざまなフィールドの数や長さの整合性を確認します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 6章      グローバル オブジェクト
検査マップの設定

6-84
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Check for protocol violations：プロトコル違反の有無をチェックして、指定したアクションを実
行します。

－ Action：Drop packet または Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• NetBIOS Inspect Maps：定義されている NetBIOS 検査マップを一覧表示するテーブルです。定
義されている検査マップは、Inspect Maps ツリーの NetBIOS エリアにも表示されます。

• Add：新規の NetBIOS 検査マップを、NetBIOS Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps
ツリーの NetBIOS エリアに追加します。NetBIOS マップを新たに設定するには、Inspect Maps
ツリーで NetBIOS のエントリを選択します。

• Delete：NetBIOS Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの NetBIOS エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

NetBIOS Inspect Map View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > NetBIOS > NetBIOS Inspect Map > View

NetBIOS Inspect Map View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている NetBIOS マップの名前を示します。

• Description：NetBIOS マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Check for protocol violations：プロトコル違反の有無をチェックして、指定したアクションを実
行します。

－ Action：Drop packet または Log。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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RADIUS Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > RADIUS

RADIUS ペインで、RADIUS アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。
RADIUS マップで、RADIUS アプリケーション検査に使用されるデフォルト設定値を変更すること
ができます。また、過剰請求攻撃の防御にも利用されます。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• RADIUS Inspect Maps：定義されている RADIUS 検査マップを一覧表示するテーブルです。定
義されている検査マップは、Inspect Maps ツリーの RADIUS エリアにも表示されます。

• Add：新規の RADIUS 検査マップを、RADIUS Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps
ツリーの RADIUS エリアに追加します。RADIUS マップを新たに設定するには、Inspect Maps
ツリーで RADIUS のエントリを選択します。

• Delete：RADIUS Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。
Inspect Maps ツリーの RADIUS エリアからも削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

RADIUS Inspect Map Host
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > RADIUS > RADIUS Inspect Map > Host

RADIUS Inspect Map Host Parameters ペインで、検査マップのホスト パラメータを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている RADIUS アカウンティング マップの名前を示します。

• Description：RADIUS アカウンティング マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Host Parameters：ホストのパラメータを設定できます。

－ Host IP Address：RADIUS メッセージを送信するホストの IP アドレスを指定します。

－ Key：（オプション）キーを指定します。

• Add：ホスト エントリを Host テーブルに追加します。

• Delete：ホスト エントリを Host テーブルから削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

RADIUS Inspect Map Other
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > RADIUS > RADIUS Inspect Map > Other

RADIUS Inspect Map Other Parameters ペインで、検査マップに追加するパラメータを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている RADIUS アカウンティング マップの名前を示します。

• Description：RADIUS アカウンティング マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Other Parameters：追加するパラメータを設定できます。

－ Attribute Number：Accounting Start を受信したときに検証するアトリビュート番号を指定し
ます。

• Add：エントリを Attribute テーブルに追加します。

• Delete：エントリを Attribute テーブルから削除します。

• Send response to the originator of the RADIUS message：RADIUS メッセージを送信したホストに、
メッセージを送り返します。

• Enforce timeout：ユーザのタイムアウトをイネーブルにします。

－ Users Timeout：データベースのユーザ タイムアウト値（hh:mm:ss）です。

• Enable detection of GPRS accounting：GPRS アカウンティングの検出をイネーブルにします。こ
のオプションは、GTP/GPRS ライセンスがイネーブルの場合にのみ使用できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SCCP (Skinny) Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SCCP (Skinny)

SCCP (Skinny) ペインで、SCCP（Skinny）アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示
します。SCCP (Skinny) マップでは、SCCP (Skinny) アプリケーション検査のデフォルト設定値を変
更できます。 

Skinny アプリケーション検査では、パケット データ、ピンホールの動的開放に埋め込まれている
IP アドレスとポート番号を変換します。また、追加のプロトコル準拠チェックと基本的なステート
トラッキングも行います。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High、Midium、Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

登録：適用強制しない

メッセージの最大 ID：0x181

プレフィックスの長さの最小値：4
メディア タイムアウト：00:05:00
シグナリング タイムアウト：01:00:00
RTP 準拠：適用強制しない

－ Medium

登録：適用強制しない

メッセージの最大 ID：0x141
プレフィックスの長さの最小値：4
メディア タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:05:00
RTP 準拠：適用強制する

ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

－ High

登録：適用強制する

メッセージの最大 ID：0x141
プレフィックスの長さの最小値：4

プレフィックスの長さの最大値：65536
メディア タイムアウト：00:01:00
シグナリング タイムアウト：00:05:00
RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声またはビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

• Message ID Filtering：Messaging ID Filtering ダイアログボックスが開き、メッセージ ID フィル
タを設定できます。

• SCCP (Skinny) Inspect Maps：定義されている SCCP (Skinny) 検査マップを一覧表示するテーブ
ルです。定義されている検査マップは、Inspect Maps ツリーの SCCP (Skinny) エリアにも表示さ
れます。

• Add：新規の SCCP (Skinny) 検査マップを、SCCP (Skinny) Inspect Maps テーブルの定義リストと
Inspect Maps ツリーの SCCP (Skinny) エリアに追加します。SCCP (Skinny) マップを新たに設定
するには、Inspect Maps ツリーで SCCP (Skinny) のエントリを選択します。

• Delete：SCCP (Skinny) Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除し
ます。Inspect Maps ツリーの SCCP (Skinny) エリアからも削除されます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SCCP (Skinny) > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、SCCP (Skinny) アプリケーションの事前に設定され
た検査マップにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：SCCP (Skinny) のセキュリティ設定とアクションを指定します。

－ Enforce endpoint registration：Skinny エンドポイントを登録してから通話を受発信します。

Maximum Message ID：SCCP メッセージ ID に使用できる最大値を（0x0 ～ 0xffff の範囲で）
指定します。

－ SCCP Prefix Length：Skinny メッセージのプレフィックスの長さを（4 ～ 4,294,967,295 の範
囲で）指定します。

Minimum Prefix Length：SCCP プレフィックスの長さの許容最小値を指定します。

Maximum Prefix Length：SCCP プレフィックスの長さの許容最大値を指定します。
－ Enable media timeout：メディア タイムアウトをイネーブルにします。

Media Timeout：メディア接続のタイムアウト値を（0:0:01 ～ 1993:0:0 の範囲で）指定します。
－ Enable signaling timeout：シグナリング タイムアウトをイネーブルにします。

Signaling Timeout：シグナリング接続のタイムアウト値を（0:0:01 ～ 1993:0:0 の範囲で）指
定します。

－ Check RTP packets for protocol conformance：ピンホールをフローする RTP/RTCP パケットが
プロトコルに準拠しているかどうかをチェックします。

Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange：ペイロード タイプを強制的に
音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• Reset to predefined security level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。デフォルトは Low です。

－ Reset to：セキュリティ設定（High、Medium、Low）を指定します。

－ Reset：選択したレベルに設定をリセットします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Message ID Filtering
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SCCP (Skinny) > Message ID Filtering

Message ID Filtering ダイアログボックスで、メッセージ ID のフィルタを設定します。 

フィールド

• Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

• Criterion：検査の基準を示します。

• Value：検査で照合する値を示します。

• Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

• Log：ログの状態を示します。

• Add：Add Message ID Filtering ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを追加で
きます。

• Edit：Edit Message ID Filtering ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを編集で
きます。

• Delete：メッセージ ID のフィルタを削除します。

• Move Up：エントリをリストの上に移動します。

• Move Down：エントリをリストの下に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SCCP (Skinny) Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SCCP (Skinny) > SCCP (Skinny) Inspect Map > Basic
View

SCCP (Skinny) Inspect Map Basic View ペインで、SCCP (Skinny) 検査マップの設定済みデータを表示
します。Advanced View から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている SCCP (Skinny) マップの名前を示します。

• Description：SCCP (Skinny) マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

－ Message ID Filtering：Messaging ID Filtering ダイアログボックスが開き、メッセージ ID フィ
ルタを設定できます。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SCCP (Skinny) Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SCCP (Skinny) > SCCP (Skinny) Inspect Map > 
Advanced View

SCCP (Skinny) Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている SCCP (Skinny) マップの名前を示します。

• Description：SCCP (Skinny) マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Parameters：このタブで SCCP (Skinny) のパラメータを設定します。

－ Enforce endpoint registration：Skinny エンドポイントを登録してから通話を受発信します。

Maximum Message ID：SCCP メッセージ ID に使用できる最大値を指定します。
－ SCCP Prefix Length：Skinny メッセージのプレフィックスの長さを指定します。

Minimum Prefix Length：SCCP プレフィックスの長さの許容最小値を指定します。

Maximum Prefix Length：SCCP プレフィックスの長さの許容最大値を指定します。
－ Media Timeout：メディア接続時のタイムアウト値を指定します。

－ Signaling Timeout：シグナリング接続時のタイムアウト値を指定します。

• RTP Conformance：このタブで SCCP (Skinny) の RTP 準拠を設定します。

－ Check RTP packets for protocol conformance：ピンホールをフローする RTP/RTCP パケットが
プロトコルに準拠しているかどうかをチェックします。

Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange：ペイロード タイプを強制的に
音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• Message ID Filtering：このタブで SCCP (Skinny) のメッセージ ID フィルタリングを設定します。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：検査の基準を示します。

－ Value：検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add Message ID Filtering ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを追
加できます。

－ Edit：Edit Message ID Filtering ダイアログボックスが開き、メッセージ ID のフィルタを編
集できます。

－ Delete：メッセージ ID のフィルタを削除します。

－ Move Up：エントリをリストの上に移動します。

－ Move Down：エントリをリストの下に移動します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Message ID Filter
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SCCP (Skinny) > SCCP (Skinny) Inspect Map >
Advanced View > Add/Edit Message ID Filter

Add Message ID Filter ダイアログボックスで、メッセージ ID のフィルタを設定します。

フィールド

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。 

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：SCCP (Skinny) トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Message ID：指定したメッセージ ID を照合します。

Message ID：SCCP メッセージ ID に使用できる最大値を指定します。
－ Message ID Range：指定範囲のメッセージ ID を照合します。

Lower Message ID：SCCP メッセージ ID に使用できる下限値を指定します。
Upper Message ID：SCCP メッセージ ID に使用できる上限値を指定します。

• Action：Drop packet。

• Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SIP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SIP

SIP ペインで、SIP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。SIP マップでは、
SIP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

SIP は、インターネット会議、テレフォニー、プレゼンス、イベント通知、インスタント メッセー
ジ機能で幅広く利用されているプロトコルです。もともとテキスト ベースで自由に操作できるこの
プロトコルに原因の一端があり、SIP ネットワークのセキュリティは数多くの脅威にさらされてい
ます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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SIP アプリケーション検査では、メッセージのヘッダーと本文、ポートの動的開放でアドレス変換
を行い、基本的な正常性チェックを行います。また、アプリケーションのセキュリティとプロトコ

ル準拠をサポートし、SIP メッセージの正常性を保つと同時に SIP 関連の脅威を検出します。

フィールド

• Name：検査マップの名前を 40 文字以内で入力します。

• Description：検査マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：セキュリティ レベル（High または Low）を選択します。

－ Low：デフォルト

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：許可
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル

ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：ディセーブル
1 以上の宛先ホップ数を保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制しない
SIP 準拠：ステート チェックとヘッダー検証を実行しない

－ Medium

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル
SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：許可
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：ディセーブル
1 以上の宛先ホップ数を保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制する

ペイロードを音声やビデオに限定してシグナリング交換を適用：しない

SIP 準拠：ステート チェックで失敗したパケットをドロップ
－ High

SIP インスタント メッセージ（IM）の拡張機能：イネーブル

SIP トラフィック以外の SIP ポート使用：禁止
サーバとエンドポイントの IP アドレスを非表示：ディセーブル
ソフトウェアのバージョンと SIP 以外の URI をマスク：イネーブル
1 以上の宛先ホップ数を保証：イネーブル
RTP 準拠：適用強制する
ペイロードを音声やビデオに限定してシグナリング交換を適用：する

SIP 準拠：ステート チェックとヘッダー検証で失敗したパケットをドロップ
－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、追加の設定を行います。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトの Low レベルに戻します。

• SIP Inspect Maps：定義されている SIP 検査マップを一覧表示するテーブルです。定義されてい
る検査マップは、Inspect Maps ツリーの SIP エリアにも表示されます。

• Add：新規の SIP 検査マップを、SIP Inspect Maps テーブルの定義リストと Inspect Maps ツリー
の SIP エリアに追加します。SIP マップを新たに設定するには、Inspect Maps ツリーで SIP のエ
ントリを選択します。

• Delete：SIP Inspect Maps テーブルで選択したアプリケーション検査マップを削除します。Inspect
Maps ツリーの SIP エリアからも削除されます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Customize Security Level
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SIP > Customize Security Level

Customize Security Level ダイアログボックスで、SIP アプリケーションの事前に設定された検査マッ
プにセキュリティ設定を行います。 

フィールド

• Settings：RTP や SIP 準拠など、SIP の追加設定を行います。

－ Enable SIP instant messaging (IM) extensions：インスタント メッセージの拡張機能をイネー
ブルにします。デフォルトはイネーブルです。

－ Permit non-SIP traffic on SIP port：SIP トラフィック以外に SIP ポートの使用を許可します。
デフォルトは許可です。

－ Hide server’s and endpoint’s IP addresses：IP アドレスのプライバシーをイネーブルにします。
デフォルトはディセーブルです。

－ Mask software version and non-SIP URIs：Alert-Info と Call-Info ヘッダーで SIP 以外の URI 検
査をイネーブルにします。

－ Ensure that number of hops to destination is greater than 0：Max-Forwards ヘッダーの値が 0 かど
うかのチェックをイネーブルにします。

• RTP Conformance

－ Check RTP packets for protocol conformance：ピンホールをフローする RTP/RTCP パケットが
プロトコルに準拠しているかどうかをチェックします。

Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange：ペイロード タイプを強制的に
音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• SIP Conformance

－ Do not perform state checking and header validation：SIP ステート チェックをディセーブルに
します。

－ Drop packets that fail state checking：ステート チェックで失敗したパケットをドロップします。

－ Drop connections that fail state checking and packets that fail header validation：ステート チェッ
クで失敗した接続と、SIP メッセージのヘッダー検証で失敗したパケットをドロップしま
す。

• Reset to Predefined Security Level：セキュリティ レベルの設定を、あらかじめ定義された High、
Medium、または Low のレベルにリセットします。

－ Reset To：セキュリティ レベルを High、Medium、または Low にリセットします。 

• Reset：すべてのセキュリティ設定をデフォルトにリセットします。 デフォルトのピンホール タ
イムアウトは 1 分です。エンドポイント マッパーのデフォルト設定値はありません。

• Criterion：SIP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SIP Inspect Map Basic View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SIP > SIP Inspect Map > Basic View

SIP Inspect Map Basic View ペインで、SIP 検査マップの設定済みデータを表示します。Advanced View
から設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている SIP マップの名前を示します。

• Description：SIP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Security Level：現在のセキュリティ設定を示します。

－ Customize：Customize Security Level ダイアログボックスが開き、セキュリティ設定を行い
ます。

－ Default Level：セキュリティ レベルをデフォルトに戻します。

• Advanced View：セキュリティ設定を行います。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SIP Inspect Map Advanced View
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SIP > SIP Inspect Map > Advanced View

SIP Inspect Map Advanced View ペインで、検査マップを設定できます。

フィールド

• Name：すでに設定されている SIP マップの名前を示します。

• Description：SIP マップの説明を 200 文字以内で入力します。

• Filtering：このタブで SIP のフィルタリングを設定します。

－ Enable SIP instant messaging (IM) extensions：インスタント メッセージの拡張機能をイネー
ブルにします。デフォルトはイネーブルです。

－ Permit non-SIP traffic on SIP port：SIP トラフィック以外に SIP ポートの使用を許可します。
デフォルトは許可です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• IP Address Privacy：このタブで SIP の IP アドレスのプライバシーを設定します。

－ Hide server’s and endpoint’s IP addresses：IP アドレスのプライバシーをイネーブルにします。
デフォルトはディセーブルです。

• Hop Count：このタブで SIP のホップ数を設定します。

－ Ensure that number of hops to destination is greater than 0：Max-Forwards ヘッダーの値が 0 かど
うかのチェックをイネーブルにします。

Action：Drop packet、Drop Connection、Reset、Log。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• RTP Conformance：このタブで SIP の RTP 準拠を設定します。

－ Check RTP packets for protocol conformance：ピンホールをフローする RTP/RTCP パケットが
プロトコルに準拠しているかどうかをチェックします。

Limit payload to audio or video, based on the signaling exchange：ペイロード タイプを強制的に
音声やビデオにして、シグナリング交換を適用します。

• SIP Conformance：このタブで SIP の SIP 準拠を設定します。

－ Enable state transition checking：SIP のステート チェックをイネーブルにします。

Action：Drop packet、Drop Connection、Reset、Log。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

－ Enable strict validation of header fields：SIP ヘッダー フィールドの検証をイネーブルにします。

Action：Drop packet、Drop Connection、Reset、Log。

Log：イネーブルまたはディセーブルにします。
• Field Masking：このタブで SIP のフィールド マスクを設定します。

－ Inspect non-SIP URIs：Alert-Info と Call-Info ヘッダーに含まれる SIP 以外の URI 検査をイ
ネーブルにします。

Action：Mask または Log。

Log：イネーブルまたはディセーブルにします。
－ Inspect server’s and endpoint’s software version：User-Agent と Server ヘッダーに含まれる SIP
エンドポイントのソフトウェア バージョンを検査します。

Action：Mask または Log。
Log：イネーブルまたはディセーブルにします。

• Inspections：このタブで SIP 検査のコンフィギュレーションを表示して、追加や編集ができます。

－ Match Type：一致タイプを示します。肯定一致と否定一致があります。 

－ Criterion：SIP 検査の基準を示します。

－ Value：SIP 検査で照合する値を示します。

－ Action：照合条件が一致したときのアクションを示します。

－ Log：ログの状態を示します。

－ Add：Add SIP Inspect ダイアログボックスが開き、SIP 検査を追加できます。

－ Edit：Edit SIP Inspect ダイアログボックスが開き、SIP 検査を編集できます。

－ Delete：SIP 検査を削除します。

－ Move Up：検査をリストの上に移動します。

－ Move Down：検査をリストの下に移動します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit SIP Inspect
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SIP > SIP Inspect Map > Advanced View > Add/Edit 
SIP Inspect

Add/Edit SIP Inspect ダイアログボックスで、SIP 検査マップの照合基準と値を定義します。

フィールド

• Single Match：SIP 検査に照合文が 1 つだけの場合に指定します。

• Match Type：トラフィックと値を一致させるかどうかを指定します。

たとえば、文字列「example.com」で「No Match」を選択した場合、「example.com」を含むトラ
フィックはすべてクラスマップの対象外になります。

• Criterion：SIP トラフィックに適用する照合基準を指定します。

－ Called Party：To ヘッダーに指定された受信側を照合します。

－ Calling Party：From ヘッダーに指定された発信元を照合します。

－ Content Length：ヘッダーのコンテンツの長さを照合します。

－ Content Type：ヘッダーのコンテンツ タイプを照合します。

－ IM Subscriber：SIP IM の加入者を照合します。

－ Message Path：SIP の Via ヘッダーを照合します。

－ Request Method：SIP の要求方式を照合します。

－ Third-Party Registration：サード パーティの登録要求者を照合します。

－ URI Length：SIP ヘッダーの URI を照合します。

• Called Party Criterion Values：照合する受信側を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できます。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プを設定できます。

• Calling Party Criterion Values：照合する発信元を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できます。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プを設定できます。

• Content Length Criterion Values：指定値より長い、照合する SIP コンテンツ ヘッダーを指定しま
す。

－ Greater Than Length：ヘッダーの長さをバイト単位で入力します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Content Type Criterion Values：照合する SIP コンテンツ ヘッダーのタイプを指定します。

－ SDP：SDP タイプの SIP コンテンツ ヘッダーを照合します。

－ Regular Expression：正規表現を照合します。

Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できます。
Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。
Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プを設定できます。

• IM Subscriber Criterion Values：照合する IM 登録者を指定します。正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できます。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プを設定できます。

• Message Path Criterion Values：照合する SIP の Via ヘッダーを指定します。正規表現で照合しま
す。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できます。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プを設定できます。

• Request Method Criterion Values：照合する SIP 要求方式を指定します。

－ Request Method：次の中から要求方式を指定します。ack、bye、cancel、info、invite、message、
notify、options、prack、refer、register、subscribe、unknown、update。

• Third-Party Registration Criterion Values：照合するサード パーティの登録要求者を指定します。
正規表現で照合します。

－ Regular Expression：照合する定義された正規表現を一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expressions ダイアログボックスが開き、正規表現を設定できます。

－ Regular Expression Class：照合する定義された正規表現クラスを一覧表示します。

－ Manage：Manage Regular Expression Class ダイアログボックスが開き、正規表現クラスマッ
プを設定できます。

• URI Length Criterion Values：指定値より長い SIP ヘッダーの URI を指定して照合します。

－ URI type：SIP URI または TEL URI を指定して照合します。

－ Greater Than Length：長さをバイト単位で指定します。

• Multiple Matches：SIP 検査の複数の照合文を指定します。

－ SIP Traffic Class：SIP トラフィック クラスを照合します。

－ Manage：Manage SIP Class Maps ダイアログボックスが開き、SIP クラスマップの追加、編
集、削除ができます。

• Actions：プライマリ アクションおよびログを設定します。

－ Action：Drop Packet、Drop Connection、Reset、Log。注：要求方式が invite か register の場
合は、Limit rate (pps) アクションを使用できます。

－ Log：イネーブルまたはディセーブルにします。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SNMP Inspect Map
Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SNMP

SNMP ペインで、SNMP アプリケーションの事前に設定された検査マップを表示します。SNMP マッ
プでは、SNMP アプリケーション検査のデフォルト設定値を変更できます。 

フィールド

• Map Name：すでに設定されているアプリケーション検査マップを一覧表示します。 マップの
チェックボックスをオンにし、Edit をクリックして、既存のマップの表示または変更ができま
す。 

• Disallowed SNMP Versions：特定の SNMP アプリケーション検査マップで拒否される SNMP バー
ジョンを識別します。

• Add：Add SNMP ダイアログボックスが表示され、新規のアプリケーション検査マップを定義
できます。

• Edit：Edit SNMP ダイアログボックスが表示され、アプリケーション検査マップ テーブルで選
択した検査マップを修正できます。

• Delete：アプリケーション検査マップ テーブルで選択した検査マップを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit SNMP Map

Configuration > Global Objects > Inspect Maps > SNMP > Add/Edit SNMP Map（このダイアログボッ
クスに移動するパスは数種類あります。）

Add/Edit SNMP Map ダイアログボックスで、SNMP のアプリケーション検査を制御する SNMP マッ
プを新規作成できます。

フィールド

• SNMP Map Name：アプリケーション検査マップの名前を定義します。

• SNMP version 1：SNMP バージョン 1 のアプリケーション検査をイネーブルにします。

• SNMP version 2 (party based)：SNMP バージョン 2 のアプリケーション検査をイネーブルにしま
す。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• SNMP version 2c (community based)：SNMP バージョン 2c のアプリケーション検査をイネーブ
ルにします。

• SNMP version 3：SNMP バージョン 3 のアプリケーション検査をイネーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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正規表現の設定

この項では、正規表現を設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• Regular Expressions（P.6-100）

• Add/Edit Regular Expression（P.6-101）

• Build Regular Expression（P.6-103）

• Test Regular Expression（P.6-104）

• Add/Edit Regular Expression Class Map（P.6-105）

Regular Expressions
Configuration > Global Objects > Regular Expressions

クラスマップの設定や検査マップの設定の一部で、パケット内のテキストを照合する正規表現を指

定できます。正規表現のクラスマップ内に単独またはグループのいずれかで作成する場合でも、ク

ラスマップまたは検査マップを設定する前に、必ず正規表現を作成してください。

正規表現は、文字通り正確な文字列として、またはメタ文字を使用してテキスト文字列を照合する

ので、テキスト文字列の複数のバリアントを照合できます。正規表現を使用すると、特定のアプリ

ケーション トラフィックの内容を照合できます。たとえば、HTTP パケット内部の本文テキストを
照合できます。

フィールド

• Regular Expressions：正規表現を示します。

－ Name：正規表現の名前を示します。

－ Value：正規表現の定義値を示します。

－ Add：正規表現を追加します。

－ Edit：正規表現を編集します。

－ Delete：正規表現を削除します。

• Regular Expression Classes：正規表現クラスマップの名前を示します。

－ Name：正規表現クラスマップの名前を示します。

－ Match Conditions：クラスマップの照合タイプと正規表現を示します。

Match Type：照合タイプを示します。正規表現の場合、常に基準の肯定一致タイプ（等号
（=）を表示したアイコン）になります。また、検査クラスマップで否定一致（赤丸を表示
したアイコン）の作成もできます。クラスマップに正規表現が複数ある場合は、照合タイ
プ アイコンの隣りにそれぞれ「OR」を表示し、「match any」クラスマップになっているこ
とを示します。正規表現のいずれか 1 つと一致するだけで、トラフィックがクラスマップ
に一致します。

Regular Expression：クラスマップごとに登録されている正規表現を一覧表示します。

－ Description：クラスマップの説明を示します。

－ Add：正規表現クラスマップを追加します。

－ Edit：正規表現クラスマップを編集します。

－ Delete：正規表現クラスマップを削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Regular Expression
Configuration > Global Objects > Regular Expressions > Add/Edit a Regular Expression

Add/Edit Regular Expression ダイアログボックスで、正規表現を定義しテストできます。

フィールド

• Name：正規表現の名前を 40 文字以内で入力します。

• Value：正規表現を 100 文字以内で入力します。表 6-1 に示すメタ文字を使用するか、または
Build をクリックして Build Regular Expression ダイアログボックスを利用して、テキストを手動
で入力します。

表 6-1 には特殊な意味を持つメタ文字を一覧表示しています。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

表 6-1 regex コマンドのメタ文字

文字 説明 注意

. ドット 1 個の文字と照合します。たとえば、d.g  は、doggonnit な
ど、これらの文字を含む単語、dog、dag、dtg と一致します。

（exp） サブ表現 サブ表現はカッコと文字を分離するので、サブ表現の他の

メタ文字を使用できます。たとえば、d(o|a)g は dog と dag
と一致し、do|ag  は do と ag と一致します。サブ表現は繰
り返しの数量詞とともに使用され、繰り返し用の文字を区

別します。たとえば、ab(xy){3}z は abxyxyxyz と一致します。

| 二者択一 この記号により分けられるいずれかの表現と照合します。

たとえば、dog|cat は dog または cat のいずれかと一致しま
す。

? 疑問符 この記号より前の表現が 0 または 1 つあることを示す数量
詞です。たとえば、lo?se は lse または lose と一致します。

（注） Ctrl+V キー、疑問符の順に押してください。その
ように操作しないと、ヘルプ機能が起動します。

* アスタリスク この記号より前の表現が 0、1、またはそれ以上あることを
示す数量詞です。たとえば、lo*se は lse、lose、loose、など
と一致します。

+ プラス記号 この記号より前の表現が少なくとも 1 つあることを示す数
量詞です。たとえば、lo+se は lose および loose と一致しま
すが、 lse とは一致しません。

{x} 繰り返しの数量詞です。 x 回だけ繰り返します。たとえば、ab(xy){3}z は abxyxyxyz
と一致します。
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• Build：Build Regular Expression ダイアログボックスを利用して正規表現を作成できます。

• Test：正規表現を適切なサンプル テキストでテストします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

{x,} 最小の繰り返しの数量詞

です。

少なくとも x 回繰り返します。たとえば、ab(xy){2,}z は
abxyxyz、abxyxyxyz などと一致します。

[abc] 文字クラス カッコ内の文字と照合します。たとえば、[abc] は、a、b、
または c と一致します。

[^abc] 否定の文字クラスです。 カッコ内に含まれない 1 個の文字と照合します。たとえば、
[^abc] は a、b、または c 以外の文字と一致します。[^A-Z]
は、大文字でない 1 個の文字と一致します。

[a-c] 文字の範囲クラス 指定された範囲内の文字と照合します。[a-z] は小文字の文
字と一致します。文字と範囲を混合させることができます。

[abcq-z] は a、b、c、q、 r、s、t、u、v、w、x、y、z と一致
し、[a-cq-z] も同じように一致します。

ダッシュ（-）は、 [abc-] または [-abc] などのように、カッ
コ内の最後または最初の文字である場合にのみ、ダッシュ

を示します。

"" 引用符 文字列内の末尾または冒頭にスペースを維持します。たと

えば、" test" は照合する際に冒頭のスペースを維持します。

^ カレット 行の冒頭を指定します。

\ エスケープ文字 メタ文字と併用されている場合は、文字通りの文字と一致

します。たとえば、\[  は、左角カッコと一致します。

char 文字 文字がメタ文字でない場合、文字通りの文字と一致します。

\r 復帰 復帰 0x0d と一致します。

\n 改行 改行 0x0a と一致します。

\t タブ タブ 0x09 と一致します。

\f 改ページ 改ページ 0x0c と一致します。

\xNN エスケープされた 16 進
数値

16 進数を使用する ASCII 文字（2 桁のみ）と一致します。

\NNN エスケープされた 8 進数
値

8 進数を使用する ASCII 文字（3 桁のみ）と一致します。た
とえば、040 はスペースを表します。

表 6-1 regex コマンドのメタ文字（続き）

文字 説明 注意

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Build Regular Expression
Configuration > Global Objects > Regular Expressions > Add/Edit a Regular Expression > Build 
Regular Expression

Build Regular Expression ダイアログボックスで、文字やメタ文字を構成して正規表現を作成できま
す。メタ文字の挿入フィールドでは、カッコで囲まれたメタ文字がフィールド名に表示されます。

フィールド

Build Snippet：このエリアで、正規表現テキストの部分式を作成したり、メタ文字を Regular
Expression フィールドに挿入したりできます。

• Starts at the beginning of the line (^)：部分式は行頭から開始し、開始場所はメタ文字のカレット
（^）で示します。このオプションを使用して作成した部分式は、正規表現の先頭に挿入してく
ださい。

• Specify Character String：テキスト文字列を手動で入力します。

－ Character String：テキスト文字列を入力します。

－ Escape Special Characters：テキスト文字列に入力したメタ文字を文字そのものとして扱う場
合、このチェックボックスをオンにすると、メタ文字の前にエスケープ文字（\）が追加さ
れます。たとえば、「example.com」と入力すると「example\.com」に変換されます。

－ Ignore Case：大文字と小文字を両方とも照合する場合、このチェックボックスをオンにす
ると、両方を照合するテキストが自動的に追加されます。たとえば、「cats」と入力すると
「[cC][aA][tT][sS]」に変換されます。

• Specify Character：正規表現に挿入するメタ文字を指定します。

－ Negate the character：識別した文字を照合の対象外に指定します。

－ Any character (.)：すべての文字と一致させる、メタ文字のピリオド（.）を挿入します。た
とえば、d.g  は、doggonnit など、これらの文字を含む単語、dog、dag、dtg と一致します。

－ Character set：文字セットを挿入します。テキストをこのセットに含まれるすべての文字と
照合します。次のようなセットがあります。

[0-9A-Za-z]
[0-9]
[A-Z]
[a-z]
[aeiou]

[\n\f\r\t]（改行、改ページ、復帰、タブを示す）
たとえば、[0-9A-Za-z] の場合、部分式は 0 ～ 9 の数字と A ～ Z の大文字および小文字と照
合します。

－ Special character：エスケープが必要な文字 \、?、*、+、|、.、[、(、^ を挿入します。エス
ケープ文字はバックスラッシュ（\）で、このオプションを選択すると自動的に入力されま
す。

－ Whitespace character：空白スペースには \n（改行）、\f（改ページ）、\r（復帰）、\t（タブ）
があります。

－ Three digit octal number：8 進数を使用する ASCII 文字（3 桁まで）と一致します。たとえ
ば、\040 はスペースを意味します。バックスラッシュ（\）は自動的に入力されます。

－ Two digit hexadecimal number： 16 進数を使用する ASCII 文字（2 桁のみ）と一致します。
バックスラッシュ（\）は自動的に入力されます。

－ Specified character：任意の 1 文字を入力します。

• Snippet Preview：表示のみ。正規表現に入力される部分式を示します。

• Append Snippet：部分式を正規表現の最後に追加します。
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• Append Snippet as Alternate：部分式をパイプ記号（|）で区切って、正規表現の最後に追加しま
す。区切られた表現の一方と照合します。たとえば、dog|cat は dog または cat のいずれかと一
致します。

• Insert Snippet at Cursor：部分式をカーソル位置に挿入します。

Regular Expression：このエリアには、手動で入力して部分式で作成できる正規表現テキストが含ま
れます。その後、Regular Expression フィールドのテキストを選択して、選択部分に数量詞を適用で
きます。

• Selection Occurrances：Regular Expression フィールドのテキストを選択し、次のいずれかのオプ
ションをクリックしてから Apply to Selection をクリックします。たとえば、正規表現「test me」
の「me」を選択して One or more times を適用すると、この正規表現は「test (me)+」になります。

－ Zero or one times (?)：この記号より前の表現が 0 または 1 つあることを示す数量詞です。た
とえば、lo?se は lse または lose と一致します。

－ One or more times (+)：この記号より前の表現が少なくとも 1 つあることを示す数量詞です。
たとえば、lo+se は lose および loose と一致しますが、 lse とは一致しません。

－ Any number of times (*)：この記号より前の表現が 0、1、またはそれ以上あることを示す数
量詞です。たとえば、lo*se は lse、lose、loose、などと一致します。

－ At least：少なくとも x 回繰り返します。たとえば、ab(xy){2,}z は abxyxyz、abxyxyxyz など
と一致します。

－ Exactly：x 回だけ繰り返します。たとえば、ab(xy){3}z は abxyxyxyz と一致します。

－ Apply to Selection：数量詞を選択部分に適用します。

• Test：正規表現を適切なサンプル テキストでテストします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Test Regular Expression
Configuration > Global Objects > Regular Expressions > Add/Edit a Regular Expression > Test Regular
Expression

Test Regular Expression ダイアログボックスで、入力テキストを正規表現でテストし、意図したとお
りに一致するかどうかを確認できます。

フィールド

• Regular Expression：テストする正規表現を入力します。デフォルトでは、Add/Edit Regular
Expression または Build Regular Expression ダイアログボックスで入力した正規表現が、この
フィールドに入力されます。テスト中に正規表現を変更した場合、OK をクリックすると
Add/Edit Regular Expression や Build Regular Expression ダイアログボックスから変更内容が継承
されます。Cancel をクリックすると、変更内容は失われます。

• Test String：正規表現で一致すると想定されたテキスト文字列を入力します。

• Test：Text String のテキスト文字列を Regular Expression の正規表現でテストします。

• Test Result：表示のみ。テストの成功 /失敗を示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Regular Expression Class Map
Configuration > Global Objects > Regular Expressions > Add/Edit Regular Expression Class Map

Add/Edit Regular Expression Class Map ダイアログボックスで、正規表現をグループ化します。正規
表現クラスマップは、検査クラスマップと検査ポリシー マップで使用できます。

フィールド

• Name：クラスマップの名前を 40 文字以内で入力します。「class-default」という名前は予約され
ています。すべてのタイプのクラスマップは同じネーム スペースを使用しています。そのた
め、すでに別のタイプのクラスマップで使用されている名前を再利用できません。

• Description：説明を 200 文字以内で入力します。

• Available Regular Expressions：クラスマップに割り当てられていない正規表現を一覧表示します。

－ Edit：選択した正規表現を編集します。

－ New：新しい正規表現を作成します。

• Add：選択した正規表現をクラスマップに追加します。

• Remove：選択した正規表現をクラスマップから削除します。

• Configured Match Conditions：クラスマップの正規表現を照合タイプとともに示します。

－ Match Type：照合タイプを示します。正規表現の場合、常に基準の肯定一致タイプ（等号
（=）を表示したアイコン）になります。また、検査クラスマップで否定一致（赤丸を表示
したアイコン）の作成もできます。クラスマップに正規表現が複数ある場合は、照合タイ

プ アイコンの隣りにそれぞれ「OR」を表示し、「match any」クラスマップになっているこ
とを示します。正規表現のいずれか 1 つと一致するだけで、トラフィックがクラスマップ
に一致します。

－ Regular Expression：このクラスマップに含まれている正規表現の名前を一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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TCP Maps
Configuration > Global Objects > TCP Maps（このペインに移動するパスは数種類あります。）

TCP Maps オプションを使用して、異なるトラフィック フローの TCP 接続の設定を定義する、再利
用コンポーネントを作成します。TCP マップの作成後、セキュリティ ポリシーを利用して、接続設
定を特定のトラフィック タイプに関連付けます。Security Policy ペインの Service Policy Rules オプ
ションでトラフィック基準を定義し、サービス ポリシー ルールに特定のインターフェイスを関連
付けるか、セキュリティ アプライアンスのすべてのインターフェイスを適用します。

TCP Maps ペインでは、TCP フロー検査をカスタマイズして、通過トラフィックと内部トラフィッ
クに適用できます。

フィールド

• Map Name：TCP マップの名前を一覧表示します。

• Urgent Flag：セキュリティ アプライアンスを通過する URG ポインタをクリアするか許可する
かを示します。

• Window Variation：予想外のウィンドウ サイズの変更が発生した接続を許可するかドロップす
るかを示します。

• SYN Data：SYN パケットにデータがある場合、許可するかドロップするかを示します。

• TTL Evasion Protection：セキュリティ アプライアンスの TTL 回避保護をイネーブルにするか
ディセーブルにするかを示します。

• Exceed MSS：パケットがピアで設定した MSS を超過した場合、許可するかドロップするかを
示します。

• Check Retransmission：再送信データ チェックをイネーブルにするかディセーブルにするかを示
します。

• Verify Checksum：チェックサム検証をイネーブルにするかディセーブルにするかを示します。

• Reserved Bits：予約済みフラグ ポリシーのステータスを一覧表示します。

• TCP Option：TCP オプションの値が設定されたパケットの動作を一覧表示します。デフォルト
のアクションでは、オプションをクリアしてパケットを許可します。

－ Clear Selective Ack：selective-ack TCP オプションを許可するかクリアするかを示します。

－ Clear TCP Timestamp：TCP タイムスタンプ オプションを許可するかクリアするかを示しま
す。

－ Clear Window Scale：ウィンドウ スケール タイムスタンプ オプションを許可するかクリア
するかを示します。

－ Range：有効な TCP オプションの範囲を示します。正しい範囲は 6 ～ 7 と 9 ～ 255 です。
下限境界値は上限境界値以下でなければなりません。

• Queue Size：TCP 接続のキューに格納できる異常なパケットの最大数を一覧表示します。デフォ
ルトは 0 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit TCP Map

Configuration > Global Objects > TCP Maps > Add/Edit TCP Map
（このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。）

Add/Edit TCP Maps ダイアログボックスで、トラフィック クラスを定義し、TCP マップを利用して
TCP 検査をカスタマイズします。TCP マップを適用するにはポリシー マップを利用します。TCP
検査を実行するにはサービス ポリシーを利用します。

フィールド

• TCP Map Name：TCP マップの名前を指定します。

• Clear Urgent Flag：セキュリティ アプライアンスを通過する URG ポインタを許可またはクリア
します。

• Drop SYN Packets With Data：データのある SYN パケットを許可またはドロップします。

• Drop Connection on Window Variation：予想外のウィンドウ サイズの変更が発生した接続をド
ロップします。

• Enable TTL Evasion Protection：セキュリティ アプライアンスの TTL 回避保護をイネーブルまた
はディセーブルにします。

• Drop Packets that Exceed Maximum Segment Size：ピアで設定した MSS を超過したパケットを許
可またはドロップします。

• Verify TCP Checksum：チェックサム検証をイネーブルまたはディセーブルにします。

• Check if transmitted data is the same as original：再送信データ チェックをイネーブルまたはディ
セーブルにします。

• Reserved Bits：予約済みフラグ ポリシーをセキュリティ アプライアンスに設定します。

－ Clear and allow

－ Allow only

－ Drop

• TCP Option：TCP オプションの値が設定されたパケットの動作を設定します。デフォルトのア
クションでは、オプションをクリアしてパケットを許可します。

－ Clear Selective Ack：selective-ack TCP オプションを許可またはクリアします。

－ Clear TCP Timestamp：TCP タイムスタンプ オプションを許可またはクリアします。

－ Clear Window Scale：ウィンドウ スケール タイムスタンプ オプションを許可またはクリア
します。

• Range：有効な TCP オプションの値を 6 ～ 7 と 9 ～ 255 の範囲で指定します。下限境界値は上
限境界値以下でなければなりません。

• Action：Allow または drop。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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時間範囲の設定

Configuration > Global Objects > Time Ranges（このペインに移動するパスは数種類あります。）

Time Ranges オプションで開始時間と終了時間を定義する再利用コンポーネントを作成し、さまざ
まなセキュリティ機能に適用します。時間範囲を 1 回だけ定義すれば、後は時間範囲を選択して、
スケジューリングが必要なさまざまなオプションに適用できます。 

時間範囲機能を使用して時間の範囲を定義し、トラフィックのルールやアクションに使用できま

す。たとえば、アクセスリストに時間範囲を設定すると、セキュリティ アプライアンスのアクセス
を制限できます。

時間範囲は、開始時間、終了時間、および定期的な時間範囲エントリ（オプション）で構成されます。

（注） 時間範囲を作成しても、デバイスのアクセスは制限されません。このペインでは時間範囲だけを定

義します。

フィールド

• Name：時間範囲の名前を指定します。

• Start Time：時間範囲の開始を指定します。

• End Time：時間範囲の終了を指定します。

• Periodic Entries：指定された開始時間と終了時間の間で、時間範囲を有効にする詳細条件を指定
します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Time Range
Configuration > Global Objects > Time Ranges > Add/Edit Time Range
（このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。）

Add/Edit Time Range ペインで特定の日付と時刻を定義し、アクションに設定できます。たとえば、
アクセスリストに時間範囲を設定すると、セキュリティ アプライアンスのアクセスを制限できま
す。時間範囲はセキュリティ アプライアンスのシステム クロックに依存します。ただし、最適に
動作するのは NPT 同期を適用した場合です。

（注） 時間範囲を作成しても、デバイスのアクセスは制限されません。このペインでは時間範囲だけを定

義します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

• Time Range Name：時間範囲の名前を指定します。スペースや引用符は使用できません。また、
先頭にはアルファベットか数字を使用します。

• Start now/Started：時間範囲がただちに開始するか、または時間範囲がすでに始まっているかを
指定します。このボタンのラベルは、追加 /編集する時間範囲の設定状態によって変わります。
時間範囲を新規追加する場合または固定の開始時間が定義された時間範囲を編集する場合、ボ

タンは「Start Now」になります。開始時間が非固定の時間範囲を編集する場合は、ボタンが
「Started」になります。

• Start at：時間範囲の開始時刻を指定します。

－ Month：月を 1 月～ 12 月の範囲で指定します。

－ Day：日を 01 ～ 31 の範囲で指定します。

－ Year：年を 1993 ～ 2035 の範囲で指定します。

－ Hour：時間を 00 ～ 23 の範囲で指定します。

－ Minute：分を 00 ～ 59 の範囲で指定します。

• Never end：時間範囲が終了しない場合に指定します。 

• End at (inclusive)：時間範囲の終了時刻を指定します。 指定した終了時刻も、範囲に含まれます。
たとえば、指定した時間範囲が 11:30 で終了する場合、11 時 30 分 59 秒まで有効です。この場
合、時間範囲は 11:31 になったとき終了します。

－ Month：月を 1 月～ 12 月の範囲で指定します。

－ Day：日を 01 ～ 31 の範囲で指定します。

－ Year：年を 1993 ～ 2035 の範囲で指定します。

－ Hour：時間を 00 ～ 23 の範囲で指定します。

－ Minute：分を 00 ～ 59 の範囲で指定します。

• Periodic Time Ranges：時間範囲を日単位または週単位で設定します。

－ Add：定期的な時間範囲を追加します。

－ Edit：選択した定期的な時間範囲を編集します。

－ Delete：選択した定期的な時間範囲を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit Periodic Time Range
Configuration > Global Objects > Time Ranges > Add/Edit Time Range > Add/Edit Periodic Time 
Range（このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。）

Add/Edit Periodic Time Range ペインで時間範囲を詳細に指定し、日単位または週単位の設定を行い
ます。

（注） 時間範囲を作成しても、デバイスのアクセスは制限されません。このペインでは時間範囲だけを定

義します。 

フィールド

• Days of the week

－ Every day：週の毎日を指定します。

－ Weekdays：月曜日～金曜日を指定します。

－ Weekends：土曜日と日曜日を指定します。

－ On these days of the week：特定の曜日を指定します。

－ Daily Start Time：時間範囲が開始する時間と分を指定します。

－ Daily End Time (inclusive) エリア：時間範囲が終了する時間と分を指定します。指定した終
了時刻も範囲に含まれます。

• Weekly Interval

－ From：月曜日～日曜日までの曜日を一覧表示します。

－ Through：月曜日～日曜日までの曜日を一覧表示します。

－ Hour：時間を 00 ～ 23 まで一覧表示します。

－ Minute：分を 00 ～ 59 まで一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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7

セキュリティ コンテキストの設定

この章では、セキュリティ コンテキストの使用方法とマルチコンテキスト モードをイネーブルに
する方法について説明します。この章には、次の項があります。

• セキュリティ コンテキストの概要（P.7-2）

• CLI でのマルチコンテキスト モードのイネーブル化とディセーブル化（P.7-11）

• リソース クラスの設定（P.7-13）

• セキュリティ コンテキストの設定（P.7-19）
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セキュリティ コンテキストの概要
1 台のセキュリティ アプライアンスを、セキュリティ コンテキストと呼ばれる複数の仮想装置に分
割することができます。各コンテキストは、独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイス、お
よび管理者を持つ独立した装置です。マルチコンテキストは、複数のスタンドアロン装置を使用す

ることに似ています。マルチコンテキスト モードでは、ルーティング テーブル、ファイアウォー
ル機能、IPS、管理など、多くの機能がサポートされます。VPN、ダイナミック ルーティング プロ
トコルなど、いくつかの機能はサポートされません。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスには、セキュリティ ポリシー、
インターフェイス、およびスタンドアロン装置で設定できるほとんどのオプションを識別するコン

テキストごとのコンフィギュレーションが含まれます。システム管理者は、システム コンフィギュ
レーションに設定することでコンテキストを追加および管理します。このコンフィギュレーション

は、シングルモードのコンフィギュレーション同様、スタートアップ コンフィギュレーションで
す。システム コンフィギュレーションは、セキュリティ アプライアンスの基本設定を識別します。
システム コンフィギュレーションには、自分自身のネットワーク インターフェイスまたはネット
ワーク設定は含まれません。システムがネットワーク リソースにアクセスする必要が生じたとき
（サーバからコンテキストをダウンロードするときなど）は、管理コンテキストとして指定された

コンテキストのいずれかを使用します。

管理コンテキストは、他のコンテキストとまったく同じです。ただ、ユーザが管理コンテキストに

ログインすると、システム管理者権限を持つので、システム コンテキストおよび他のすべてのコン
テキストにアクセス可能になる点が異なります。

この項では、セキュリティ コンテキストの概要について説明します。次の項目を取り上げます。

• セキュリティ コンテキストの一般的な使用方法（P.7-2）

• サポートされていない機能（P.7-2）

• コンテキスト コンフィギュレーション ファイル（P.7-3）

• セキュリティ アプライアンスによるパケットの分類方法（P.7-3）

• セキュリティ コンテキストへの管理アクセス（P.7-9）

セキュリティ コンテキストの一般的な使用方法
マルチセキュリティ コンテキストを使用する状況には次のようなものがあります。

• サービス プロバイダーとして、多数の顧客にセキュリティ サービスを販売する。セキュリティ
アプライアンス上でマルチセキュリティ コンテキストをイネーブルにすることによって、費用
対効果の高い、省スペース ソリューションを実装できます。このソリューションでは、顧客の
トラフィックすべての分離とセキュリティが確保され、設定も容易です。

• 大企業または広大な大学の構内で、各部門の完全な独立を維持する必要がある。

• 企業で、部門ごとに個別のセキュリティ ポリシーの提供が求められている。

• 複数のセキュリティ アプライアンスが必要なネットワークを使用している。

サポートされていない機能

マルチコンテキスト モードでサポートされていない機能は、次のとおりです。

• ダイナミック ルーティング プロトコル

セキュリティ コンテキストは、スタティック ルートのみサポートします。マルチコンテキス
ト モードでは、OSPF または RIP をイネーブルにできません。

• VPN

• マルチキャスト



第 7章      セキュリティ コンテキストの設定
セキュリティ コンテキストの概要

7-3
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

コンテキスト コンフィギュレーション ファイル
それぞれのコンテキストにコンフィギュレーション ファイルがあり、セキュリティ ポリシーおよ
びインターフェイスが指定されます。サポートされる機能のオプションはすべて、スタンドアロン

装置で設定できます。コンテキスト コンフィギュレーションは、内部フラッシュ メモリまたは外
部フラッシュ メモリ カードに保存することも、TFTP サーバ、FTP サーバ、または HTTP（S）サー
バからダウンロードすることもできます。

セキュリティ アプライアンスには、個別のセキュリティ コンテキストだけでなく、コンテキスト
のリストなどセキュリティ アプライアンスの基本設定を識別するシステム コンフィギュレーショ
ンが含まれています。シングルモード コンフィギュレーションと同様、このコンフィギュレーショ
ンもスタートアップ コンフィギュレーションに常駐しています。

システム コンフィギュレーションには、自分自身のネットワーク インターフェイスまたはネット
ワーク設定は含まれません。システムがネットワーク リソースにアクセスする必要が生じたとき
（サーバからコンテキストをダウンロードするときなど）は、管理コンテキストとして指定された

コンテキストのいずれかを使用します。システム コンフィギュレーションに含まれているものに、
フェールオーバー トラフィック専用の特殊なフェールオーバー インターフェイスがあります。シ
ステムがすでにマルチコンテキスト モードになっている場合、またはシングルモードから変換され
た場合、管理コンテキストが admin.cfg と呼ばれるファイルとして内部フラッシュ メモリに自動的
に作成されます。このコンテキストは「admin」と名付けられます。admin.cfg を管理コンテキスト
として使用しない場合は、管理コンテキストを変更できます。

セキュリティ アプライアンスによるパケットの分類方法
セキュリティ アプライアンスに入ってくるパケットはいずれも分類する必要があります。その結
果、セキュリティ アプライアンスは、どのコンテキストにパケットを送信するかを決定できます。
ここでは、次の項目について説明します。

• 有効な分類子の基準（P.7-3）

• 無効な分類子の基準（P.7-4）

• 分類の例（P.7-5）

（注） 宛先 MAC アドレスがマルチキャストまたはブロードキャスト MAC アドレスの場合、パケットが
複製されて、各コンテキストに送信されます。

有効な分類子の基準

この項では、分類子が使用する基準について説明します。次の事項を取り上げます。

• 固有のインターフェイス（P.7-3）

• 固有の MAC アドレス（P.7-4）

• NAT コンフィギュレーション（P.7-4）

固有のインターフェイス

入力インターフェイスに関連付けられているコンテキストが 1 つだけの場合、セキュリティ アプラ
イアンスはパケットをそのコンテキストに分類します。透過ファイアウォール モードでは、各コン
テキストに固有のインターフェイスが必要なため、この方法は、常にパケット分類の目的で使用さ

れます。
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固有の MAC アドレス

マルチコンテキストがインターフェイスを共有している場合、分類子はインターフェイス MAC ア
ドレスを使用します。セキュリティ アプライアンスでは、各コンテキストで異なる MAC アドレス
を同一の共有インターフェイス（共有物理インターフェイスまたは共有サブインターフェイス）に

割り当てることができます。デフォルトでは、共有インターフェイスには固有の MAC アドレスが
ありません。インターフェイスは、すべてのコンテキストの焼き付け済み MAC アドレスを使用し
ます。固有の MAC アドレスがないと、アップストリーム ルータは直接コンテキストにルーティン
グできません。それぞれのインターフェイスを設定するときに、手動で MAC アドレスを設定でき
ます（「Add/Edit Interface > Advanced 」を参照してください）。または、自動的に MAC アドレスを
設定することもできます（「Security Contexts」を参照してください）。

NAT コンフィギュレーション

固有の MAC アドレスがないと、分類子はパケットを代行受信し、宛先 IP アドレス ルックアップ
を実行します。その他すべてのフィールドは無視され、宛先 IP アドレスだけが使用されます。分
類に宛先アドレスを使用するには、各セキュリティ コンテキストの背後にあるサブネットを分類子
が認識できなければなりません。分類子は、NAT コンフィギュレーションに基づいて各コンテキス
トのサブネットを判別します。分類子は、宛先 IP アドレスを static コマンドまたは global コマンド
のいずれかと照合します。global コマンドの場合、分類子は、nat コマンドまたはアクティブの NAT
セッションを照合してパケットを分類する必要がありません。分類後に、パケットが宛先 IP アド
レスとの通信ができるかどうかは、NAT および NAT 制御の設定方法によります。

たとえば、コンテキスト管理者が各コンテキストの static コマンドを次のように設定した場合、分
類子はサブネット 10.10.10.0、10.20.10.0 および 10.30.10.0 を認識します。

• コンテキスト A：
static (inside,shared) 10.10.10.0 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0

• コンテキスト B：
static (inside,shared) 10.20.10.0 10.20.10.0 netmask 255.255.255.0

• コンテキスト C：
static (inside,shared) 10.30.10.0 10.30.10.0 netmask 255.255.255.0

（注） インターフェイス用管理トラフィックでは、インターフェイス IP アドレスが分類用として使用さ
れます。

無効な分類子の基準

次のコンフィギュレーションは、パケットの分類に使用されません。

• NAT 免除：分類子は、分類の目的では NAT 免除コンフィギュレーションを使用しません。こ
れは、NAT 免除がマッピング インターフェイスを識別しないためです。

• ルーティング テーブル：あるサブネットへのネクストホップとして外部ルータをポイントする
スタティック ルートがコンテキストに含まれていて、同じサブネットに対する static コマンド
が別のコンテキストに含まれている場合、分類子は、static コマンドを使用してそのサブネッ
トを宛先とするパケットを分類し、スタティック ルートを無視します。
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分類の例

図 7-1 に、外部インターフェイスを共有するマルチコンテキストを示します。ルータがパケットを
送信する MAC アドレスがコンテキスト B に含まれているため、分類子は、パケットをコンテキス
ト B に割り当てます。

図 7-1  MAC アドレスを使用した共有インターフェイスを持つパケット分類

 A  B

MAC 000C.F142.4CDCMAC 000C.F142.4CDBMAC 000C.F142.4CDA

GE 0/1.3GE 0/1.2

GE 0/0.1

GE 0/1.1

209.165.201.1209.165.200.225209.165.202.129

209.165.201.1 via MAC 000C.F142.4CDC

Customer A Customer B 

15
33

67
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図 7-2 に、MAC アドレスが割り当てられていない外部インターフェイスを共有するマルチコンテ
キストを示します。コンテキスト B には宛先アドレスに一致するアドレス変換が含まれるため、分
類子はパケットをコンテキスト B に割り当てます。

図 7-2 NAT を使用した共有インターフェイスを持つパケット分類

内部ネットワークからのものを含め、新たに着信するトラフィックすべてが分類される点に注意し

てください。図 7-3 に、内部ネットワークのコンテキスト B 上のホストがインターネットにアクセ
スしている場合を示します。分類子は、パケットをコンテキスト B に割り当てます。これは、入力
インターフェイスがギガビット イーサネット 0/1.3 で、このイーサネットがコンテキスト B に割り
当てられているためです。

（注） 内部インターフェイスを共有し、固有の MAC アドレスを使用していない場合、分類子には重要な
制限事項がいくつかあります。分類子は、アドレス変換コンフィギュレーションに基づいてコンテ

キスト内のパケットを分類します。トラフィックの宛先アドレスを変換する必要があります。通

常、外部アドレスに対して NAT を実行しないので、パケットを共有インターフェイスの内部から
外部へ送信できない場合もあります。これは、Web のように巨大な外部ネットワークは、外部 NAT
コンフィギュレーションのアドレスが予測できないためです。内部インターフェイスを共有する場

合、固有の MAC アドレスを使用することを推奨します。

 A  B

GE 0/1.3GE 0/1.2

GE 0/0.1

GE 0/1.1

10.1.1.1310.1.1.1310.1.1.13

209.165.201.3

209.165.201.3

10.1.1.13

Customer A Customer B 

92
39

9
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図 7-3 内部ネットワークからの着信トラフィック

透過ファイアウォールでは、固有のインターフェイスを使用する必要があります。図 7-4 は、イン
ターネットにアクセスしているコンテキスト B 内部ネットワークのホストを示します。分類子は、
パケットをコンテキスト B に割り当てます。これは、入力インターフェイスがギガビット イーサ
ネット 1/0.3 で、このイーサネットがコンテキスト B に割り当てられているためです。

10.1.1.1310.1.1.1310.1.1.13

A B

GE 0/1.3GE 0/1.2

GE 0/0.1

GE 0/1.1

Customer A Customer B

92
39

5
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図 7-4 透過ファイアウォールのコンテキスト

セキュリティ コンテキストのカスケード接続
コンテキストを別のコンテキストの前に直接置くことをコンテキストをカスケードするといいま

す。あるコンテキストの外部インターフェイスは、別のコンテキストの内部インターフェイスと同

じインターフェイスです。いくつかのコンテキストのコンフィギュレーションを単純化する場合、

最上位のコンテキストの共有パラメータを設定することにより、コンテキストをカスケードできま

す。

（注） コンテキストをカスケードするには、コンテキスト インターフェイスごとに固有の MAC アドレス
を設定する必要があります。MAC アドレスのない共有インターフェイスのパケットを分類するに
は限界があるため、固有の MAC アドレスを指定せずにカスケード コンテキストを使用することは
お勧めできません。

10.1.3.1310.1.2.1310.1.1.13

A B

GE 1/0.3GE 1/0.2GE 1/0.1

GE 0/0.3GE 0/0.1

GE 0/0.2

Customer A Customer B

92
40

1
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図 7-5 は、ゲートウェイの背後に 2 つのコンテキストがあるゲートウェイ コンテキストを示します。

図 7-5 コンテキストのカスケード接続

セキュリティ コンテキストへの管理アクセス
セキュリティ アプライアンスでは、マルチコンテキスト モードでのシステム管理者のアクセスと
各コンテキスト管理者のアクセスを利用できます。次の各項では、システム管理者またはコンテキ

スト管理者としてのログインについて説明します。

• システム管理者のアクセス（P.7-9）

• コンテキスト管理者のアクセス（P.7-10）

システム管理者のアクセス

システム管理者としてセキュリティ アプライアンスにアクセスするには、次の 2 つの方法がありま
す。

• セキュリティ アプライアンス コンソールへのアクセス

コンソールからシステム実行スペースにアクセスします。

• Telnet、SSH、または ASDM を使用する管理者コンテキストへのアクセス

Telnet、SSH、および SDM アクセスをイネーブルにするには、第 11 章「デバイス アクセスの
設定」を参照してください。

システム管理者として、すべてのコンテキストにアクセスできます。

A

GE 1/1.43

GE 0/0.2

GE 1/1.8

GE 0/0.1

15
33

66
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管理者またはシステムからコンテキストに変更する場合、ユーザ名はデフォルトの「enable_15」に
変わります。そのコンテキストでコマンド認可を設定した場合は、「enable_15」というユーザの認
可特権を設定するか、またはコンテキストのコマンド認可コンフィギュレーションで必要な特権を

付与できる別のユーザ名でログインします。ユーザ名を指定してログインするには、login コマン
ドを入力します。たとえば、「admin」というユーザ名で管理者コンテキストにログインします。管
理者コンテキストにはコマンド認可コンフィギュレーションがありませんが、それ以外のすべての

コンテキストにはコマンド認可があります。便宜上、各コンテキスト コンフィギュレーションに
は、最大特権を持つ「admin」がユーザとして含まれています。管理者コンテキストからコンテキ
スト A に変更する場合、ユーザ名が変わるので、login コマンドを入力して、再度「admin」でログ
インする必要があります。コンテキスト B に変更する場合には、login コマンドを入力して、「admin」
でログインする必要があります。

システム実行スペースでは AAA コマンドはサポートされていませんが、個別のログインのために、
固有のイネーブル パスワードおよびユーザ名をローカル データベースに設定することができま
す。

コンテキスト管理者のアクセス

Telnet、SSH、または ASDM を使用して、コンテキストにアクセスできます。管理外コンテキスト
にログインすると、アクセスできるのはそのコンテキストのコンフィギュレーションだけです。そ

のコンテキストに個別のログインを付与することができます。Telnet、SSH、および SDM をイネー
ブルにして管理認証を設定するには、第 11 章「デバイス アクセスの設定」を参照してください。
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CLI でのマルチコンテキスト モードのイネーブル化とディセーブル化
シスコへの発注方法によっては、セキュリティ アプライアンスがすでにマルチセキュリティ コン
テキスト用に設定されている場合があります。ただし、アップグレードする場合は、この項で説明

する手順に従ってシングルモードからマルチモードに変換することが必要になる場合があります。

ASDM はモードの変更をサポートしていないため、CLI を使用してモードを変更する必要がありま
す。

ここでは、次の項目について説明します。

• シングルモード コンフィギュレーションのバックアップ（P.7-11）

• マルチコンテキスト モードのイネーブル化（P.7-11）

• シングルコンテキスト モードの復元（P.7-12）

シングルモード コンフィギュレーションのバックアップ
シングルモードからマルチモードに変換すると、セキュリティ アプライアンスは実行コンフィギュ
レーションを 2 つのファイルに変換します。元のスタートアップ コンフィギュレーションは保存さ
れないため、実行コンフィギュレーションと異なる場合は、手順を進める前にバックアップを取る

必要があります。

マルチコンテキスト モードのイネーブル化
コンテキスト モード（シングルまたはマルチ）は、リブートしても保持されますが、コンフィギュ
レーション ファイルには保存されません。別の装置にコンフィギュレーションをコピーする必要が
ある場合、mode コマンドを実行して新しい装置のモードを一致するように設定します。

シングルモードからマルチモードに変換すると、セキュリティ アプライアンスは、実行コンフィ
ギュレーションを 2 つのファイルに変換します。その 2 つは、システム コンフィギュレーションを
構成する新しいスタートアップ コンフィギュレーションと、管理コンテキストを構成する
admin.cfg です（内部フラッシュ メモリのルート ディレクトリに作成されます）。元の実行コンフィ
ギュレーションは、old_running.cfg として保存されます（内部フラッシュ メモリのルート ディレク
トリに保存されます）。元のスタートアップ コンフィギュレーションは保存されません。管理コン
テキストのエントリは、「admin」という名前でシステム コンフィギュレーションにセキュリティ
アプライアンスによって自動的に追加されます。

マルチモードをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# mode multiple

セキュリティ アプライアンスをリブートするよう求められます。
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シングルコンテキスト モードの復元
マルチモードからシングルモードに変換する場合、最初にスタートアップ コンフィギュレーション全
体をセキュリティ アプライアンスにコピーします（可能な場合）。これは、シングルモードの装置
にとって、マルチモードから継承されるシステム コンフィギュレーションは完全に機能を果たすコ
ンフィギュレーションではないためです。システム コンフィギュレーションは、自身のコンフィ
ギュレーションの一部としてネットワーク インターフェイスを持たないため、コンソールからセ
キュリティ アプライアンスにアクセスしてコピーをとる必要があります。

以前の実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーしてモー
ドをシングルモードに変更するには、システム実行スペースで次の手順を実行します。

ステップ 1 元の実行コンフィギュレーションのバックアップ バージョンを現在のスタートアップ コンフィギュ
レーションにコピーするには、システムの実行スペースで次のコマンドを入力します。

hostname(config)# copy flash:old_running.cfg startup-config

ステップ 2 モードをシングルモードに設定するには、システム実行スペースで次のコマンドを入力します。

hostname(config)# mode single

セキュリティ アプライアンスがリブートします。
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リソース クラスの設定
デフォルトでは、コンテキストごとの最大限度が設定されている場合を除いて、すべてのセキュリ

ティ コンテキストはセキュリティ アプライアンスのリソースに無制限にアクセスできます。ただ
し、1 つまたは複数のコンテキストがリソースを使用し過ぎて、他のコンテキストが接続できなく
なる場合には、リソース管理の設定を行い、コンテキストごとのリソースの使用を制限することが

できます。

ここでは、次の項目について説明します。

• クラスおよびクラス メンバーの概要（P.7-13）

• リソース クラスの追加（P.7-15）

クラスおよびクラス メンバーの概要
セキュリティ アプライアンスでは、コンテキストをリソース クラスに割り当てることによりリ
ソースを管理します。各コンテキストは、クラスが設定するリソース制限を使用します。ここでは、

次の項目について説明します。

• リソース制限（P.7-13）

• デフォルト クラス（P.7-14）

• クラス メンバー（P.7-15）

リソース制限

クラスを作成すると、セキュリティ アプライアンスでは、そのクラスに割り当てられたコンテキス
トごとにリソースの一部を除外するのではなく、コンテキストの最大限度を設定します。リソース

をオーバーサブスクライブしたり、特定のリソースを無制限にしたりすると、いくつかのコンテキ

ストがリソースを使い果たして、他のコンテキストに対するサービスに影響が出ることがあります。

個々のリソースに、制限をパーセント（ハードウェアのシステム制限がある場合）または絶対値で

設定できます。

すべてのコンテキストに渡って 100% 以上割り当てることにより、セキュリティ アプライアンスを
オーバーサブスクライブすることができます。たとえば、Bronze クラスにはコンテキストごとに
20% の接続制限を設定してから、そのクラスに 10 のコンテキストを割り当てると、合計は 200% に
なります。いくつかのコンテキストがシステムの制限を超えて同時に使用すれば、各コンテキスト

は、当初想定した 20% に満たなくなります（図 7-6 を参照）。

図 7-6 リソースのオーバーサブスクライブ
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すべてのコンテキストのリソースに、セキュリティ アプライアンスの実際の制限を超えた絶対値を割
り当てると、セキュリティ アプライアンスのパフォーマンスが低下することがあります。

セキュリティ アプライアンスでは、あるクラスの 1 つまたは複数のリソースに、パーセントや絶対
値ではなく、無制限アクセスを割り当てることができます。あるリソースが無制限の場合、コンテ

キストは、システムで利用できるリソース（実際に使用できるリソース）をすべて使用できます。

たとえば、Silver クラスの中にコンテキスト A、B、C があり、各クラス メンバーに 1% の接続制限
を課しているため、合計が 3% になります。しかし、3 つのコンテキストは、現在合計 2% しか使
用していません。Gold クラスは無制限に接続できます。Gold クラスのコンテキストは、「未割り当
て」接続の 97% 以上を使用できます。また、コンテキスト A、B、C が現在使用していない 1% の
接続も（コンテキスト A、B、C の制限が合計 3% に到達できない場合でも）使用できます。（図 7-7
を参照）。無制限アクセスの設定は、セキュリティ アプライアンスのオーバーサブスクライブに似
ています。相違点は、システムのオーバーサブスクライブ量について管理が劣る点です。

図 7-7 無制限リソース

デフォルト クラス

すべてのコンテキストは、別のクラスに割り当てられていなければ、デフォルト クラスに属しま
す。したがって、コンテキストをデフォルト クラスに特に割り当てる必要はありません。

コンテキストがデフォルト クラス以外のクラスに属している場合、クラス設定は、常にデフォルト
クラス設定を上書きします。ただし、他のクラス設定が定義されていない場合、メンバー コンテキ
ストはデフォルト クラスを制限用に使用します。たとえば、同時接続に 2% を設定されたクラスを
作成し、その他の制限がない場合、その他すべての制限はデフォルト クラスから継承されます。反
対に、すべてのリソースに制限のあるクラスを作成すれば、そのクラスはデフォルト クラス設定を
使用しません。

デフォルトでは、デフォルト クラスは、すべてのコンテキストに無制限アクセスを与えますが、例
外は次の制限で、これらは、デフォルトでコンテキストごとの最大値に設定されます。

• Telnet セッション：5 セッション

• SSH セッション：5 セッション

• IPSec セッション：5 セッション

• MAC アドレス：65,535 エントリ
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図 7-8 に、デフォルト クラスと他のクラスとの関係を示します。コンテキスト A と C は、いくつ
か制限のあるクラスに属しています。他の制限は、デフォルト クラスから継承されます。コンテキ
スト B は、すべての制限がそのクラス（Gold クラス）に設定されているので、デフォルト クラス
から制限を継承することはありません。コンテキスト D はクラスに割り当てられていないため、デ
フォルトでデフォルト クラスのメンバーになります。

図 7-8 リソース クラス

クラス メンバー

クラスの設定を使用するには、コンテキストの定義時に、コンテキストをそのクラスに割り当てま

す。すべてのコンテキストは、別のクラスに割り当てられていなければ、デフォルト クラスに属し
ます。したがって、コンテキストをデフォルト クラスに特に割り当てる必要はありません。コンテ
キストは 1 つのリソース クラスにだけ割り当てることができます。このルールの例外は、メンバー
クラスで未定義の制限がデフォルト クラスから継承される点です。したがって、実際には、コンテ
キストはデフォルト クラスと別のクラスのメンバーということになります。

リソース クラスの追加
この項では、リソース クラスの設定で使用できるペインについて説明します。次の項目を取り上げ
ます。

• Resource Class（P.7-16）

• Add/Edit Resource Class（P.7-17）
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Resource Class

System > Configuration > Resource Class

Resource Class ペインで、設定されているクラスと各クラスの情報を示します。クラスの追加、編
集、削除もできます。

フィールド

• Class：クラスの名前を示します。

• All Resources：個別設定されていないすべてのリソース制限を示します。常に 0 で、無制限を
意味します。

• Connections：任意の 2 つのホスト間の TCP 接続または UDP 接続の制限値を示します。これに
は、1 台のホストと他の複数台のホストとの接続も含まれます。

• Hosts：セキュリティ アプライアンスを通して接続できるホスト数の制限値を示します。

• Xlates：アドレス変換の制限値を示します。

• Telnet：Telnet セッション数の制限値を示します。デフォルトは 5 です。

• SSH：SSH セッションの制限値を示します。デフォルトは 5 です。

• ASDM Sessions：ASDM 管理セッション数の制限値を示します。デフォルトは 5 です。ASDM
セッションは、2 つの HTTPS 接続を使用します。1 つは常駐の監視用、もう 1 つは変更時にの
み使用できるコンフィギュレーション変更用です。たとえば、ASDM セッション数のシステム
制限値が 32 の場合は、すべてのコンテキストで HTTPS セッション数が 64 で制限されます。

• MAC：透過ファイアウォール モードで MAC アドレス テーブルに登録できる MAC アドレス数
の制限値を示します。デフォルトは 65535 です。

• Conns/sec：接続数 /秒の制限値を示します。

• Fixups/sec：アプリケーション検査数 /秒の制限値を示します。

• Syslogs/sec：システム ログ メッセージ数 /秒の制限値を示します。

• Contexts：このクラスに割り当てられたコンテキストを示します。

• Add：クラスを追加します。

• Edit：クラスを編集します。

• Delete：クラスを削除します。デフォルト クラスは削除できません。コンテキストが割り当て
られているクラスを削除すると、コンテキストのクラスはデフォルトに戻ります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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Add/Edit Resource Class

System > Configuration > Security Contexts > Add/Edit Resource Class

Add/Edit Resource Class ダイアログボックスで、リソース クラスを追加または編集できます。

フィールド

• Resource Class：クラスの名前を 20 文字以内で設定します。

• Count Limited Resources：リソースの同時接続制限を設定します。システム制限のないリソース
は、パーセント（%）で設定できません。設定できるのは絶対値だけです。制限を設定しない
場合、デフォルト クラスの制限値が継承されます。制限値がデフォルト クラスにない場合は、
リソースは無制限またはシステム制限値（使用できる場合）に設定されます。

－ Hosts：セキュリティ アプライアンスを通して同時に接続できるホスト数の制限値を設定し
ます。チェックボックスをオンにして、この制限値をイネーブルにします。 制限値を 0 に
設定すると、無制限になります。

－ Telnet：Telnet 同時セッションの制限値を設定します。チェックボックスをオンにして、こ
の制限値をイネーブルにします。制限値をパーセントで設定する場合は、1 より大きい整
数を入力し、リストの Percent をクリックします。100 パーセントより大きな値を割り当て
ると、デバイスをオーバーサブスクライブに設定できます。また、制限値を絶対値で設定

する場合は、1 ～ 5 の範囲で整数を入力し、リストの Absolute をクリックします。システ
ムの最大セッション数は、コンテキスト全体で 100 です。

－ ASDM Sessions：ASDM の同時セッションの制限値を設定します。チェックボックスをオ
ンにして、この制限値をイネーブルにします。制限値をパーセントで設定する場合は、1
より大きい整数を入力し、リストの Percent をクリックします。100 パーセントより大きな
値を割り当てると、デバイスをオーバーサブスクライブに設定できます。また、制限値を

絶対値で設定する場合は、1 ～ 5 の範囲で整数を入力し、リストの Absolute をクリックし
ます。システムの最大セッション数は、コンテキスト全体で 80 です。ASDM セッション
は 2 つの HTTPS 接続を使用します。1 つは常駐の監視用、もう 1 つは変更時のみ使用でき
るコンフィギュレーション変更用です。たとえば、ASDM セッション数のシステム制限値
が 32 の場合は、すべてのコンテキストで HTTPS セッション数が 64 で制限されます。

－ Connections：TCP または UDP で同時接続する、任意の 2 つのホスト間の接続数の制限値
を設定します。これには、1 台のホストと他の複数台のホストとの接続も含まれます。
チェックボックスをオンにして、この制限値をイネーブルにします。制限値をパーセント

で設定する場合は、1 より大きい整数を入力し、リストの Percent をクリックします。100
パーセントより大きな値を割り当てると、デバイスをオーバーサブスクライブに設定でき

ます。また、制限値を絶対値で設定する場合、0（システム制限値）と使用するモデルのシ
ステム制限値の範囲で整数を入力し、リストの Absolute をクリックします。使用するモデ
ルの接続制限については、『Cisco ASDM Release Notes』を参照してください。

－ Xlates：アドレス変換の制限値を設定します。チェックボックスをオンにして、この制限値
をイネーブルにします。制限値を 0 に設定すると、無制限になります。

－ SSH：SSH セッションの制限値を設定します。チェックボックスをオンにして、この制限
値をイネーブルにします。制限値をパーセントで設定する場合は、1 より大きい整数を入
力し、リストの Percent をクリックします。100 パーセントより大きな値を割り当てると、
デバイスをオーバーサブスクライブに設定できます。また、制限値を絶対値で設定する場

合は、1 ～ 5 の範囲で整数を入力し、リストの Absolute をクリックします。システムの最
大セッション数は、コンテキスト全体で 100 です。

－ MAC Entries：（透過モードのみ）MAC アドレス テーブルに登録できる MAC アドレス エ
ントリの制限値を設定します。チェックボックスをオンにして、この制限値をイネーブル

にします。制限値をパーセントで設定する場合は、1 より大きい整数を入力し、リストの
Percent をクリックします。100 パーセントより大きな値を割り当てると、デバイスをオー
バーサブスクライブに設定できます。また、制限値を絶対値で設定する場合は、0（システ
ム制限値）～ 65535 の範囲で整数を入力し、リストの Absolute をクリックします。



第 7章      セキュリティ コンテキストの設定
リソース クラスの設定

7-18
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Rate Limited Resources：リソースのレート制限を設定します。制限を設定しない場合、デフォ
ルト クラスの制限値が継承されます。制限値がデフォルト クラスにない場合は、デフォルト
では無制限になります。

－ Conns/sec：接続数 / 秒の制限値を設定します。チェックボックスをオンにして、この制限
値をイネーブルにします。制限値を 0 に設定すると、無制限になります。

－ Syslogs/sec：システム ログ メッセージ数 /秒の制限値を設定します。チェックボックスを
オンにして、この制限値をイネーブルにします。制限値を 0 に設定すると、無制限になり
ます。

－ Inspects/sec：アプリケーション検査数 / 秒の制限値を設定します。チェックボックスをオ
ンにして、この制限値をイネーブルにします。制限値を 0 に設定すると、無制限になります。

• Show Actual Class Limits：（デフォルト クラス以外の場合のみ）クラスを編集した場合、このボ
タンをクリックすると、設定した制限値と、設定しなかったがデフォルト クラスから継承され
た制限値が表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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セキュリティ コンテキストの設定
この項では、セキュリティ コンテキストを追加する方法について説明します。次の項目を取り上げ
ます。

• Security Contexts（P.7-19）

• Add/Edit Context（P.7-20）

• Add/Edit Interface Allocation（P.7-21）

Security Contexts
System > Configuration > Security Contexts

Security Contexts ペインで、設定されたコンテキストと各コンテキストの情報を示します。コンテ
キストの追加、編集、削除もできます。マルチコンテキスト モードの詳細については、P.7-2 の「セ
キュリティ コンテキストの概要」を参照してください。

前提条件

コンテキストを ASDM で設定する前に、セキュリティ アプライアンスがマルチコンテキスト モー
ドになっていることを確認してください。ASDM のツールバーに Context と System ツールが表示さ
れていれば、セキュリティ アプライアンスはマルチモードになっています。また、Home > Device
Information > General タブで、現在のコンテキスト モードが、マルチまたはシングルかを示します。
シングルモードからマルチモードにするには、セキュリティ アプライアンスの CLI にアクセスし、
mode multiple コマンドを入力します。詳細については、P.7-11 の「CLI でのマルチコンテキスト
モードのイネーブル化とディセーブル化」を参照してください。

フィールド

• Context：コンテキストの名前を示します。

• Interfaces：コンテキストに割り当てられたインターフェイスおよびサブインターフェイスを示
します。インターフェイス名にエイリアスを割り当ててコンテキストを表示すると、エイリア

ス名がカッコ内に表示されます。サブインターフェイスの範囲を指定すると、先頭のサブイン

ターフェイス番号と最後のサブインターフェイス番号の範囲がダッシュで示されます。

• Resource：コンテキストのリソース クラスを示します。

• Config URL：コンテキスト コンフィギュレーションの場所を示します。

• Group：このコンテキストが属するフェールオーバー グループを示します。

• Description：コンテキストの説明を示します。

• Add：コンテキストを追加します。

• Edit：コンテキストを編集します。

• Delete：コンテキストを削除します。

• Mac-Address auto：プライベート MAC アドレスを各コンテキストの共有インターフェイスに自
動的に割り当てます。

コンテキストがインターフェイスを共有できるようにするには、それぞれのコンテキスト イン
ターフェイスに固有の MAC アドレスを割り当てることを推奨します。MAC アドレスは、コン
テキスト内のパケットを分類するために使用します。インターフェイスを共有化していても、

各コンテキストのインターフェイスに固有の MAC アドレスがない場合、宛先 IP アドレスを使
用してパケットを分類します。宛先アドレスと NAT コンフィギュレーションとの照合が行わ
れますが、この方式には、MAC アドレス方式に比べると、いくつか制限があります。パケッ
トの分類については、P.7-3 の「セキュリティ アプライアンスによるパケットの分類方法」を
参照してください。

デフォルトでは、物理インターフェイスは焼き付け済み MAC アドレスを使用し、物理インター
フェイスのすべてのサブインターフェイスは同じ焼き付け済み MAC アドレスを使用します。
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フェールオーバーで使用する場合、セキュリティ アプライアンスでは、各インターフェイスに
アクティブとスタンバイの両方の MAC アドレスが生成されます。アクティブ装置がフェール
オーバーし、スタンバイ装置がアクティブになると、新たなアクティブ装置はアクティブ MAC
アドレスを使用して、ネットワークの中断を最小限に抑えます。

インターフェイスをコンテキストに割り当てると、ただちに新しい MAC アドレスが生成され
ます。コンテキスト インターフェイスの作成後にこのオプションをイネーブルにすると、その
直後に、MAC アドレスがすべてのインターフェイス用に生成されます。 このオプションをディ
セーブルにすると、各インターフェイスの MAC アドレスはデフォルトの MAC アドレスに戻
ります。たとえば、GigabitEthernet 0/1 のサブインターフェイスは、再度 GigabitEthernet 0/1 の
MAC アドレスを使用するようになります。

MAC アドレスは、次の形式で生成されます。

アクティブ装置の MAC アドレス：12_slot.port_subid.contextid.

スタンバイ装置の MAC アドレス：02_slot.port_subid.contextid

インターフェイス スロットがないプラットフォームでは、スロットは常に 0 になります。port
はインターフェイスのポートです。subid はサブインターフェイスの内部 ID ですが、表示でき
ません。 contextid はコンテキストの内部 ID です。たとえば、ID 1 のコンテキストのインター
フェイス GigabitEthernet 0/1.200 には、次の生成された MAC アドレスがあり、31 がサブイン
ターフェイス 200 の内部 ID です。

アクティブ：1200.0131.0001

スタンバイ：0200.0131.0001

生成された MAC アドレスがネットワーク内のプライベート MAC アドレスと競合することが
まれに生じますが、その場合、MAC アドレスをコンテキスト内のインターフェイスに手動で
設定することができます。MAC アドレスの手動設定については、P.4-3 の「インターフェイス
の設定」を参照してください。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Context
System > Configuration > Security Contexts > Add/Edit Context

Add Context ダイアログボックスで、セキュリティ コンテキストの追加または編集、およびコンテ
キスト パラメータの定義ができます。

フィールド

• Security Context：コンテキスト名を 32 文字以内で設定します。大文字と小文字が区別されるた
め、たとえば「customerA」と「CustomerA」の 2 種類のコンテキストを使用できます。「System」
および「Null」（大文字および小文字）は予約されている名前であるため、使用できません。

• Interface Allocation：コンテキストに割り当てられたインターフェイスおよびサブインターフェ
イスを示します。

－ Interface：インターフェイス ID を示します。サブインターフェイスの範囲を指定すると、
先頭のサブインターフェイス番号と最後のサブインターフェイス番号の範囲がダッシュで

示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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－ Aliased Name：インターフェイス ID の代わりにコンテキスト コンフィギュレーションで使
用できるインターフェイスのエイリアス名を示します。

－ Visible：エイリアス名が設定されている場合でも、コンテキスト ユーザが物理インター
フェイスのプロパティを表示できるかどうかを示します。

－ Add：インターフェイスをコンテキストに追加します。

－ Edit：インターフェイスのプロパティを編集します。

－ Delete：インターフェイスを削除します。

• Resource Assignment：コンテキストをリソース クラスに割り当てます。

－ Resource Class：リストからクラスを選択します。

－ Edit：選択したリソース クラスを編集します。

－ New：リソース クラスを追加します。

• Config URL：コンテキスト コンフィギュレーションの場所を URL として指定します。リスト
からファイル システムのタイプを選択して、サーバ（リモート ファイル システムの）、パス、
ファイル名をフィールドに入力します。FTP の場合、URL は次の形式になります。

ftp://server.example.com/configs/admin.cfg

• Login：リモート ファイル システムのユーザ名とパスワードを設定します。

• Failover Group：アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合のフェールオーバー グループ
を設定します。

• Description：（オプション）コンテキストの説明を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Interface Allocation
System > Configuration > Security Contexts > Add/Edit Context > Add/Edit Interface Allocation

Add/Edit Interface Allocation ダイアログボックスで、インターフェイスをコンテキストに割り当て、
インターフェイス パラメータを設定できます。

フィールド

• Interfaces：物理インターフェイスおよびサブインターフェイス ID を指定します。

－ Physical Interface：コンテキストに割り当てる物理インターフェイスを設定します。メイン
インターフェイスを割り当てる場合、サブインターフェイス ID を空白にします。サブイン
ターフェイスまたはその範囲を指定すると、このインターフェイスに設定されます。透過

ファイアウォール モードでは、他のコンテキストに割り当てられていないインターフェイ
スだけが表示されます。メイン インターフェイスが他のコンテキストに割り当てられてい
る場合、サブインターフェイスを選択する必要があります。

－ Sub Interface Range (Optional)：サブインターフェイス ID またはサブインターフェイス ID の
範囲を設定します。サブインターフェイスを 1 つだけ指定する場合は、ID を最初のリスト
から選択します。範囲を指定する場合は、次のリストから最後の ID を選択します。透過
ファイアウォール モードでは、他のコンテキストに割り当てられていないサブインター
フェイスだけが表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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• Aliased Names：インターフェイス ID の代わりにコンテキスト コンフィギュレーションで使用
できるインターフェイスのエイリアス名を設定します。

－ Use Aliased Name in Context：コンテキストのエイリアス名をイネーブルにします。

－ Name：エイリアス名を設定します。エイリアス名の先頭は英字、最後は英字または数字に
します。間の文字として使用できるのは、英字、数字、下線だけです。このフィールドで

名前の最後を英字または下線にした場合、その名前の後に追加する数字を Range フィール
ドで設定できます。

－ Range：エイリアス名の拡張子を数字で設定します。サブインターフェイスに範囲がある場
合、範囲の数字を入力して名前の後に追加できます。

• Show Hardware Properties in Context：エイリアス名が設定されている場合でも、コンテキスト
ユーザは物理インターフェイスのプロパティを表示できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •



C H A P T E R

8-1
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

8

デバイス プロパティの設定

ここでは、次の項目について説明します。

• Management IP

• Device Administration

• Auto Update

Management IP
Configuration > Properties > Management IP

 Management IP ウィンドウで、セキュリティ アプライアンスの管理 IP アドレスまたは透過ファイ
アウォール モードのコンテキストの管理 IP アドレスを設定できます。透過ファイアウォールは、IP
ルーティングに参加しません。セキュリティ アプライアンスで必要とされる唯一の IP コンフィ
ギュレーションは、管理 IP アドレスの設定です。例外として、Management 0/0 管理専用インター
フェイスに IP アドレスを設定できますが、トラフィックはこのインターフェイスを通過できませ
ん。Management 0/0 の IP アドレスの設定については、「インターフェイスの設定」を参照してくだ
さい。

このアドレスは、システム メッセージまたは AAA サーバとの通信など、セキュリティ アプライア
ンス上で発信されるトラフィックの送信元アドレスとしてセキュリティ アプライアンスが使用す
るために必要です。このアドレスは、リモート管理アクセスにも使用できます。

フィールド

• Management IP Address：管理 IP アドレスを設定します。

• Subnet Mask：サブネット マスクを設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —
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Device Administration
Device Administration で、セキュリティ アプライアンスに基本的なパラメータを設定できます。こ
こでは、次の項目について説明します。

• Banner

• Boot Image/Configuration

• Console

• Clock

• Device

• FTP Mode

• ICMP Rules

• Management Access

• NTP

• Password

• Secure Copy

• SNMP

• TFTP Server

• User Accounts

Banner
Configuration > Properties > Device Administration > Banner

Banner パネルで、当日のお知らせメッセージ、ログイン、セッション バナーを設定できます。

バナーを作成するには、該当するボックスにテキストを入力します。テキストに入力したスペース

はそのまま表示されます。タブは ASDM インターフェイスで入力します。コマンドラインから入
力できません。トークンの $(domain) および $(hostname) は、セキュリティ アプライアンスのドメ
イン名およびホスト名に置き換えられます。

$(hostname) および $(domain) トークンを使用すると、特定のコンテキストで指定したホスト名とド
メイン名を画面に表示できます。$(system) トークンを使用して、特定のコンテキストのシステム ス
ペースで設定したバナーを画面に表示できます。

バナーが複数行の場合、行ごとに入力したテキストが既存のバナーの最後に追加されます。テキス

トが空の場合、復帰記号（CR）がバナーに追加されます。RAM やフラッシュ メモリの容量が許す
限り、バナーの長さに制限はありません。ASCII 文字のみ使用できます。改行（Enter キー。2 文字
に相当）も使用できます。

Telnet または SSH でセキュリティ アプライアンスにアクセスしたとき、システム メモリが不足し
てバナー メッセージを表示できなかったり、バナー メッセージを表示するときに TCP 書き込みエ
ラーが発生したりするとセッションは終了します。 

バナーを置き換えるには、該当するボックスの内容を変更して Apply をクリックします。バナーを
クリアするには、該当するボックスの内容をクリアして Apply をクリックします。

システム コンテキストでは ASDM のパネルからバナー コマンドを使用できませんが、Tools > 
Command Line Interface から設定できます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Boot Image/Configuration
Configuration > Properties > Device Administration > Boot Image/Configuration

Boot Image/Configuration で選択したイメージ ファイルからセキュリティ アプライアンスをブート
できます。また、起動時に使用するコンフィギュレーション ファイルもここで選択できます。

起動イメージとして使用するバイナリ イメージ ファイルは、ローカルから 4 つまで指定できます。
また TFTP サーバのイメージを 1 つ指定し、そこからデバイスをブートできます。TFTP サーバの
イメージ ファイルを指定する場合、リストの先頭に指定してください。TFTP サーバにアクセスで
きず、イメージ ファイルをそこからロードできない場合は、リストでその次に指定されたイメージ
ファイルがフラッシュ メモリからロードされます。

ブート変数を指定しなければ、内部フラッシュ メモリの先頭にある有効なイメージからシステムが
ブートされます。

フィールド

Boot Configuration

• Boot Order：ブート時に使用されるバイナリ イメージ ファイルの順序を表示します。

• Boot Image Location：ブート ファイルの物理的な場所とパスを表示します。

• Boot Config File Path：コンフィギュレーション ファイルの場所を表示します。

• Add：ブート時に使用するフラッシュ メモリまたは TFTP サーバのブート イメージ エントリを
追加します。

• Edit：フラッシュ メモリまたは TFTP サーバのイメージ エントリを編集します。

• Delete：フラッシュ メモリまたは TFTP サーバのイメージ エントリを選択して、削除します。

• Move Up：フラッシュ メモリまたは TFTP サーバのイメージ エントリを選択して、ブート順序
を上に移動します。

• Move Down：フラッシュ メモリまたは TFTP サーバのイメージ エントリを選択して、ブート順
序を下に移動します。

• Browse Flash：ブート イメージ ファイルまたはコンフィギュレーション ファイルの場所を指定
します。

ASDM Image Configuration

• ASDM Image File Path：起動時に使用するコンフィギュレーション ファイルの場所を表示しま
す。

• Browse Flash：ブート イメージ ファイルまたはコンフィギュレーション ファイルの場所を指定
します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add Boot Image

Configuration > Properties > Device Administration > Boot Image/Configuration > Add Boot Image

ブート イメージ エントリをブート順序リストに追加するには、Boot Image/Configuration パネルの
Add をクリックします。 

フラッシュ メモリまたは TFTP サーバのイメージを選択して、ブート イメージをブート順序リスト
に追加できます。

イメージのパスを入力するか Browse Flash をクリックして、イメージの場所を指定します。TFTP
の場合、イメージの場所のパスを入力する必要があります。

フィールド

• Flash Image：フラッシュ ファイル システムのブート イメージを選択して追加します。

－ Path：フラッシュ ファイル システムにあるブート イメージのパスを指定します。

• TFTP Image：TFTP サーバのブート イメージを選択して追加します。

－ [Path]：TFTP サーバのブート イメージ ファイルのパスを入力します。サーバの IP アドレ
スも指定します。

• OK：変更を有効にして、直前のパネルに戻ります。 

• Cancel：変更を無効にして、直前のパネルに戻ります。 

• Help：詳細情報を表示します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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Clock
Configuration > Properties > Device Administration > Clock

Clock パネルで、日付と時刻をセキュリティ アプライアンスに手動で設定します。 時刻は ASDM メ
イン ウィンドウの下部のステータスバーに表示されます。

マルチコンテキスト モードでは、時刻はシステム コンフィギュレーションのみに設定してくださ
い。

NTP サーバを利用して時刻をダイナミックに設定するには、NTP パネルを参照して NTP サーバか
ら時刻を取得すると Clock で手動で設定した時刻をいつでも上書きできます。

フィールド

• Time Zone：時間帯は、適切な数値を GMT に追加または削除して設定します。Eastern Time、
Central Time、Mountain Time、または Pacific Time を時間帯として選択すると、4 月の第一日曜
日の午前 2 時と 10 月の最終日曜日の午前 2 時に夏時間が自動的に設定されます。

（注） セキュリティ アプライアンスの時間帯を変更すると、インテリジェント SSM との接続
がドロップされる場合があります。

• Date：日付を設定します。リストから年と日付を選択して、カレンダーの日をクリックします。

• Time：時刻を 24 時間制で設定します。

－ hh、mm、および ss ボックス：時間、分、秒を設定します。

• Update Display Time：ASDM ウィンドウの右下の表示時刻が更新されます。現在時刻は 10 秒
ごとに自動更新されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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Console
Configuration > Properties > Device Administration > Console

Console パネルで、管理コンソールの表示時間（分単位）を指定できます。ここで指定した時間が
経過すると、コンソールは自動的にシャットダウンします。

Console Timeout テキストボックスに時間を入力します。制限しない場合は 0 を入力します。デフォ
ルト値は 0 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Device
Configuration > Properties > Device Administration > Device

Device パネルで、ホスト名とドメイン名をセキュリティ アプライアンスに設定できます。

ホスト名はコマンドラインのプロンプトに表示されます。このホスト名によって、複数のデバイス

とのセッションを確立する場合に、コマンドを入力する場所が常に把握できます。ホスト名はシス

テム メッセージでも使用されます。

マルチコンテキスト モードでは、システム実行スペースで設定したホスト名がすべてのコンテキス
トのコマンドライン プロンプトに表示されます。コンテキストで設定したホスト名を、コマンドラ
インに表示せず、バナーに表示するオプションもあります。

セキュリティ アプライアンスは、ドメイン名を未修飾名に拡張子として追加します。たとえば、ド
メイン名を「example.com」に設定し、syslog サーバに未修飾名「jupiter」を指定すると、セキュリ
ティ アプライアンスは、この名前を「jupiter.example.com」に限定します。

フィールド

• Platform Host Name：ホスト名を設定します。デフォルトのホスト名は、プラットフォームの
種類によって決まります。

• Domain Name：ドメイン名を設定します。デフォルトのドメイン名は、default.domain.invalid で
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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FTP Mode
Configuration > Properties > Device Administration > FTP Mode

FTP Mode パネルで、FTP モードをアクティブまたはパッシブに設定できます。セキュリティ アプ
ライアンスがイメージ ファイルまたはコンフィギュレーション ファイルを FTP サーバにアップ
ロードしたり、FTP サーバからダウンロードできるようになります。パッシブ FTP クライアント
は、コントロール接続とデータ接続を両方とも起動できます。サーバはパッシブ モードでデータ接
続の宛先になり、特定の接続の受信時にポート番号に応答します。

フィールド

• Specify FTP mode as passive：FTP モードをアクティブまたはパッシブに設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ICMP Rules
Configuration > Properties > Device Administration > ICMP Rules

ICMP Rules パネルで、ICMP ルール テーブルを表示し、セキュリティ アプライアンスに ICMP で
アクセスするすべてのホストまたはネットワークの許可 /拒否を指定します。このテーブルでホス
トまたはネットワークを追加、変更すると、セキュリティ アプライアンスに送信された ICMP メッ
セージを許可または禁止できます。 

ICMP ルールは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスに ICMP トラフィックが着信した
場合の制御方法を表示します。ICMP コントロール リストが設定されていない場合、セキュリティ
アプライアンスは外部インターフェイスも含め、インターフェイスに着信した ICMP トラフィック
をすべて許可します。ただし、デフォルトでは、セキュリティ アプライアンスはブロードキャスト
アドレスへの ICMP エコー要求に応答しません。

（注） Security Policy パネルで ICMP トラフィックのアクセス ルールを設定すると、宛先のインターフェ
イスが保護されていてもセキュリティ アプライアンスを通過ルートにできます。

ICMP の到達不能メッセージ タイプ（type 3）の権限は、常に許可にすることをお勧めします。ICMP
の到達不能メッセージを拒否すると、ICMP の Path MTU Discovery 機能がディセーブルになり、IPSec
および PPTP トラフィックが停止する場合があります。Path MTU Discovery の詳細については、RFC
1195 および RFC 1435 を参照してください。

ICMP コントロール リストを設定すると、セキュリティ アプライアンスでは最初に一致した条件を
ICMP トラフィックに適用し、暗黙的にすべてを拒否します。したがって、最初に一致したエント
リが許可の場合は、ICMP パケットはそのまま処理されます。最初に一致したエントリが拒否の場
合または一致しなかった場合は、セキュリティ アプライアンスで ICMP パケットは破棄され、syslog
メッセージが出力されます。例外は ICMP コントロール リストが設定されていない場合です。その
場合、許可が設定されているものとして処理されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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フィールド

• Interface：ICMP アクセスが許可されるセキュリティ アプライアンスのインターフェイスを一
覧表示します。 

• Action：指定したネットワークまたはホストの ICMP 受信メッセージの許可/拒否を表示します。 

• IP Address：アクセスを許可 /拒否するネットワークまたはホストの IP アドレスを一覧表示し
ます。 

• Mask：アクセスを許可するネットワークまたはホストに関連付けられたネットワーク マスク
を一覧表示します。 

• ICMP Type：ルールを適用する ICMP メッセージ タイプを一覧表示します。表 8-1 に示す ICMP
タイプがサポートされます。

• Add：Add ICMP Rule ダイアログボックスが表示され、新規の ICMP ルールをテーブルの最後
に追加できます。

• Insert Before：ICMP ルールを選択中のルールの前に追加します。

• Insert After：ICMP ルールを選択中のルールの後に追加します。

• Edit：Edit ICMP Rule ダイアログボックスが表示され、選択したホストまたはネットワークを
編集できます。 

• Delete：選択したホストまたはネットワークを削除します。

表 8-1 ICMP タイプ リテラル

ICMP タイプ リテラル

0 echo-reply

3 unreachable

4 source-quench

5 redirect

6 alternate-address

8 echo

9 router-advertisement

10 router-solicitation

11 time-exceeded

12 parameter-problem

13 timestamp-request

14 timestamp-reply

15 information-request

16 information-reply

17 mask-request

18 mask-reply

31 conversion-error

32 mobile-redirect
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit ICMP Rule

Configuration > Properties > Device Administration > ICMP Rules > Add/Edit ICMP Rule

Add/Edit ICMP Rule ダイアログボックスで、ICMP ルールの追加または変更ができます。ICMP ルー
ルでは、セキュリティ アプライアンスへの ICMP アクセスが許可 /拒否されるホストまたはネット
ワークのアドレスをすべて指定できます。 

フィールド

• ICMP Type：ルールを適用する ICMP メッセージ タイプを指定します。表 8-2 に示す ICMP タ
イプがサポートされます。

• Interface：ICMP アクセスが許可されるセキュリティ アプライアンスのインターフェイスを識
別します。 

• IP Address：アクセスを許可 /拒否するネットワークまたはホストの IP アドレスを指定します。 

• Any Address：指定したインターフェイスのすべての受信アドレスにアクションを適用します。 

• Mask：アクセスを許可するネットワークまたはホストに関連付けられたネットワーク マスク
を指定します。 

• Action：指定したネットワークまたはホストの ICMP 受信メッセージの許可/拒否を指定します。 

－ Permit：指定したホストまたはネットワークと、アクセス許可されたインターフェイスの
ICMP メッセージを作成します。 

－ Deny：指定したホストまたはネットワークと、ドロップされたインターフェイスの ICMP
メッセージを作成します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

表 8-2 ICMP タイプ リテラル

ICMP タイプ リテラル

0 echo-reply

3 unreachable

4 source-quench

5 redirect

6 alternate-address

8 echo

9 router-advertisement

10 router-solicitation

11 time-exceeded

12 parameter-problem

13 timestamp-request

14 timestamp-reply

15 information-request
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Management Access
Configuration > Properties > Device Administration > Management Access

Management Access パネルで、高度なセキュリティ インターフェイスの管理アクセスをイネーブル
/ディセーブルに切り換え、セキュリティ アプライアンスの管理機能を実行できます。管理アクセ
スをイネーブルにすると、IPSec VPN トンネルで固定された IP アドレスを持つ内部インターフェイ
スで、ASDM を実行できます。この機能を使用する場合は、VPN をセキュリティ アプライアンス
で設定し、外部インターフェイスにダイナミック IP アドレス割り当てを適用します。たとえば、セ
キュリティ アプライアンスを自宅から VPN クライアントでアクセスするような場合のセキュリ
ティ管理で役立ちます。

フィールド

• Management Access Interface：セキュリティ アプライアンスの管理インターフェイスを指定し
ます。 None の場合、管理アクセスはディセーブルです。これはデフォルトです。管理アクセス
をイネーブルにするには、インターフェイスのセキュリティを最も高く設定し、内部インター

フェイスにします。一度に 1 つのインターフェイスだけの管理アクセスをイネーブルにできま
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

16 information-reply

17 mask-request

18 mask-reply

31 conversion-error

32 mobile-redirect

表 8-2 ICMP タイプ リテラル（続き）

ICMP タイプ リテラル

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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NTP
Configuration > Properties > Device Administration > NTP

NTP パネルで、NTP サーバを定義して、セキュリティ アプライアンスに時刻をダイナミックに設
定できます。時刻は ASDM メイン ウィンドウの下部のステータスバーに表示されます。

Clock パネルで手動設定した時刻はすべて、NTP サーバから取得された時刻によって上書きされま
す。

NTP を利用して階層的なサーバ システムを実現し、ネットワーク システム間の時刻を正確に同期
します。このような精度は、CRL の検証など正確なタイム スタンプを含む場合など、時刻が重要
な操作で必要になります。複数の NTP サーバを設定できます。セキュリティ アプライアンスは一
番下の階層からサーバを選択し、データ信頼度の尺度にします。 

フィールド

• NTP Server List：定義されている NTP サーバを示します。

－ IP Address：NTP サーバの IP アドレスを示します。

－ Interface：NTP パケットの発信インターフェイスが設定されている場合、そのインターフェ
イスを示します。システムにインターフェイスがない場合、管理コンテキスト インター
フェイスが使用されます。インターフェイスが空白の場合、セキュリティ アプライアンス
が使用するデフォルトの管理コンテキスト インターフェイスは、ルーティング テーブルに
よって決まります。

－ Preferred?：この NTP サーバが優先サーバかどうかを Yes または No で示します。NTP は
アルゴリズムを使用して最も精度の高いサーバを判別し、そのサーバに同期します。精度

が同じ程度であれば、優先サーバを使用します。ただし、優先サーバよりはるかに精度の

高いサーバがある場合は、セキュリティ アプライアンスはその精度の高いサーバを使用し
ます。たとえば、セキュリティ アプライアンスはより精度の高いサーバを使用し、優先
サーバの精度が低ければ使用しません。

－ Key Number：認証キーの ID 番号を示します。

－ Trusted Key?：キーが trusted key かどうかを Yes または No で示します。trusted key だけが
認証されます。

• Enable NTP Authentication：すべてのサーバの認証をイネーブルにします。

• Add：NTP サーバを追加します。

• Edit：NTP サーバを編集します。

• Delete：NTP サーバを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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Add/Edit NTP Server Configuration

Configuration > Properties > Device Administration > NTP > Add/Edit NTP Server Configuration

Add/Edit NTP Server Configuration ダイアログボックスで、NTP サーバを追加または編集できます。

フィールド

• IP Address：NTP サーバの IP アドレスを設定します。

• Preferred：このサーバを優先サーバに設定します。NTP は、アルゴリズムを使用して最も精度
の高いサーバを判別し、そのサーバに同期します。精度が同じ程度であれば、優先サーバを使

用します。ただし、優先サーバよりはるかに精度の高いサーバがある場合は、セキュリティ ア
プライアンスはその精度の高いサーバを使用します。たとえば、セキュリティ アプライアンス
はより精度の高いサーバを使用し、優先サーバの精度が低ければ使用しません。

• Interface：NTP パケットの発信インターフェイスを設定します。ルーティング テーブルによる
デフォルト インターフェイスを変更できます。システムにインターフェイスがない場合、管理
コンテキスト インターフェイスが使用されます。管理コンテキスト（使用できるインターフェ
イス）を変更する場合は、安定性のために None（デフォルト インターフェイス）を選択して
ください。

• Authentication Key：MD5 認証で NTP サーバと通信する場合に、認証キーのアトリビュートを
設定します。

－ Key Number：認証キーのキー ID を設定します。NTP サーバのパケットもこのキー ID を
使用する必要があります。他のサーバのキー ID が設定済みの場合は、リストから選択でき
ます。入力する場合は、1 ～ 4294967295 の範囲の値を指定します。

－ Trusted：このキーを trusted key として設定します。このチェックボックスをオンにしない
と、認証されません。

－ Key Value：認証キーを 32 文字以内で設定します。

－ Reenter Key Value：正しいキーであることを確認するため、キーを 再度入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Password
Configuration > Properties > Device Administration > Password

Password パネルで、ログイン パスワードとイネーブル パスワードを設定できます。

セキュリティ アプライアンスに接続して Telnet または SSH セッションを実行している場合、ログ
イン パスワードで EXEC モードにアクセスできます。（Telnet または SSH のアクセスにユーザ認証
を設定すると、ユーザは自分のパスワードを使用し、ログイン パスワードを使用しません。AAA
Access パネルを参照してください）。

イネーブル パスワードでログインすると、特権 EXEC モードにアクセスできます。また、このパ
スワードは、デフォルト ユーザ名で ASDM にアクセスする場合にも使用します。デフォルト ユー
ザ名は空白になっています。デフォルト ユーザ名は User Accounts パネルに「enable_15」と表示さ
れます （イネーブル アクセスにユーザ認証を設定すると、ユーザは自分のパスワードを使用し、イ
ネーブル パスワードを使用しません。AAA Access パネルを参照してください。さらに、HTTP/ASDM
アクセスにも認証を設定できます）。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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フィールド

• Enable Password：イネーブル パスワードを設定します。デフォルトでは空白になっています。

－ Change the privileged mode password：イネーブル パスワードを変更します。

－ Old Password：変更前のパスワードを入力します。

－ New Password：変更後のパスワードを入力します。

－ Confirm New Password：変更後のパスワードを確認します。

• Telnet Password：ログイン パスワードを設定します。 デフォルトでは「cisco」です。このグ
ループのボックスは Telnet Password になっていますが、このパスワードで Telnet と SSH にア
クセスできます。

－ Change the password to access the platform console：ログイン パスワードを変更します。

－ Old Password：変更前のパスワードを入力します。

－ New Password：変更後のパスワードを入力します。

－ Confirm New Password：変更後のパスワードを確認します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Secure Copy
Configuration > Properties > Device Administration > Secure Copy

Secure Copy パネルで、セキュリティ アプライアンスのセキュア コピー サーバをイネーブルにし
ます。SSH を利用するセキュリティ アプライアンスのアクセスを許可されたクライアントだけが、
セキュア コピー接続を確立できます。

制限事項

セキュア コピー サーバの実装には、次の制限事項があります。

• サーバはセキュア コピー接続の受け入れと終了はできますが、起動はできません。

• サーバは、ディレクトリの指定をサポートしていません。そのため、リモート クライアント ア
クセスでセキュリティ アプライアンスの内部ファイル参照はできません。

• サーバは、バナーをサポートしていません。

• サーバは、ワイルドカードをサポートしていません。

• SSH バージョン 2 で接続するには、セキュリティ アプライアンスのライセンスに 
VPN-3DES-AES 機能が必要です。

フィールド

• Enable Secure Copy Server：セキュリティ アプライアンスのセキュア コピー サーバをイネー
ブルにします。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SMTP
Configuration > Properties > Device Administration > SMTP

SMTP パネルで、発生した重要イベントを電子メールで通知する SMTP クライアントをイネーブル
/ディセーブルにできます。ここで追加できるのは SMTP サーバの IP アドレスで、オプションとし
てバックアップ サーバの IP アドレスも設定できます。ASDM は IP アドレスが有効かどうかを
チェックしません。アドレスを正確に入力してください。

警告を受信する電子メール アドレスは、Configuration > Properties > Logging > Email Setup で設定し
ます。

フィールド

• Remote SMTP Server：プライマリ SMTP サーバとセカンダリ SMTP サーバを設定します。

• Primary Server IP Address：SMTP サーバの IP アドレスを入力します。

• Secondary Server IP Address (Optional)：セカンダリ SMTP サーバの IP アドレスを入力します
（オプション）。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SNMP
Configuration > Properties > Device Administration > SNMP

SNMP パネルで、セキュリティ アプライアンスを簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）管理
ステーションから監視できるように設定できます。 

ネットワーク管理ステーションを PC またはワークステーションで実行し、スイッチ、ルータ、セ
キュリティ アプライアンスなど、さまざまなタイプのデバイスのステータスとヘルスを監視する標
準的な方法を SNMP で定義できます。

SNMP の用語

• Management station：PC またはワークステーションで実行されるネットワーク管理ステーショ
ンです。SNMP プロトコルを使用して、管理対象デバイスの標準データベースを管理します。
ハードウェアの障害など注意が必要なイベントのメッセージも受信できます。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Agent：SNMP コンテキストでは、管理ステーションがクライアント、セキュリティ アプライ
アンスで動作する SNMP エージェントがサーバになります。

• OID：SNMP 規格では、システム オブジェクト ID（OID）を設定して、管理ステーションが
SNMP エージェントがあるネットワーク デバイスを一意に識別したり、ユーザに分かるように
監視情報の発生元を表示したりします。 

• MIB：エージェントは Management Information Databases（MIB;管理情報データベース）と呼ば
れる標準データ構造を保持します。これが管理ステーションに蓄積されます。MIB は、パケッ
ト、接続、エラー カウンタ、バッファの使用状況、フェールオーバー ステータスなどの情報
を収集します。MIB は製品ごとに定義され、通常のネットワーク デバイスで使用される一般的
なプロトコルとハードウェア規格も MIB に定義されています。SNMP 管理ステーションから
MIB を参照したり、特定のフィールドだけを要求したりできます。一部のアプリケーションで
は、管理目的で MIB データを変更する場合があります。 

• Trap：エージェントはアラーム条件も監視します。リンク アップ、リンク ダウン、syslog イ
ベントなどトラップに定義したアラーム条件が発生すると、エージェントは指定された管理ス

テーションにただちに通知します。この通知は SNMP トラップとも呼ばれます。

SNMP

シスコの MIB ファイルおよび OID については、
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml を参照してください。OID は、次の
URL からダウンロードすることもできます。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/oid.tar.gz

MIB のサポート

セキュリティ アプライアンスは、次の SNMP MIB をサポートしています。

（注） セキュリティ アプライアンスは、Cisco syslog MIB のブラウジングはサポートしません。

• MIB-II の System グループと Interface グループをブラウジングできます。MIB のブラウジング
はトラップの送信とは違います。ブラウジングとは、管理ステーションから MIB ツリーの
snmpget や snmpwalk を実行し、値を決定することです。

• Cisco MIB および Cisco Memory Pool MIB を使用できます。 

• セキュリティ アプライアンスは、次の Cisco MIB をサポートしていません。

• cfwSecurityNotification NOTIFICATION-TYPE

• cfwContentInspectNotification NOTIFICATION-TYPE

• cfwConnNotification NOTIFICATION-TYPE

• cfwAccessNotification NOTIFICATION-TYPE

• cfwAuthNotification NOTIFICATION-TYPE

• cfwGenericNotification NOTIFICATION-TYPE

SNMP CPU 使用状況

セキュリティ アプライアンスは、SNMP を利用する CPU 使用状況のモニタリングをサポートして
います。セキュリティ アプライアンスの CPU 使用状況を監視する際、HP OpenView などの SNMP
管理ソフトウェアを利用すると、ネットワーク管理者は容量プランを作成できます。

この機能は、Cisco Process MIB（CISCO-PROCESS-MIB.my）の cpmCPUTotalTable のサポート機能
によって組み込まれています。MIB には他に 2 つのテーブル（cpmProcessTable、cpmProcessExtTable）
がありますが、今回のリリースではサポートされていません。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/oid.tar.gz
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cpmCPUTotalTable の各行には、CPU のインデックスと次のオブジェクトが含まれます。

（注） 現在のセキュリティ アプライアンス ハードウェア プラットフォームは単一 CPU だけサポートし
ているため、セキュリティ アプライアンスが返す cpmCPUTotalTable は 1 行だけで、インデックス
は常に 1 になります。

直前の 3 要素の値は、show cpu usage コマンドの出力値と同じです。

次の新しい MIB オブジェクトが cpmCPUTotalTable にありますが、セキュリティ アプライアンスで
はサポートされていません。

• cpmCPUTotal5secRev

• cpmCPUTotal1minRev

• cpmCPUTotal5minRev

フィールド

• Community string (default)：パスワードを入力します。SNMP 管理ステーションはセキュリティ
アプライアンスに要求を送信するとき、このパスワードを使用します。SNMP のコミュニティ
ストリングは、SNMP 管理ステーションと管理対象ネットワーク ノード間で共有される秘密情
報です。セキュリティ アプライアンスはパスワードを参照して、受信する SNMP 要求が有効
かどうかを決定します。パスワードは、大文字と小文字が区別される最大 32 文字の値です。ス
ペースは使用できません。デフォルトは「public」です。SNMPv2c では、管理ステーションご
とに別のコミュニティ ストリングを設定できます。コミュニティ ストリングがどの管理ステー
ションにも設定されていない場合、ここで設定した値がデフォルトとして使用されます。

• Contact：セキュリティ アプライアンスのシステム管理者の名前を入力します。テキストは最
大 127 文字で、大文字と小文字を区別します。スペースは使用できますが、連続するスペース
は 1 桁のスペースに縮められます。 

• Security Appliance Location：セキュリティ アプライアンスの場所を指定します。テキストは最
大 127 文字で、大文字と小文字を区別します。スペースは使用できますが、連続するスペース
は 1 桁のスペースに縮められます。

• Listening Port：SNMP トラフィックが送信されるポートを指定します。デフォルトは 161 です。

• Configure Traps：イベントを設定すると、SNMP トラップを利用して通知できます。

• SNMP Management Station ボックス

－ Interface：SNMP 管理ステーションが存在するセキュリティ アプライアンスのインター
フェイス名を表示します。

MIB オブジェクト名 説明

cpmCPUTotalPhysicalIndex このオブジェクトの値は 0 になります。Entity MIB の entPhysicalTable
of Entity MIB をセキュリティ アプライアンスの SNMP エージェント
がサポートしていないためです。

cpmCPUTotalIndex このオブジェクトの値は 0 になります。Entity MIB の entPhysicalTable
of Entity MIB をセキュリティ アプライアンスの SNMP エージェント
がサポートしていないためです。

cpmCPUTotal5sec 直前 5 秒間の CPU 全体のビジー率

cpmCPUTotal1min 直前 1 分間の CPU 全体のビジー率

cpmCPUTotal5min 直前 5 分間の CPU 全体のビジー率
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－ IP Address：SNMP 管理ステーションの IP アドレスを表示します。セキュリティ アプライ
アンスはこのアドレスを使ってトラップ イベントを送信したり、要求またはポーリングを
受信したりします。 

－ Community string：管理ステーションでコミュニティ ストリングを指定しない場合、
Community String (default) フィールドの設定値が使用されます。

－ SNMP Version：管理ステーションに設定されている SNMP のバージョンを表示します。

－ Poll/Trap：この管理ステーションの通信方式を表示します。ポーリングのみ、トラップの
み、ポーリングとトラップがあります。ポーリングとは、一定間隔で繰り返し送信される

管理ステーションの要求をセキュリティ アプライアンスが待つことをいいます。トラップ
を設定すると、発生した syslog イベントが送信されます。

－ UDP Port：SNMP ホストの UDP ポートです。デフォルト ポートは 162 です。

• Add：Add SNMP Host Access Entry が開き、次のフィールドを設定できます。

• Interface Name：管理ステーションが存在するインターフェイスを選択します。 

• IP Address：管理ステーションの IP アドレスを指定します。 

• Server Poll/Trap Specification：Poll または Trap を選択します。両方を選択することもできます。 

• UDP Port：SNMP ホストの UDP ポートです。このフィールドを指定すると、SNMP ホストの
デフォルト UDP ポート番号 162 が上書きされます。

• Help：詳細情報を表示します。 

• Edit：Edit SNMP Host Access Entry ダイアログボックスが開き、追加の場合と同じフィールド
が表示されます。

• Delete：選択した項目を削除します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit SNMP Host Access Entry

Configuration > Properties > Device Administration > SNMP > Add/Edit SNMP Host Access Entry

SNMP 管理ステーションの追加

SNMP 管理ステーションを追加するには、次の手順を実行します。

1. Add をクリックし、SNMP Host Access Entry ダイアログボックスを開きます。

2. Interface Name から SNMP 管理ステーションが存在するインターフェイスを選択します。

3. 管理ステーションの IP アドレスを IP Address に入力します。

4. SNMP ホストの UDP ポートを入力します。デフォルトは 162 です。

5. SNMP ホストの Community String パスワードを入力します。管理ステーションでコミュニティ
ストリングを指定しない場合、SNMP Configuration 画面の Community String (default) フィール
ドに設定した値が使用されます。

6. Poll または Trap をクリックして選択します。両方を選択することもできます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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7. 次のボタンをクリックすると、直前のパネルに戻ります。

• OK：変更を有効にして、直前のパネルに戻ります。

• Cancel：変更を無効にして、直前のパネルに戻ります。

• Help：詳細情報を表示します。

SNMP 管理ステーションの編集

SNMP 管理ステーションを編集するには、次の手順を実行します。

1. SNMP パネルで SNMP 管理ステーション テーブルのリスト項目を選択します。

2. Edit をクリックし、Edit SNMP Host Access Entry を開きます。 

3. Interface Name から SNMP 管理ステーションが存在するインターフェイスを選択します。

4. 管理ステーションの IP アドレスを IP Address に入力します。 

5. SNMP ホストの Community String パスワードを入力します。管理ステーションでコミュニティ
ストリングを指定しない場合、SNMP Configuration 画面の Community String (default) フィール
ドに設定した値が使用されます。

6. SNMP ホストの UDP ポートを入力します。デフォルトは 162 です。

7. Poll または Trap をクリックして選択します。両方を選択することもできます。 

8. SNMP のバージョンを選択します。

9. 次のボタンをクリックすると、直前のパネルに戻ります。

• OK：変更を有効にして、直前のパネルに戻ります。

• Cancel：変更を無効にして、直前のパネルに戻ります。

• Help：詳細情報を表示します。

SNMP 管理ステーションの削除

テーブルから SNMP 管理ステーションを削除するには、次の手順を実行します。

1. SNMP パネルで SNMP 管理ステーション テーブルの項目を選択します。 

2. Delete をクリックします。 

フィールド

• Interface name：SNMP ホストが存在するインターフェイスを選択します。

• IP Address：SNMP ホストの IP アドレスを入力します。

• UDP Port：SNMP アップデートの送信先にする UDP ポートを入力します。デフォルトは 162
です。

• Community String：SNMP サーバのコミュニティ ストリングを入力します。

• SNMP Version：SNMP のバージョンを選択します。

• Server Port/Trap Specification

• Poll：ポーリング情報を送信します。ポーリングとは、一定間隔で繰り返し送信される管
理ステーションの要求をセキュリティ アプライアンスが待つことをいいます。

• Trap：トラップ情報を送信します。トラップを設定すると、発生した syslog イベントが送
信されます。

• OK：変更を有効にして、直前のパネルに戻ります。

• Cancel：変更を無効にして、直前のパネルに戻ります。

• Help：詳細情報を表示します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SNMP Trap Configuration

Configuration > Properties > Device Administration > SNMP > SNMP Trap Configuration

トラップ

トラップはブラウジングと異なり、特に要求しなくても、リンク アップ、リンク ダウン、syslog イ
ベントなど特定のイベントが発生すると、管理対象デバイスから管理ステーションに「コメント」

が送信されます。

セキュリティ アプライアンスの SNMP オブジェクト ID（OID）が、セキュリティ アプライアンス
から送信される SNMP イベントに表示されます。セキュリティ アプライアンスのシステム OID は、
SNMP のイベント トラップと SNMP の mib-2.system.sysObjectID に表示されます。

セキュリティ アプライアンスで実行される SNMP サービスには、2 つの異なる機能があります。

• 管理ステーション（または SNMP クライアント）が送信した SNMP 要求に応答を返します。

• 管理ステーション、またはセキュリティ アプライアンスの通知を受信するように登録されたそ
の他のデバイスに、トラップ（イベント通知）を送信します。 

セキュリティ アプライアンスは、3 タイプのトラップをサポートします。

• ファイアウォール

• ジェネリック

• syslog

トラップの設定

SNMP Trap Configuration を開くと、次のフィールドが表示されます。

• Standard SNMP Traps：送信する標準トラップを選択します。 

－ Authentication：認証の標準トラップをイネーブルにします。 

－ Cold Start：コールド スタートの標準トラップをイネーブルにします。 

－ Link Up：リンク アップの標準トラップをイネーブルにします。 

－ Link Down：リンク ダウンの標準トラップをイネーブルにします。 

• Entity MIB Notifications

－ FRU Insert：現場交換可能ユニット（FRU）が挿入された場合のトラップ通知をイネーブ
ルにします。

－ FRU Remove：現場交換可能ユニット（FRU）が取り外された場合のトラップ通知をイネー
ブルにします。 

－ Configuration Change：ハードウェア変更が行われた場合のトラップ通知をイネーブルに
します。 

• IPSec Traps：IPSec トラップをイネーブルにします。

－ Start：IPSec が開始した場合のトラップをイネーブルにします。 

－ Stop：IPSec が停止した場合のトラップをイネーブルにします。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Remote Access Traps：リモート アクセス トラップをイネーブルにします。

－ Session threshold exceeded：リモート アクセスを開こうとしたセッション数が、設定され
ているセッション数のしきい値を超過した場合のトラップをイネーブルにします。 

• Enable Syslog traps：SNMP 管理ステーションへの syslog メッセージの送信をイネーブルにしま
す。

• OK：変更を有効にして、直前のパネルに戻ります。 

• Cancel：変更を無効にして、直前のパネルに戻ります。 

• Help：詳細情報を表示します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

TFTP Server
Configuration > Properties > Device Administration > TFTP

TFTP Server パネルでセキュリティ アプライアンスを設定すると、TFTP を利用してファイル サー
バにコンフィギュレーションを保存できます。 

（注） このパネルでは、サーバにファイルを書き込みません。 このパネルでセキュリティ アプライアンス
を TFTP サーバで使用できるように設定してから、File > Save Running Configuration to TFTP Server
をクリックします。 

TFTP サーバとセキュリティ アプライアンス

TFTP は RFC783 および RFC1350 Rev. 2 で規定されているシンプルなクライアント /サーバ ファイ
ル転送プロトコルです。このパネルでセキュリティ アプライアンスを TFTP クライアントに設定す
ると、実行コンフィギュレーションのコピーを TFTP サーバに転送できます。転送するには、File
> Save Running Configuration to TFTP Server をクリックするか Tools > Command Line Interface をク
リックします。この方法でコンフィギュレーション ファイルをバックアップし、複数のセキュリ
ティ アプライアンスにプロパゲートできます。

configure net コマンドで TFTP サーバの IP アドレスを指定し、tftp-server コマンドでサーバのイン
ターフェイスとパス /ファイル名を指定すると、そこに実行コンフィギュレーション ファイルが書
き込まれます。この情報を実行コンフィギュレーションに設定すれば、ASDM で File > Save Running
Configuration をクリックするだけで、copy コマンドで TFTP サーバにファイル転送できます。

セキュリティ アプライアンスでサポートされる TFTP サーバは 1 つだけです。TFTP サーバのフル
パスを Configuration > Properties > Administration > TFTP Server で指定します。ここで設定する
と、CLI の configure net および copy コマンドにコロン（:）で IP アドレスを指定できます。ただ
し、セキュリティ アプライアンスと TFTP サーバの通信に必要な、中間デバイスの認証またはコン
フィギュレーションは、この機能とは別に実行されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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show tftp-server コマンドで、現在のコンフィギュレーションに含まれている  tftp-server コマンド
文を一覧表示できます。no tftp server コマンドで、サーバへのアクセスをディセーブルにします。

フィールド

TFTP パネルには次のフィールドがあります。

• Enable：選択すると、コンフィギュレーションに含まれる TFTP サーバの設定がイネーブルに
なります。 

• Interface Name：セキュリティ アプライアンスのインターフェイス名を選択します。このイン
ターフェイスで TFTP サーバの設定を使用します。

• IP Address：TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 

• Path：TFTP サーバのパスを入力します。先頭にスラッシュ（/）を付け、最後にファイル名を
指定します。ここに実行コンフィギュレーションが書き込まれます。 

TFTP サーバのパスの例：/tftpboot/security appliance/config3

（注） パスの先頭には必ずスラッシュ (/）を付けます。

詳細情報

TFTP の詳細については、使用するソフトウェア バージョンのセキュリティ アプライアンスの技術
マニュアルを参照してください。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

User Accounts
Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts

User Accounts パネルで、ローカル ユーザ データベースを管理できます。ローカル ユーザ データ
ベースは、次の機能で使用されます。

• ユーザごとの ASDM アクセス

デフォルトでは、空白のユーザ名とイネーブル パスワードを指定して ASDM にログインでき
ます（「Password」を参照）。ただし、（空白ユーザ名を使用しないで）ログイン画面でユーザ名
とパスワードを入力すると、ASDM はローカル データベースをチェックして照合します。

（注） ローカル データベースを参照する HTTP 認証を設定できますが（「Authentication タブ」を
参照）、この機能はデフォルトで常にイネーブルです。RADIUS または TACACS+ サーバを
認証に使用する場合は、HTTP 認証だけを設定します。

• コンソール認証（「Authentication タブ」を参照）。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Telnet および SSH 認証（「Authentication タブ」を参照）。

• enable コマンド認証（「Authentication タブ」を参照）。

CLI アクセスのみの設定です。ASDM ログインには影響しません。

• コマンド認可（「Authorization タブ」を参照）。

ローカル データベースを使用するコマンド認可をイネーブルにすると、セキュリティ アプラ
イアンスはユーザ特権レベルを参照して、どのコマンドが使用できるか確認します。コマンド

認可がディセーブルの場合、通常特権レベルは参照されません。デフォルトでは、コマンドの

特権レベルは 0 または 15 のどちらかになっています。ASDM にはイネーブルにできる特権レ
ベルがあらかじめ定義されています。指定できるレベルは、15（管理）、5（読み取り専用）、3
（監視専用）の 3 種類です。あらかじめ定義されたレベルを使用するには、3 種類の特権レベル
のいずれかにユーザを設定します。

（注） CLI へのアクセス権を取得できるユーザを特権 EXEC モードに入れないようにするには、そ
のユーザをローカル データベースに追加する際にコマンド認可をイネーブルにする必要が
あります。コマンド認可を行わないと、ユーザは、特権レベルが 2 以上（2 がデフォルト）
の場合、CLI で自分のパスワードを使用して特権モード（およびすべてのコマンド）にア
クセスできます。あるいは、コンソール アクセスに RADIUS または TACACS+ 認証を使用
して、ユーザが login コマンドを使用できないようにすることも、すべてのローカル ユーザ
をレベル 1 に設定して、システム イネーブル パスワードを使用して特権モードにアクセス
できるユーザを制御することもできます。

• ネットワーク アクセス認証

• VPN クライアント認証

ネットワーク アクセス認可には、ローカル データベースは使用できません。

マルチコンテキスト モードの場合、システム実行スペースでユーザ名を設定し、login コマンドを
使用して CLI で個々にログインできます。ただし、システム実行スペースではローカル データベー
スを参照する aaa コマンドは設定できません。

（注） VPN 機能は、マルチモードでサポートされていません。

（Password でなく）このパネルでイネーブル パスワードを設定するには、ユーザ名 enable_15 のパ
スワードを変更します。ユーザ名 enable_15 は常時このパネルに表示されます。これがデフォルト
のユーザ名です。ASDM のシステム コンフィギュレーションでは、この方法だけがイネーブル パ
スワードを設定する方法です。CLI で他のイネーブル レベル パスワードを設定すると（enable
password 10 など）、そのユーザ名は enable_10 のようになります。

フィールド

• User Name：ここに示すパラメータを適用するユーザ名を指定します。

• Privilege (Level)：ユーザに設定する特権レベルを指定します。特権レベルは、ローカル コマン
ド認可で使用されます。詳細については、「Authorization タブ」を参照してください。

• VPN Group Policy：ユーザに適用する VPN グループ ポリシー名を指定します。マルチモード
では使用できません。

• VPN Group Lock：ユーザに適用するグループ ロック ポリシーがあれば、それを指定します。
マルチモードでは使用できません。

• Add：Add User Account ダイアログボックスを表示します。

• Edit：Edit User Account ダイアログボックスを表示します。
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• Delete：選択した行をテーブルから削除します。確認されず、やり直しもできません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit User Account > Identity タブ

Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts > Add/Edit User Account > 
Identity タブ

このタブで指定したパラメータでユーザ アカウントを識別し、追加または変更ができます。変更
は、OK をクリックすると User Accounts テーブルにただちに表示されます。

フィールド

• Username：アカウントのユーザ名を指定します。

• Password：ユーザの一意のパスワードを指定します。パスワードは 4 文字以上にする必要があ
ります。また、最大 32 文字です。パスワードは、大文字と小文字を区別します。フィールド
には、アスタリスクだけが表示されます。

（注） セキュリティ保護のため、パスワードは 8 文字以上にすることをお勧めします。

• Confirm Password：確認のためユーザ パスワードを再入力します。フィールドには、アスタリ
スクだけが表示されます。

• Privilege Level：ローカル コマンド認可でユーザに適用する特権レベルを選択します。0（最低）
～ 15（最高）の範囲の値を指定します。詳細については、「Authorization タブ」を参照してく
ださい。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit User Account > VPN Policy タブ

Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts > Add/Edit User Account > VPN 
Policy タブ

このタブで指定した VPN ポリシーをユーザに適用します。Inherit チェックボックスを選択すると、
対応する設定の値をグループ ポリシーから取得できます。

フィールド

• Group Policy：利用できるグループ ポリシーを一覧表示します。

• Tunneling Protocols：ユーザが使用できるトンネル プロトコルを指定します。また、グループ
ポリシーのデータを継承するかどうかも指定します。必要な Tunneling Protocols のチェック
ボックスをオンにし、ユーザが使用できる VPN トンネル プロトコルを選択します。ユーザは、
選択されているプロトコルのみを使用できます。選択肢は次のとおりです。

IPSec：IP セキュリティ プロトコル。最もセキュアなプロトコルであるとされている IPSec は、
VPN トンネルの最も完全なアーキテクチャを提供します。IPSec は、LAN 間（ピアツーピア）
接続と、クライアントと LAN の接続の両方で使用できます。 

WebVPN：SSL/TLS を利用する VPN。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、ソフトウェアまたはハードウェアのクライア
ントを必要としません。WebVPN 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。

L2TP over IPSec：いくつかの一般的な PC およびモバイル PC のオペレーティング システムで
提供される VPN クライアントを使用しているリモート ユーザが、パブリック IP ネットワーク
を介してセキュリティ アプライアンス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、エラー メッセージが表示されます。

• Filter：使用するフィルタを指定します。また、グループ ポリシーのデータを継承するかどう
かも指定します。フィルタは、セキュリティ アプライアンス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 > VPN > VPN General > Group Policy パネルを参照してください。

• Manage：ACL Manager パネルを表示します。アクセス コントロール リスト（ACL）および拡
張アクセス コントロール リスト（ACE）の追加、編集、削除ができます。

• Tunnel Group Lock：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。トンネル グループ ロッ
クは、VPN クライアントで設定されたグループが、そのユーザが割り当てられているグループ
と同じかどうかをチェックすることによって、ユーザを制限します。同じでない場合、セキュ

リティ アプライアンスは、ユーザが接続できないようにします。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。

• Store Password on Client System：この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/ No のオプション ボタンが有効になります。Yes
を選択すると、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
が低下する恐れのあるオプションです）。 No（デフォルト）を選択すると、ユーザ接続時ごと
にパスワード入力が求められます。最大限のセキュリティを確保するには、パスワードの保存

は許可しないことをお勧めします。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では動作しません。
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• Connection Settings：接続設定パラメータを指定します。

－ Access Hours：Inherit チェックボックスがオフの場合、既存のアクセス時間ポリシーがあ
れば、その名前を選択してこのユーザに適用できます。また、新規のアクセス時間ポリシー

を作成することもできます。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。

－ New：Add Time Range ダイアログボックスが開き、アクセス時間の新規セットを指定でき
ます。

－ Simultaneous Logins：Inherit チェックボックスがオフの場合、同時にログインできる最大
ユーザ数を指定します。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ディ
セーブルになり、ユーザ アクセスを禁止します。

（注） 最大値を設定して制限しない場合、多くの同時接続が許可され、セキュリティとパ

フォーマンスの低下を招く恐れがあります。

－ Maximum Connect Time：Inherit チェックボックスがオフの場合、ユーザの最大接続時間
（分単位）を指定します。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）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選択します（デフォルト）。

－ Idle Timeout：Inherit チェックボックスがオフの場合、ユーザのアイドル タイムアウト時
間（分単位）を指定します。この期間、ユーザ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
WebVPN ユーザには適用されません。

• Dedicated IP Address (Optional)

－ IP Address ボックス：専用 IP アドレスを指定します（オプション）。

－ Subnet Mask リスト：専用 IP アドレスのサブネット マスクを指定します。

Group Lock チェックボックスを選択すると、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。グループ ロックは、VPN クライアントで設定されたグループが、そのユーザが割り
当てられているグループと同じかどうかをチェックすることによって、ユーザを制限します。同じ

でない場合、VPN Concentrator は、ユーザが接続できないようにします。

このチェックボックスがオフの場合（デフォルト）、ユーザが割り当てられているグループと関係

なく、ユーザを認証します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit User Account > WebVPN タブ

Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts > Add/Edit User Account > 
WebVPN タブ

Add User Account パネルまたは Edit User Account パネルの WebVPN タブには 6 つのタブがあり、
WebVPN のユーザ アトリビュートを設定できます。

フィールド

• Inherit：対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォルト グループ ポリシー
から値を取得することを示します。

• Functions：WebVPN ユーザが使用できる機能を設定します。

－ Enable URL entry：ホームページに URL 入力ボックスを配置します。イネーブルにする
と、ユーザは URL 入力ボックスに Web アドレスを入力し、WebVPN を使用してこれらの
Web サイトにアクセスできます。

WebVPN を使用しても、すべてのサイトとの通信がセキュアになるわけではありません。
WebVPN は、企業ネットワーク上のリモート PC やワークステーションとセキュリティ ア
プライアンスとの間のデータ転送のセキュリティを保証するものです。したがって、ユー
ザが HTTPS 以外の Web リソース（インターネット上や内部ネットワーク上にあるもの）
にアクセスする場合、企業のセキュリティ アプライアンスから目的の Web サーバまでの
通信はセキュアではありません。

WebVPN 接続では、セキュリティ アプライアンスはエンド ユーザの Web ブラウザとター
ゲット Web サーバとの間のプロキシとして機能します。WebVPN ユーザが SSL 対応 Web 
サーバに接続すると、セキュリティ アプライアンスはセキュアな接続を確立し、SSL 証
明書を検証します。エンド ユーザのブラウザは提示された SSL 証明書を受信しないため、
この証明書を検証することはできません。現在の WebVPN の実装では、有効期限が切れ
た証明書を提供するサイトとの通信は許可されません。また、セキュリティ アプライア
ンスは信頼できる CA 証明書の検証も実行しません。そのため、WebVPN ユーザは、SSL 
対応 Web サーバと通信する前に、提供される証明書を分析できません。
WebVPN ユーザのインターネット アクセスを制限するには、Enable URL Entry フィールド
を選択解除します。これによって、WebVPN ユーザは、WebVPN 接続中に Web サーフィ
ンができなくなります。

－ Enable file server access：HTTPS を介した Windows ファイル アクセス（SMB/CIFS ファイ
ルのみ）をイネーブルにします。このボックスを選択すると、ユーザはネットワーク上の

Windows ファイルにアクセスできるようになります。WebVPN のファイル共有用にこのパ
ラメータだけをイネーブルにした場合、Servers and URLs グループ ボックスで設定された
サーバにのみアクセスできます。ユーザがサーバに直接アクセスしたり、ネットワーク上

のサーバを参照できるようにするには、Enable file server entry および Enable file server
browsing パラメータの説明を参照してください。

ファイルのダウンロード、編集、削除、名前変更、移動ができます。ファイルとフォルダ
の追加もできます。

適切な Windows サーバへのユーザ アクセスを行うために、共有も設定する必要がありま
す。ネットワーク要件によっては、ファイルにアクセスする前に、ユーザの認証が必要に
なります。

ファイル アクセス、サーバ /ドメイン アクセス、および参照を行うには、WINS サーバま
たはマスター ブラウザ（通常、セキュリティ アプライアンスと同じネットワーク、また
はそのネットワークから到達可能なネットワークに存在）を設定する必要があります。
WINS サーバまたはマスター ブラウザは、セキュリティ アプライアンスにネットワーク
上のリソースのリストを提供します。代わりに DNS サーバを使用することはできません。

（注） ダイナミック DNS を同時に使用している場合、Active Native Directory 環境でファイル
アクセスはサポートされません。WINS サーバを同時に使用している場合にサポートさ
れます。
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－ Enable file server entry：ポータル ページにファイル サーバの入力ボックスを配置します。
ファイル サーバ アクセスをイネーブルにする必要があります。

このチェックボックスを選択すると、ユーザは Windows ファイルのパス名を直接入力で
きるようになります。ファイルのダウンロード、編集、削除、名前変更、移動ができま
す。ファイルとフォルダの追加もできます。ここでも、適切な Windows サーバへのユー
ザ アクセスを行うために、共有も設定する必要があります。ネットワーク要件によって
は、ファイルにアクセスする前に、ユーザの認証が必要になります。

－ Enable file server browsing：Windows ネットワークからドメイン / ワークグループ、サー
バ、共有を参照できます。ファイル サーバ アクセスをイネーブルにする必要があります。

このチェックボックスを選択すると、ユーザがドメインおよびワークグループを選択し、
そのドメイン内のサーバおよび共有を参照できるようになります。適切な Windows サー
バへのユーザ アクセスを行うために、共有も設定する必要があります。ネットワーク要
件によっては、サーバにアクセスする前に、ユーザの認証が必要になります。

－ Enable port forwarding：WebVPN ポート転送を使用すると、グループ内のリモート ユーザ
が既知の固定 TCP/IP ポートで通信するクライアント /サーバ アプリケーションにアクセス
できるようになります。リモート ユーザは、ローカル PC にインストールされたクライア
ント アプリケーションを使用して、そのアプリケーションをサポートするリモート サーバ
に安全にアクセスできます。シスコでは、Windows Terminal Services、Telnet、Secure FTP
（FTP over SSH）、Perforce、Outlook Express、および Lotus Notes についてテストしています。
その他の TCP ベースのアプリケーションの一部も機能すると考えられますが、シスコでは
テストしていません。

（注） ポート転送は、一部の SSL/TLS バージョンでは機能しません。

このチェックボックスを選択すると、ローカルおよびリモート システムの TCP ポートを
マッピングすることによって、ユーザがクライアント /サーバ アプリケーションにアクセ
スできるようになります。

（注） デジタル証明書を使用してユーザを認証する場合、TCP ポート転送 JAVA アプレット
は機能しません。JAVA は Web ブラウザのキーストアにアクセスできません。そのた
め JAVA は、ブラウザがユーザ認証に使用する証明書を使用できず、アプリケーショ
ンを起動できません。アプリケーションにアクセスできるようにする場合は、WebVPN
ユーザの認証にデジタル証明書を使用しないでください。

－ Enable Outlook/Exchange proxy：Outlook/Exchange 電子メール プロキシをイネーブルにし
ます。

－ Apply Web-type ACL：定義されている WebVPN のアクセス コントロール リストをこのグ
ループのユーザに適用します。

－ Enable HTTP Proxy：クライアントへの HTTP アプレット プロキシの転送をイネーブルに
します。プロキシは、Java、ActiveX、Flash など、適切なマングリングを妨げる技術に対
して有用です。セキュリティ アプライアンスを使用しながら、マングリングをバイパスし
ます。転送プロキシは、ブラウザの古いプロキシ設定を自動的に修正し、すべての HTTP
および HTTPS 要求を新しいプロキシ設定にリダイレクトします。HTML、CSS、JavaScript、
VBScript、ActiveX、Java など、事実上すべてのクライアント サイド テクノロジーをサポー
トします。サポートされるブラウザは Microsoft Internet Explorer だけです。

• Content Filtering：Web サイトのうち Java または Active X を使用する部分、スクリプトを使用
する部分、画像を表示する部分、およびクッキーを配信する部分をブロックまたは削除します。

デフォルトでは、これらのパラメータは無効になっていて、フィルタリングは行われません。

－ Filter Java/ActiveX：HTML から <applet>、<embed>、<object> タグを削除します。

－ Filter scripts：HTML から <script> タグを削除します。
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－ Filter images：HTML から <img> タグを削除します。画像を削除すると、Web ページの配
信が大幅に高速化されます。

－ Filter cookies from images：画像で配信されるクッキーを削除します。広告主はクッキーを
使用して訪問者を追跡するため、これによってユーザのプライバシーが保護されます。

• Homepage：ホームページで使用するものがあれば設定します。

－ Specify URL：後続のフィールドにプロトコルを設定する場合に指定します。http または
https と、ホームページに使用する Web ページの URL を設定できます。

－ Protocol：ホームページの接続プロトコルとして、http または https を指定します。

－ ://：Web ページの URL をホームページとして指定します。

－ Use none：ホームページが設定されません。

• Port Forwarding：ポート転送パラメータを設定します。

－ Port Forwarding List：ポート転送リストをデフォルト グループ ポリシーから継承するか、
リストから選択するか、新しいポート転送リストを作成するかを指定します。

－ New：新規ポート転送リストを追加できる新しいパネルが表示されます。Add/Edit Port
Forwarding List パネルの説明を参照してください。

－ Applet Name：アプレット名を継承するか、ボックスで指定した名前を使用するかを指定
します。この名前を指定して、エンド ユーザに対してポート転送を識別します。設定した
名前は、エンド ユーザ インターフェイスにホットリンクとして表示されます。このリンク
をクリックすると Java アプレット ウィンドウが開き、ユーザに設定されたポート転送アプ
リケーションが表示され、ここからアプリケーションにアクセスできます。デフォルトの

アプレット名は Application Access です。

• Other：サーバおよび URL リスト、Web タイプの ACL ID を設定します。

－ Servers and URL Lists：サーバおよび URL のリストを継承するか、既存のリストを選択す
るか、新しいリストを作成するかを指定します。

－ New：新規ポート転送リストを追加できる新しいパネルが表示されます。

－ Web-Type ACL ID：使用する Web タイプ ACL の識別子を指定します。

• SSL VPN Client タブ：セキュリティ アプライアンスを設定して、SSL VPN クライアント（SVC）
をリモート コンピュータにダウンロードできます。

SVC は、ネットワーク管理者が IPSec VPN クライアントをリモート コンピュータにインストー
ルし、設定しなくても、リモート ユーザが IPSec VPN を利用できるようにする VPN トンネリ
ング技術です。SVC は、すでにリモート コンピュータにある SSL 暗号化と、セキュリティ ア
プライアンスの WebVPN ログインおよび認証を使用します。

SVC セッションを確立するには、リモート ユーザはセキュリティ アプライアンスの WebVPN
インターフェイスの IP アドレスをブラウザに入力します。ブラウザはそのインターフェイスに
接続して WebVPN のログイン画面を表示します。ユーザがログインと認証を終了し、セキュリ
ティ アプライアンスがこのユーザを SVC が必要なユーザとして識別した場合、セキュリティ
アプライアンスはリモート コンピュータに SVC をダウンロードします。セキュリティ アプラ
イアンスがこのユーザを SVC がオプションで使用できるユーザとして識別した場合、セキュリ
ティ アプライアンスは SVC のインストールをスキップするリンクをユーザ画面に表示して、
リモート コンピュータに SVC をダウンロードします。

ダウンロード後、SVC は自己インストールおよび設定を行い、接続が終了したときに、（設定
に応じて）リモート コンピュータに残るか、自己アンインストールします。

セキュリティ アプライアンスは、異なるリモート コンピュータのオペレーティング システム
用に、複数の一意の SVC イメージをキャッシュ メモリに常駐させることができます。ユーザ
が接続しようとしたとき、セキュリティ アプライアンスは、イメージとオペレーティング シ
ステムが一致するまで、これらのイメージの一部を連続してダウンロードします。一致すると、

SVC の全体をダウンロードします。リモート コンピュータのオペレーティング システムと最
も一致する可能性が高いイメージが最初にダウンロードされるように SVC イメージを並べ替
えて、接続セットアップ時間を最小にできます。

－ Inherit：対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォルト グループ ポリ
シーから値を取得することを示します。
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－ Keep Installer on Client System：永続的な SVC インストールをイネーブルにし、SVC の自
動アンインストール機能をディセーブルにします。後続の SVC 接続では、SVC がリモー
ト コンピュータにインストールされたままの状態になるため、リモート ユーザの SVC へ
の接続時間が短縮されます。

－ Keepalive Messages：キープアライブ メッセージの頻度を 15 ～ 600 秒の範囲で調整します。
デフォルトでは、キープアライブ メッセージはディセーブルです。

プロキシ、ファイアウォール、または NAT デバイスが接続のアイドル時間を制限する場合
でも、これらのデバイスを経由する SVC 接続が開いたままになるように、キープアライブ
メッセージの頻度を調整できます。また、頻度を調整すると、リモート ユーザが Microsoft
Outlook や Microsoft Internet Explorer などのソケットベース アプリケーションをアクティブ
に実行していない場合に、切断して再接続することがなくなります。

－ Compression：SVC 接続での圧縮をイネーブルにします。デフォルトでは、圧縮はイネー
ブルになっています。

SVC 圧縮を行うと、転送されるパケットのサイズが減少するため、セキュリティ アプラ
イアンスと SVC 間の通信パフォーマンスが向上します。

－ Rekey Negotiation Settings グループ ボックス：セキュリティ アプライアンスと SVC が鍵
を再生成するときは、暗号鍵と初期ベクトルを再ネゴシエーションして、接続セキュリティ

を強化します。

Renegotiation Interval  は、セッション開始から鍵の再生成までの時間（分単位）を 1 ～ 
10080（1 週間）の範囲で指定します。

Renegotiation Method  は、SVC 鍵の再生成の際に SVC が新しいトンネルを確立するかど
うかを指定します。none を選択すると、SVC 鍵の再生成はディセーブルになります。ssl 
を選択すると、SVC 鍵の再作成の際に、SSL の再ネゴシエーションが実行されます。

－ Dead Peer Detection：Dead Peer Detection（DPD）は、ピアが応答していないために失敗し
た接続をセキュリティ アプライアンス（ゲートウェイ）または SVC で迅速に検出できる
ようにします。

Gateway Side Detection は、セキュリティ アプライアンス（ゲートウェイ）による DPD 実
行をイネーブルにし、セキュリティ アプライアンスが DPD を実行する頻度を 30 ～ 3600 
秒（1 時間）の範囲で指定します。disable を選択すると、セキュリティ アプライアンスに
よる DPD の実行がディセーブルになります。
Client Side Detection  は、SVC（クライアント）による DPD の実行をイネーブルにし、
SVC が DPD を実行する頻度を 30 ～ 3600 秒（1 時間）の範囲で指定します。disable を選
択すると、SVC による DPD の実行がディセーブルになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Auto Update
Configuration > Properties > Auto Update

Auto Update ペインでセキュリティ アプライアンスの管理リモート サーバを設定すると、リモート
サーバで Auto Update 仕様をサポートできます。 Auto Update を利用すると、セキュリティ アプライ
アンスにコンフィギュレーションの変更を適用したり、離れた場所からソフトウェア アップデート
を取得したりできます。

Auto Update は、セキュリティ アプライアンスの管理者が直面するさまざまな課題を解決できる便
利な機能です。

• ダイナミック アドレッシングおよび NAT に関する問題点を解決します。

• 基本アクションのコンフィギュレーション変更を確実に反映します。

• 信頼度の高い方式でソフトウェアを更新します。

• 十分に実績のある方式を応用し、高い拡張性があります。

• オープン インターフェイスで、きわめて高い開発自由度があります。

• サービス プロバイダー環境のセキュリティ ソリューションに容易に対応できます。

• 高い信頼性と豊富なセキュリティ管理機能を、さまざまな製品により幅広くサポートします。

Auto Update の概要

Auto Update 仕様は、中央、または複数の場所から、リモート管理アプリケーションによりセキュ
リティ アプライアンスのコンフィギュレーションやソフトウェア イメージをダウンロードした
り、基本的な監視機能を実行したりする場合に必要なインフラストラクチャです。

Auto Update 仕様に従うことで、Auto Update サーバはセキュリティ アプライアンスにコンフィギュ
レーション情報をプッシュしたり、要求を送信して情報を取得したりできます。また、セキュリ

ティ アプライアンスから Auto Update サーバへ定期的にポーリングさせ、最新のコンフィギュレー
ション情報を送ることもできます。また、Auto Update サーバはいつでもセキュリティ アプライア
ンスにコマンドを送信し、ただちにポーリング要求を送信させることもできます。Auto Update サー
バとセキュリティ アプライアンスの通信では、通信パスとローカル CLI コンフィギュレーション
をすべてのセキュリティ アプライアンスに設定する必要があります。

セキュリティ アプライアンスの Auto Update 機能は、シスコのセキュリティ製品と併用できますが、
サード パーティ製品でセキュリティ アプライアンスを管理することもできます。

特記事項

• セキュリティ アプライアンスのコンフィギュレーションが Auto Update で更新されても、ASDM
には通知されません。Refresh または File > Refresh ASDM with the Running Configuration on
the Device をクリックして、最新のコンフィギュレーションを取得する必要があります。また、
ASDM でコンフィギュレーションに加えた変更は失われます。

• Auto Update サーバとの通信プロトコルとして HTTPS を選択すると、セキュリティ アプライア
ンスは SSL を使用します。その場合、セキュリティ アプライアンスに DES または 3DES のラ
イセンスが必要です。 

フィールド

Auto Update ペインには、Auto Update Servers テーブルの他に Timeout エリアと Polling エリアがあり
ます。

Auto Update Servers テーブルで、Auto Update サーバにすでに設定されているパラメータを確認でき
ます。セキュリティ アプライアンスは、テーブルの一番上にあるサーバを最初にポーリングしま
す。テーブルのサーバ表示位置を変更するには、Move Up または Move Down ボタンをクリックし
ます。Auto Update Servers テーブルには次のカラムがあります。
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• Server：Auto Update サーバの名前または IP アドレス名。

• User Name：Auto Update サーバのアクセス時に使用されるユーザ名。 

• Interface：Auto Update サーバへの要求送信時に使用されるインターフェイス。

• Verify Certificate：Auto Update サーバが返した証明書を、セキュリティ アプライアンスで認証
局（CA）のルート証明書と照合するかどうかを指定します。その場合、Auto Update サーバと
セキュリティ アプライアンスは、同じ CA を使用する必要があります。

Auto Update Server テーブルの行のいずれかをダブルクリックすると、Edit Auto Update Server ダイ
アログが開き、Auto Update サーバのパラメータを変更できます。変更はテーブルにただちに表示
されますが、Apply をクリックしないと、コンフィギュレーションに保存されません。

Timeout エリアで、セキュリティ アプライアンスが Auto Update サーバのタイムアウトを待つ時間
を設定できます。Timeout エリアには次のフィールドがあります。

• Enable Timeout Period：セキュリティ アプライアンスは、Auto Update サーバから応答を受信し
なかった場合、タイムアウトします。

• Timeout Period (Minutes)：Auto Update サーバから応答がなかった場合のセキュリティ アプライ
アンスのタイムアウト時間（分単位）を指定します。 

Polling エリアで、セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバの情報をポーリングする頻
度を設定できます。Polling エリアには次のフィールドがあります。

• Polling Period (minutes)：セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバに新しい情報を
ポーリングするときの待ち時間（分単位）。

• Poll on Specified Days：ポーリングのスケジュールを設定します。

• Set Polling Schedule：Set Polling Schedule ダイアログボックスが表示され、Auto Update をポーリ
ングする日と時刻を設定できます。

• Retry Period (minutes)：サーバのポーリングに失敗した場合、セキュリティ アプライアンスから
Auto Update サーバに新しい情報をポーリングするまでの待ち時間（分単位）。

• Retry Count：セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバに新しい情報をポーリング
するときの再試行回数。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Set Polling Schedule
Configuration > Properties > Auto Update > Set Polling Schedule

Set Polling Schedule ダイアログボックスで、セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバ
をポーリングする特定の日と時刻を設定します。

フィールド

Set Polling Schedule ダイアログボックスには次のフィールドがあります。

Days of the Week：セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバをポーリングする曜日の
チェックボックスを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Daily Update Window グループで、セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバをポーリン
グする時刻を設定します。次のフィールドがあります。

• Start Time：Auto Update のポーリング開始時刻を入力します。

• Enable Randomize：セキュリティ アプライアンスから Auto Update サーバをランダムに選択した
時刻にポーリングします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Auto Update Server
Configuration > Properties > Auto Update > Add/Edit Auto Update Server

Edit Auto Update Server ダイアログボックスには次のフィールドがあります。

• URL：Auto Update サーバがセキュリティ アプライアンスと通信する際に使用する、http または
https のプロトコルと Auto Update サーバのパス。

• Interface：Auto Update サーバに要求を送信する際に使用するインターフェイス。

• Verify Certificate：セキュリティ アプライアンスは Auto Update サーバが返した証明書を認証局
（CA）のルート証明書と比較して検証します。その場合、Auto Update サーバとセキュリティ ア
プライアンスは、同じ CA を使用する必要があります。

User エリアには次のフィールドがあります。

• User Name (Optional)：Auto Update サーバのアクセス時に必要なユーザ名を入力します。 

• Password：Auto Update サーバのユーザ パスワードを入力します。 

• Confirm Password：Auto Update サーバのユーザ パスワードを再入力します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Advanced Auto Update Settings
Configuration > Properties > Auto Update > Advanced Auto Update Settings

フィールド

• Use Device ID to uniquely identify the ASA：デバイス ID による認証をイネーブルにします。デバ
イス ID により、セキュリティ アプライアンスが Auto Update サーバで一意に識別できます。 

• Device ID：使用するデバイス ID のタイプを入力します。

－ Hostname：ホストの名前です。

－ Serial Number：デバイスのシリアル番号です。

－ IP Address on interface：選択したインターフェイスの IP アドレス。セキュリティ アプライ
アンスを Auto Update サーバが一意に識別する場合に使用します。

－ MAC Address on interface：選択したインターフェイスの MAC アドレス。セキュリティ ア
プライアンスを Auto Update サーバが一意に識別する場合に使用します。

－ User-defined value：一意のユーザ ID です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Client Update
Configuration > Properties > Client Update

Client Update ペインで、Auto Update サーバとして設定したセキュリティ アプライアンスに関連付
けた Auto Update クライアントのパラメータを設定します。

Auto Update サーバの場合、Auto Update クライアントに設定されたセキュリティ アプライアンスに
プラットフォームと ASDM のイメージを指定できます。イメージのリビジョン番号と場所、使用
するデバイス ID、デバイス ファミリ、クライアントのデバイス タイプなどが含まれます。

Auto Update Server と Client Update の概要

Auto Update 仕様は、中央から、リモート管理アプリケーションによりセキュリティ アプライアン
スのコンフィギュレーションやソフトウェア イメージをダウンロードしたり、基本的な監視機能を
実行したりする場合に必要なインフラストラクチャです。

Auto Update サーバの仕様に従うことで、Auto Update サーバはセキュリティ アプライアンスにコン
フィギュレーション情報をプッシュしたり、要求を送信して情報を取得したりできます。また、セ

キュリティ アプライアンスから Auto Update サーバへ定期的にポーリングさせ、最新のコンフィ
ギュレーション情報を送ることもできます。 また、Auto Update サーバはいつでもセキュリティ ア
プライアンスにコマンドを送信し、ただちにポーリング要求を送信させることもできます。Auto
Update サーバとセキュリティ アプライアンスの通信では、通信パスとローカル CLI コンフィギュ
レーションをすべてのセキュリティ アプライアンスに設定する必要があります。

フィールド

Client Update ペインには次のフィールドがあります。

• Enable Client Update：セキュリティ アプライアンスは、Auto Update クライアントに設定された
他のセキュリティ アプライアンスが使用しているイメージを更新します。

• Client Images テーブル：設定済みの Client Update エントリを表示します。次のカラムがありま
す。

－ Device：クライアントのデバイス ID に対応するテキスト文字列を表示します。

－ Device Family：クライアントのファミリ名を表示します。asa、pix、テキスト文字列のいず
れかです。

－ Device Type：クライアントのタイプ名を表示します。 

－ Image Type：イメージ タイプを指定します。ASDM イメージまたは Boot イメージのいず
れかです。

－ Image URL：ソフトウェア コンポーネントの URL を指定します。 

－ Client Revision：ソフトウェア コンポーネントのリビジョン番号を指定します。

Client Images テーブルの行のいずれかをダブルクリックすると、Edit Client Update Entry ダイア
ログが開き、クライアント パラメータを変更できます。変更はテーブルにただちに表示されま
すが、Apply をクリックしないと、コンフィギュレーションに保存されません。

• Live Client Update エリア：トンネル経由で現在セキュリティ アプライアンスに接続されている
Auto Update クライアントを、ただちに更新します。

－ Tunnel Group：「all」を選択すると、すべてのトンネル グループ上で接続している Auto
Update クライアントをすべて更新します。また、トンネル グループを指定してクライアン
トを更新することもできます。

－ Update Now：ただちに更新を開始します。

（注） Live Client Update は、セキュリティ アプライアンスがルーテッド モードに設定されている
場合のみ使用できます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Client Update
Configuration > Properties > Add/Edit Client Update

フィールド

Add/Edit Client Update ダイアログボックスには次のフィールドがあります。

• Device Identification グループ

－ Device ID：クライアントの識別を一意の文字列で行う設定になっている場合に、イネーブ
ルにします。クライアントが使用している同じ文字列を指定します。最大長は 63 文字です。

－ Device Family：クライアントの識別をデバイス ファミリで行う設定になっている場合に、
イネーブルにします。クライアントが使用している同じデバイス ファミリを指定します。
asa、pix、または 7 文字以内のテキスト文字列を指定します。

－ Device Type：クライアントの識別をデバイス タイプで行う設定になっている場合に、イ
ネーブルにします。クライアントが使用している同じデバイス タイプを指定します。 指定
できるタイプは、pix-515、pix-515e、pix-525、pix-535、asa5505、asa5510、asa5520、asa5540
です。また、15 文字以内のテキスト文字列を指定します。

－ Not Specified：クライアントが上記に該当しない場合に、選択します。

• Image Type：イメージ タイプを指定します。ASDM イメージまたは Boot イメージのいずれか
です。必ず、このクライアントに適したファイルのある URL を指定してください。最大 255 文
字です。

• Client Revision：ソフトウェア コンポーネントのリビジョン番号に対応するテキスト文字列を
指定します。たとえば 7.1(0)22 のように指定します。

• Image URL：ソフトウェア コンポーネントの URL を指定します。必ず、このクライアントに
適したファイルのある URL を指定してください。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —



第 8章      デバイス プロパティの設定
Client Update

8-36
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J



C H A P T E R

9-1
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

9

DHCP サービスと DNS サービス

DHCP サーバは、IP アドレスなどのネットワーク コンフィギュレーション パラメータを DHCP ク
ライアントに提供します。セキュリティ アプライアンスは、DHCP サーバまたは DHCP リレー サー
ビスをセキュリティ アプライアンスのインターフェイスに接続されている DHCP クライアントに
提供することができます。DHCP サーバは、ネットワーク コンフィギュレーション パラメータを
DHCP クライアントに直接提供します。DHCP リレーでは、1 つのインターフェイスで受信した
DHCP 要求を、別のインターフェイスの向こう側に位置する外部 DHCP サーバに渡します。

Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）は、インターネット内にあるシステムで、
オブジェクトの名前（通常はホスト名）を IP 番号や他のリソース レコード値にマッピングします。
インターネットのネームスペースはドメインに分割され、各ドメイン内で名前を管理する役割は、

通常、各ドメイン内のシステムが代行します。 DNS クライアント サービスにより、セキュリティ
アプライアンスが DNS 要求を送信する DNS サーバ、要求タイムアウト時間、その他のパラメータ
を指定できます。

Dynamic DNS（DDNS; ダイナミック DNS）アップデートにより、DNS を DHCP に組み込みます。2
つのプロトコルは相互補完し合うものです。DHCP は IP アドレス割り当ての集中化と自動化を行い
ます。DDNS アップデートは、割り当てられたアドレスとホスト名とのアソシエーションを事前に
定義された間隔で自動的に記録します。DDNS により、頻繁に変わるアドレスとホスト名のアソシ
エーションを頻繁にアップデートすることができます。たとえば、これによって、モバイル ホスト
は、ユーザや管理者の介入なしに、ネットワーク上を自由に移動できるようになります。

これらのサービスの設定の詳細については、次の項目を参照してください。

• DHCP Relay

• DHCP Server

• DNS Client

• Dynamic DNS
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DHCP Relay
Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Relay

DHCP Relay ペインでは、セキュリティ アプライアンスでの DHCP リレー サービスを設定できま
す。DHCP リレーでは、1 つのインターフェイスで受信した DHCP 要求を、別のインターフェイス
の向こう側に位置する外部 DHCP サーバに渡します。 DHCP リレーを設定するには、少なくとも 1
つの DHCP リレー サーバを指定し、DHCP 要求を受信するインターフェイス上で DHCP リレー エー
ジェントをイネーブルにする必要があります。

制約事項

• DHCP リレー サーバが設定済みのインターフェイス上では、DHCP リレー エージェントをイ
ネーブルにできません。

• DHCP リレー エージェントが動作するのは外部 DHCP サーバだけです。DHCP サーバとして設
定されたセキュリティ アプライアンスのインターフェイスには DHCP 要求が転送されません。

前提条件

インターフェイス上で DHCP リレー エージェントをイネーブルにする前に、コンフィギュレーショ
ン内に少なくとも 1 つの DHCP リレー サーバが存在している必要があります。

フィールド

• DHCP Relay Agent：表示のみ。 DHCP リレー エージェントの設定用フィールドが含まれます。

－ Interface：インターフェイス ID を表示します。インターフェイスをダブルクリックすると、
Edit DHCP Relay Agent Settings ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックス
では、DHCP リレー エージェントをイネーブルにし、リレー エージェント パラメータを
設定できます。

－ DHCP Relay Enabled：DHCP リレー エージェントがインターフェイス上でイネーブルに
なっているかどうかが示されます。 インターフェイス上で DHCP リレー エージェントがイ
ネーブルになっている場合は「Yes」が、イネーブルになっていない場合は「No」が、こ
のカラムに表示されます。

－ Set Route：DHCP サーバから返される情報にあるデフォルトのルータ アドレスを変更する
ように DHCP リレー エージェントが設定されているかどうかが示されます。 デフォルトの
ルータ アドレスをインターフェイスのアドレスに変更するように DHCP リレー エージェ
ントが設定されている場合は「Yes」が、DHCP リレー エージェントではデフォルトのルー
タ アドレスが変更されない場合は「No」が、このカラムに表示されます。

－ Edit：Edit DHCP Relay Agent Settings ダイアログボックスを開きます。このダイアログボッ
クスでは、DHCP リレー エージェントをイネーブルにし、リレー エージェント パラメー
タを設定できます。 

• DHCP Relay Server：DHCP リレー サーバの設定用フィールドが含まれます。

－ Timeout：DHCP アドレスのネゴシエーションに許可する時間を秒単位で指定します。有効
値の範囲は 1 ～ 3600 秒です。デフォルト値は、60 秒です。

－ Server：表示のみ。 設定済みの外部 DHCP サーバの IP アドレスを表示します。 サーバのア
ドレスをダブルクリックすると、DHCP Relay - Edit DHCP Server ダイアログボックスが開
きます。このダイアログボックスで DHCP リレー サーバの設定を編集できます。

－ Interface：表示のみ。 指定した DHCP サーバが接続されているインターフェイスを表示しま
す。

－ Add：DHCP Relay - Add DHCP Server ダイアログボックスが開きます。このダイアログボッ
クスで新しい DHCP リレー サーバを指定できます。 セキュリティ アプライアンスでは、
DHCP リレー サーバを 4 つまで定義できます。 すでに 4 つの DHCP リレー サーバが定義さ
れている場合、このボタンは使用できません。

－ Edit：DHCP Relay - Edit DHCP Server ダイアログボックスが開きます。このダイアログボッ
クスで DHCP リレー サーバの設定を編集できます。
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－ Delete：選択した DHCP リレー サーバを削除します。 変更内容を適用または保存したとき
に、サーバがセキュリティ アプライアンスのコンフィギュレーションから削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit DHCP Relay Agent Settings
Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Relay > Edit DHCP Relay Agent Settings

Edit DHCP Relay Agent Settings ダイアログボックスでは、DHCP リレー エージェントをイネーブル
にして、選択したインターフェイスのリレー エージェント パラメータを設定できます。

制約事項

• DHCP リレー サーバが設定済みのインターフェイス上では、DHCP リレー エージェントをイ
ネーブルにできません。

• インターフェイスで DHCP サーバが設定されたセキュリティ アプライアンスでは、DHCP リ
レー エージェントをイネーブルにできません。

前提条件

選択したインターフェイス上で DHCP リレー エージェントをイネーブルにする前に、コンフィギュ
レーション内に少なくとも 1 つの DHCP リレー サーバが存在している必要があります。

フィールド

• Enable DHCP Relay Agent：オンにすると、選択したインターフェイス上で DHCP リレー エー
ジェントがイネーブルになります。 DHCP リレー エージェントをイネーブルにする前に、DHCP
リレー サーバを定義しておく必要があります。

• Set Route：DHCP サーバから返される情報にあるデフォルトのルータ アドレスを変更するよう
に DHCP リレー エージェントを設定するかどうかを指定します。 このチェックボックスをオン
にすると、DHCP リレー エージェントは、DHCP サーバから返された情報にあるデフォルトの
ルータ アドレスを、選択したインターフェイスのアドレスに置き換えます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DHCP Relay - Add/Edit DHCP Server
Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Relay > DHCP Relay - Add/Edit DHCP Server

DHCP Relay - Add DHCP Server ダイアログボックスで新しい DHCP リレー サーバを定義するか、
DHCP Relay - Edit DHCP Server ダイアログボックスで既存のサーバ情報を編集します。 DHCP リ
レー サーバは 4 つまで定義できます。

制約事項

DHCP サーバがイネーブルになっているインターフェイス上で DHCP リレー サーバを定義するこ
とはできません。

フィールド

• DHCP Server：DHCP 要求の転送先である外部 DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

• Interface：DHCP 要求が外部 DHCP サーバに転送されるときに通過するインターフェイスを指
定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DHCP Server
Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Server

DHCP Server ペインでは、セキュリティ アプライアンスのインターフェイスを DHCP サーバとして
設定できます。 セキュリティ アプライアンスのインターフェイスごとに 1 つの DHCP サーバを設定
できます。 

（注） DHCP リレーが設定されたインターフェイス上で DHCP サーバを設定することはできません。
DHCP リレーの詳細については、「DHCP Relay」を参照してください。

フィールド

• Interface：表示のみ。 インターフェイス ID を表示します。インターフェイス ID をダブルクリッ
クすると、Edit DHCP Server ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスでは、
DHCP をイネーブルにして、DHCP アドレス プールを選択したインターフェイスに割り当てる
ことができます。

• DHCP Enabled：表示のみ。 インターフェイス上で DHCP がイネーブルになっているかどうかを
示します。 インターフェイス上で DHCP がイネーブルになっている場合は「Yes」が、イネー
ブルになっていない場合は「No」が、このカラムに表示されます。

• Address Pool：表示のみ。 DHCP アドレス プールに割り当てられた IP アドレスの範囲が表示さ
れます。

• DNS Servers：表示のみ。 インターフェイスに設定された DNS サーバが表示されます。

• WINS Servers：表示のみ。 インターフェイスに設定された WINS サーバが表示されます。

• Domain Name：表示のみ。 インターフェイスのドメイン名が表示されます。

• Ping Timeout：表示のみ。 インターフェイス上でセキュリティ アプライアンスが ICMP ping の応
答を待つ時間がミリ秒単位で表示されます。

• Lease Length：表示のみ。 インターフェイス上に設定された DHCP サーバが、DHCP クライアン
トによる割り当て済み IP アドレスの使用を許可する時間が表示されます。

• Auto Interface：表示のみ。 自動コンフィギュレーションに DNS、WINS、ドメイン名の各情報を
提供する DHCP クライアント上のインターフェイスが表示されます。

• Options：表示のみ。 インターフェイスに設定された高度な DHCP オプションが表示されます。

• Dynamic DNS Settings：表示のみ。

• Edit：選択したインターフェイスの Edit DHCP Server ダイアログボックスが開きます。 Edit
DHCP Server ダイアログボックスでは、DHCP をイネーブルにして、DHCP アドレス プールを
指定できます。

• Other DHCP Options：オプションの DHCP パラメータが含まれます。

－ Enable Autoconfiguration on interface：DHCP 自動コンフィギュレーションをイネーブルにし、
メニューからインターフェイスを選択する場合にオンにします。 

DHCP 自動コンフィギュレーションにより、DHCP サーバは、指定したインターフェイス
上で実行している DHCP クライアントから取得した DHCP サーバ、ドメイン名、WINS サー
バの各情報を DHCP クライアントに提供します。 自動コンフィギュレーションを介して取
得された情報の一部が、Other DHCP Options 領域でも手動で指定されている場合、検索さ
れた情報より手動で指定した情報が優先されます。

－ DNS Server 1：（オプション）DHCP クライアントのプライマリ DNS サーバの IP アドレス
を指定します。 

－ DNS Server 2：（オプション）DHCP クライアントの代替 DNS サーバの IP アドレスを指定
します。 

－ Domain Name：（オプション）DHCP クライアントの DNS ドメイン名を指定します。
example.com などの有効な DNS ドメイン名を入力します。
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－ Lease Length：（オプション）リースの期間が終了する前に、割り当て IP アドレスをクライ
アントが使用できる時間を秒単位で指定します。有効値の範囲は 300 ～ 1048575 秒です。
デフォルト値は、3600 秒（1 時間）です。

－ Primary WINS Server：（オプション）DHCP クライアントのプライマリ WINS サーバの IP
アドレスを指定します。 

－ Secondary WINS Server：（オプション）DHCP クライアントの代替 WINS サーバの IP アド
レスを指定します。

－ Ping Timeout：（オプション）アドレスの衝突を避けるために、セキュリティ アプライアン
スは、1 つのアドレスに ICMP ping パケットを 2 回送信してから、そのアドレスを DHCP
クライアントに割り当てます。 Ping Timeout フィールドでは、セキュリティ アプライアン
スが DHCP ping 試行のタイムアウトを待つ時間をミリ秒単位で指定します。有効値の範囲
は 10 ～ 10000 ミリ秒です。デフォルト値は 50 ミリ秒です。

－ Advanced：Advanced DHCP Options ダイアログボックスを開きます。このダイアログボッ
クスでは、DHCP オプションとそのパラメータを指定できます。

• Dynamic DNS Settings for DHCP Server：この領域では、DHCP サーバの DDNS 更新設定を設定
できます。

－ Update DNS Clients：オンにすると、クライアント PTR リソース レコードの更新のデフォ
ルト アクションに加え、DHCP サーバも次の更新アクションを（選択してある場合に）実
行します。

－ Update Both Records：DHCP サーバが A および PTR RR の両方を更新するように指定する
場合にオンにします。

－ Override Client Settings：DHCP サーバのアクションが、DHCP クライアントによって要求さ
れた更新アクションを上書きするように指定する場合にオンにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit DHCP Server
Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Server > Edit DHCP Server

Edit DHCP Server ダイアログボックスでは、DHCP をイネーブルにして、選択したインターフェイ
スの DHCP アドレス プールを指定できます。

フィールド

• Enable DHCP Server：選択したインターフェイス上で DHCP サーバをイネーブルにするには、
チェックボックスをオンにします。 選択したインターフェイス上で DHCP をディセーブルにす
るには、チェックボックスをオフにします。 選択したインターフェイス上で DHCP サーバを
ディセーブルにしても、指定した DHCP アドレス プールはクリアされません。

• DHCP Address Pool：DHCP サーバが使用する IP アドレス プールを入力します。 IP アドレスの
最下位から最上位の間で範囲指定して入力します。 IP アドレスの範囲は、選択したインター
フェイスと同じサブネット上に存在する必要があり、インターフェイス自身の IP アドレスを含
めることはできません。

• Optional Parameters：DHCP サーバの次のパラメータをオプションで設定できます。

－ DNS Server 1：DHCP クライアントのプライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 9章      DHCP サービスと DNS サービス
DHCP Server

9-7
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

－ DNS Server 2：DHCP クライアントの代替 DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

－ Domain Name：DHCP クライアントの DNS ドメイン名を入力します。 example.com などの
有効な DNS ドメイン名を入力します。

－ Lease Length：リースの期間が終了する前に、割り当て IP アドレスをクライアントが使用
できる時間を秒単位で入力します。有効値の範囲は 300 ～ 1048575 秒です。デフォルト値
は、3600 秒（1 時間）です。

－ Primary WINS Server：DHCP クライアントのプライマリ WINS サーバの IP アドレスを入力
します。 

－ Secondary WINS Server：DHCP クライアントの代替 WINS サーバの IP アドレスを入力しま
す。

－ Ping Timeout：セキュリティ アプライアンスが DHCP ping 試行のタイムアウトを待つ時間
をミリ秒単位で入力します。有効値の範囲は 10 ～ 10000 ミリ秒です。デフォルト値は 50
ミリ秒です。

－ Enable Autoconfiguration on interface：DHCP 自動コンフィギュレーションをイネーブルにし、
メニューからインターフェイスを選択する場合にオンにします。

－ Advanced：Advanced DHCP Options ダイアログボックスが開きます。このダイアログボッ
クスでは、DHCP オプションとそのパラメータを指定できます。

• Dynamic DNS Settings for DHCP Server：この領域では、DHCP サーバの DDNS 更新設定を実行
できます。

－ Update DNS Clients：オンにすると、クライアント PTR リソース レコードの更新のデフォル
ト アクションに加え、DHCP サーバも次の更新アクションを（選択してある場合に）実行
します。

－ Update Both Records：DHCP サーバが A および PTR RR の両方を更新するように指定する
場合にオンにします。

－ Override Client Settings：DHCP サーバのアクションが、DHCP クライアントによって要求さ
れた更新アクションを上書きするように指定する場合にオンにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Advanced DHCP Options
Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Server > Advanced DHCP Options

Advanced DHCP Options ダイアログボックスでは、DHCP オプション パラメータを設定します。
DHCP オプションは、DHCP クライアントに追加情報を提供する場合に使用します。 たとえば、
DHCP オプション 150 および DHCP オプション 66 は、TFTP サーバ情報を Cisco IP Phone および
Cisco IOS ルータに提供します。

高度な DHCP オプションを使用すれば、DHCP クライアントに DNS、WINS、およびドメイン名パ
ラメータを提供できます。 また、DHCP 自動コンフィギュレーション設定を使用すれば、これらの
値を取得したり、DHCP Server ペインで値を手動で指定したりもできます。 この情報の指定に 2 つ
以上の方法を使用すると、次の優先順位で情報が DHCP クライアントに渡されます。

1. 手動で行われた設定

2. 高度な DHCP オプションの設定

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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3. DHCP 自動コンフィギュレーション

たとえば、DHCP クライアントが受け取るドメイン名を手動で定義し、次に DHCP 自動コンフィ
ギュレーションをイネーブルにできます。 DHCP 自動コンフィギュレーションは、DNS および
WINS サーバとともにドメインを検索しますが、手動で定義されたドメイン名が検索された DNS お
よび WINS サーバ名とともに DHCP クライアントに渡されます。 DHCP 自動コンフィギュレーショ
ン プロセスで検索されたドメイン名は、手動で定義されたドメイン名を優先させるために破棄され
ます。

フィールド

• Option to be Added：DHCP オプションの設定に使用されるフィールドが含まれます。

－ Choose the option code：使用可能なオプション コードが一覧表示されます。 オプション 1、
12、50 ～ 54、58 ～ 59、61、67、82 を除き、すべての DHCP オプション（オプション 1 ～
255）がサポートされています。設定するオプションを選択します。

一部のオプションは標準です。 標準オプションの場合、オプション名がオプション番号の
後のカッコ内に表示され、オプション番号およびオプション パラメータは、オプションで
サポートされるものに制限されます。 他のすべてのオプションにはオプション番号だけが
表示され、オプションに指定する適切なパラメータを選択する必要があります。

標準 DHCP オプションの場合、サポートされるオプションの値タイプのみ使用可能です。
たとえば、DHCP Option 2（Time Offset）を選択した場合、このオプションに指定できるの
は 16 進数値のみです。 他のすべての DHCP オプションでは、すべてのオプション値タイプ
を使用できますが、適切なオプション値タイプを選択する必要があります。 

• Option Data：これらのオプションは、オプションが DHCP クライアントに返す情報のタイプを
指定します。 標準 DHCP オプションの場合、サポートされるオプションの値タイプのみ使用可
能です。 他のすべての DHCP オプションでは、すべてのオプション値タイプを使用できます。

• IP Address：この値を選択すると、IP アドレスを DHCP クライアントに返すように指定されま
す。IP アドレスは最大 2 つまで指定できます。 

（注） 関連付けられた IP Address フィールドの名前は、選択した DHCP オプションに基づい
て変わります。 たとえば、DHCP Option 3（Router）を選択した場合、フィールド名は
Router 1 および Router 2 に変わります。

－ IP Address 1：ドット付き 10 進数表記の IP アドレス。 

－ IP Address 2：（オプション）ドット付き 10 進数表記の IP アドレス。

• ASCII：このオプションを選択すると、ASCII 値が DHCP クライアントに返されるように指定
されます。 

（注） 関連付けられた Data フィールドの名前は、選択した DHCP オプションに基づいて変わ
ります。 たとえば、DHCP Option 14（Merit Dump File）を選択した場合、関連付けられ
た Data フィールドの名前は File Name に変わります。

－ Data：ASCII 文字列。 文字列に空白スペースを含めることはできません。

• Hex：このオプションを選択すると、DHCP クライアントに 16 進数値を返すように指定されます。 

（注） 関連付けられた Data フィールドの名前は、選択した DHCP オプションに基づいて変わ
ります。 たとえば、DHCP Option 2（Time Offset）を選択した場合、関連付けられた Data
フィールドは Offset フィールドになります。
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－ Data：スペースなしの偶数で構成される 16 進数文字列。 接頭辞の 0x を使用する必要はあ
りません。

• Add：設定済みのオプションを DHCP オプション テーブルに追加します。

• Delete：選択したオプションを DHCP オプション テーブルから削除します。

• DHCP オプション テーブル：設定されている DHCP オプションを一覧表示します。

－ Option Code：DHCP オプション コードを表示します。 標準 DHCP オプションの場合、オプ
ション名はオプション コードの隣のカッコ内に表示されます。

－ Option Data：選択したオプションに対して設定されたパラメータを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DNS Client
Configuration > Properties > DNS > DNS Client

DNS Client ペインには、セキュリティ アプライアンスの DNS サーバ グループおよび DNS 検索情
報が表示されます。したがって、サーバ名を WebVPN コンフィギュレーションまたは証明書コン
フィギュレーションに解決できます。 サーバ名を定義するその他の機能（AAA など）は、DNS 解
決をサポートしていません。 これらの場合、IP アドレスを入力するか、Network Object Groups ペイ
ンにサーバ名を追加して名前を手動で IP アドレスに解決する必要があります。

フィールド

• DNS Server Groups：DNS サーバ リストを表示および管理します。 DNS 要求を転送できるアド
レスは最大 6 つです。 セキュリティ アプライアンスは、応答を受け取るまで順番に各 DNS サー
バを試行します。 DNS サーバを追加する前に、DNS Lookup 領域のインターフェイスの少なく
とも 1 つで DNS をイネーブルにする必要があります。 この領域のテーブルの内容は次のとおり
です。

－ Name：表示のみ。 設定済みの各 DNS サーバ グループの名前を表示します。

－ Servers：表示のみ。 設定済みサーバの IP アドレスを表示します。

－ Timeout：表示のみ。 リスト内の次の DNS サーバを試行するまでに待機する秒数（1 ～ 30
秒）を表示します。デフォルトは、2 秒です。 セキュリティ アプライアンスがサーバのリ
ストを再試行するごとに、このタイムアウトは 2 倍になります。

－ Retries：表示のみ。 リスト内の次の DNS サーバを試行するまでに待機する秒数を表示しま
す。

－ Domain Name：表示のみ。セキュリティ アプライアンスが要求を再試行する回数を表示し
ます。 

• DNS Lookup：インターフェイス上での DNS 検索をイネーブルまたはディセーブルにします。

－ Interface：表示のみ。すべてのインターフェイス名を一覧表示します。

－ DNS Enabled：表示のみ。 インターフェイスが DNS 検索をサポートするかどうかを Yes ま
たは No で表示します。

－ Disable：選択したインターフェイスの DNS 検索をディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit DNS Server Group
Configuration > Properties > DNS Client > Add/Edit DNS Server Group

Add or Edit DNS Server Group ペインでは、セキュリティ アプライアンスの 1 つまたは複数の DNS
サーバを指定または変更できます。したがって、サーバ名を WebVPN コンフィギュレーションま
たは証明書コンフィギュレーションの IP アドレスに解決できます（「Add/Edit Trustpoint Configuration
> Enrollment Settings タブ」および「Add/Edit Trustpoint Configuration > CRL Retrieval Policy タブ」を
参照してください）。 サーバ名を定義するその他の機能（AAA など）は、DNS 解決をサポートして
いません。 これらの場合、IP アドレスを入力するか、Network Object Groups ペインにサーバ名を追
加して名前を手動で IP アドレスに解決する必要があります。

フィールド

• Name：サーバ名を指定します。 Edit 機能の場合、このフィールドは表示専用です。 

• DNS Servers：DNS サーバ リストを管理します。 DNS 要求を転送できるアドレスは、最大 6 つ
まで指定できます。 セキュリティ アプライアンスは、応答を受け取るまで順番に各 DNS サー
バを試行します。 DNS サーバを追加する前に、DNS Lookup 領域のインターフェイスの少なく
とも 1 つで DNS をイネーブルにする必要があります。

－ Server to be Added：DNS サーバの IP アドレスを指定します。

－ Add：DNS サーバをリストの下に追加します。

－ Delete：選択した DNS サーバをリストから削除します。

－ Servers：表示のみ。 DNS サーバ リストを表示します。

－ Move Up：選択した DNS サーバをリストの上方向に移動します。

－ Move down：選択した DNS サーバをリストの下方向に移動します。

• Timeout：リスト内の次の DNS サーバを試行するまでの秒数を 1 ～ 30 秒の間で指定します。デ
フォルトは、2 秒です。 セキュリティ アプライアンスがサーバのリストを再試行するごとに、
このタイムアウトは 2 倍になります。

• Retries：セキュリティ アプライアンスが要求を再試行する回数を設定します。再試行の範囲は
1 ～ 10 回です。

• Domain Name：（オプション）サーバの DNS ドメイン名を指定します。 example.com などの有効
な DNS ドメイン名を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Dynamic DNS
Configuration > Properties > DNS > Dynamic DNS

ダイナミック DNS はアドレスとドメイン名のマッピングを提供して、各ホストの DHCP 割り当て
により IP アドレスが頻繁に変化しても、ホスト同士が互いに検索できるようにします。DDNS の
名前とアドレスのマッピングは、DHCP サーバ上の 2 つのリソース レコードにあり、A RR は、名
前から IP アドレスへのマッピングを保持し、PTR RR はアドレスから名前へのマッピングを行いま
す。DDNS アップデートを行うための 2 つの方式、つまり RFC 2136 により定義される IETF 標準と
汎用 HTTP 方式のうち、セキュリティ アプライアンスは、このリリースで IETF 方式をサポートし
ています。

Dynamic DNS ペインには、設定済みの DDNS 更新方法および DDNS 用に設定されたインターフェ
イスが表示されます。 事前定義された間隔で割り当て済みアドレスとホスト名の間のアソシエー
ションを自動的に記録することで、DDNS では頻繁に変更されるアドレスとホスト名間のアソシ
エーションを頻繁に更新できます。たとえば、これによって、モバイル ホストは、ユーザや管理者
の介入なしに、ネットワーク上を自由に移動できるようになります。

フィールド

• Update Methods：セキュリティ アプライアンスで設定された DDNS 更新方法を一覧表示します。
テーブルに含まれるのは次の各項目です。

－ Method Name：表示のみ。 DDNS 更新方法のユーザ定義名が表示されます。

－ Interval：表示のみ。 更新方法に設定された DNS 更新の試行間の時間が表示されます。

－ Update DNS Server Records：表示のみ。 その方法で A リソース レコード（名前から IP アド
レスへ）と PTR リソース レコード（IP アドレスから名前へ）の両方が更新されるのか、ま
たは両方とも更新されないのかが表示されます。

－ Add/Edit：Add/Edit Dynamic DNS Update Methods ダイアログボックスが表示されます。

－ Delete：現在選択されている更新方法がテーブルから削除されます。

• Dynamic DNS Interface Settings：DDNS 用に設定された各インターフェイスの DDNS 設定を一覧
表示します。

－ Interface：表示のみ。 DDNS 用に設定されたセキュリティ アプライアンスインターフェイス
の名前が表示されます。 

－ Method Name：表示のみ。 各インターフェイスに割り当てられた更新方法が表示されます。

－ Hostname：表示のみ。 DDNS クライアントのホスト名が表示されます。

－ Update DHCP Server Records：表示のみ。 インターフェイスが A および PTR ソース レコー
ドを両方とも更新するか、または両方とも更新しないかが表示されます。

－ Add/Edit：Add/Edit Dynamic DNS Interface Settings ダイアログボックスが表示されます。

－ Delete：選択したインターフェイスの DDNS 更新設定を削除します。 

• DHCP Clients Update DNS Records：DHCP クライアントが DHCP サーバで更新されるように要
求するレコードを指定する、グローバル設定です。 次のオプション ボタンのいずれかをクリッ
クします。

－ Default（PTR Records）では、サーバによりクライアントが PTR レコードの更新を要求す
るように指定されます。

または

－ Both（PTR Records および A Records）では、サーバによりクライアントが A および PTR
DNS リソース レコードの両方を要求するように指定されます。

または

－ None では、サーバによりクライアントが更新を要求しないように指定されます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Dynamic DNS Update Methods
Configuration > Properties > DNS > Dynamic DNS > Add/Edit Dynamic DNS Update Method

Add/Edit Dynamic DNS Update Methods ダイアログボックスでは、新しい方法の追加、または以前に
追加した方法の編集が実行できます。 方法の名前を指定したり（方法を追加した場合）、DDNS 更新
の試行間隔を指定したり、DDNS クライアントが A レコードと PTR レコードの両方の更新を試行
するかどうか、または両方の更新を試行しないかどうかを指定できます。

フィールド

• Name：方法を追加する場合、このフィールドに新しい方法の名前を入力します。 既存の方法を
編集する場合、このフィールドは表示専用となり、選択した方法の名前が編集用に表示されま

す。

• Update Interval：更新試行間の経過時間を指定します。 間隔の範囲は 0 ～ 約 1 年です。

－ Days：更新試行間の日数を 0 ～ 364 日の間で選択します。

－ Hours：更新試行間の時間数を 0 ～ 23 時間（整数）から選択します。

－ Minutes：更新試行間の分数を 0 ～ 59 分（整数）から選択します。

－ Seconds：更新試行間の秒数を 0 ～ 59 秒（整数）から選択します。

－ Update Records：クライアントが A および PTR DNS リソース レコードの両方の更新を試行
する場合は Both（A および PTR Records）を、A レコードのみ更新する場合は A Records
Only をクリックします。 これは、クライアントが更新する DNS サーバ レコードの個別の
設定方法です。 

これらの単位は、追加式です。つまり、日数に 0、時間数に 0、分数に 5、秒数に 15 を入力した場
合、このアップデート方式がアクティブである限り、5 分 15 秒ごとにアップデートが試行されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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Add/Edit Dynamic DNS Interface Settings
Configuration > Properties > DNS > Dynamic DNS > Add/Edit Dynamic DNS Interface Settings

Add/Edit Dynamic DNS Interface Settings では、セキュリティ アプライアンスインターフェイス上で
DDNS を設定できます。 更新方法を割り当てたり、ホスト名を指定したり、クライアントによる A
レコードおよび PTR レコードの両方を更新またはいずれも更新しない DHCP サーバを設定したり
できます。 

フィールド

• Interface：メニューから DDNS を設定するインターフェイスを選択します。

• Update Method：メニューから使用可能な DDNS 更新方法を選択します。

• Hostname：DDNS クライアントのホスト名を入力します。

• DHCP Client：この領域により、DHCP クライアントが A レコードおよび PTR DNS レコードの
両方を更新するか、またはどちらも更新しないかを指定できます。 このインターフェイス設定
は、Configuration > Properties > DNS > Dynamic DNS で、グローバル設定を上書きします。

• DHCP Client Updates DNS Records：次のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

－ Default（PTR Records のみ）では、サーバによりクライアントが PTR レコードのみの更新
を要求するように指定されます。

または

－ Both（PTR Records および A Records）では、サーバによりクライアントが A レコードおよ
び PTR DNS リソース レコードの両方を要求するように指定されます。

または

－ None では、サーバによりクライアントが更新を要求しないように指定されます。

（注） このアクションを有効にするには、選択したインターフェイス上で DHCP がイネーブルに
なっている必要があります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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10

AAA サーバの設定

ここでは、次の項目について説明します。

• AAA について

• ASDM での AAA の実装

• AAA のセットアップ

AAA について
ここでは、次の項目について説明します。

• AAA の概要

• AAA の準備

• LOCAL データベース

AAA の概要
AAA によって、セキュリティ アプライアンスが、ユーザが誰か（認証）、ユーザが何を実行できる
か（認可）、およびユーザが何を実行したか（アカウンティング）を判別することが可能になりま

す。認証のみで使用することも、認可およびアカウンティングとともに使用することもできます。

認可では必ず、ユーザの認証が最初に済んでいる必要があります。アカウンティングのみで使用す

ることも、認証および認可とともに使用することもできます。

AAA には、ユーザ アクセスに対して、アクセスリストのみを使用する場合よりもレベルの高い保
護および制御機能が用意されています。たとえば、すべての外部ユーザが DMZ ネットワークのサー
バ上の Telnet にアクセスできるようにするアクセスリストを作成できます。一部のユーザのみが
サーバにアクセスできるようにするが、そのユーザの IP アドレスを常に認識しているとは限らな
い場合、AAA を使用すると、認証済みまたは認可済み（あるいはその両方）のユーザのみがセキュ
リティ アプライアンスを介してアクセスすることが許可されるようにできます（Telnet サーバもま
た、認証を実行します。セキュリティ アプライアンスは、認可されないユーザがサーバにアクセス
できないようにします）。

• 認証の概要：認証では、ユーザ ID に基づいてアクセス権が許可されます。認証では、有効な
ユーザ クレデンシャルを要求してユーザ ID を確立します。このクレデンシャルは通常、ユー
ザ名とパスワードです。
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• 認可の概要：認可では、ユーザ認証後、ユーザごとにアクセスを制御します。認可では、各認

証済みユーザが使用可能なサービスおよびコマンドを制御します。認可をイネーブルにしてい

ない場合は、認証のみで、すべての認証済みユーザがサービスに同じようにアクセスできます。

認可で提供される制御が必要な場合、広範な認証ルールを設定して、詳細な認可が設定できま

す。たとえば、外部ネットワーク上のサーバにアクセスする内部ユーザを認証して、特定の

ユーザがアクセスできる外部サーバを認可によって制限します。

セキュリティ アプライアンスはユーザあたり最初の 16 個の認可要求をキャッシュするため、
ユーザが現在の認証セッション中に同じサービスにアクセスした場合、セキュリティ アプライ
アンスは認可サーバに要求を再送信しません。

• アカウンティングの概要：アカウンティングは、セキュリティ アプライアンスを通過するトラ
フィックを追跡して、ユーザ アクティビティを記録できるようにします。トラフィックの認証
をイネーブルにすると、ユーザごとにトラフィックをアカウンティングできます。トラフィッ

クを認証しない場合は、IP アドレスごとにトラフィックをアカウンティングできます。アカウ
ンティング情報には、セッションの開始時刻と終了時刻、ユーザ名、そのセッションでセキュ

リティ アプライアンスを経由したバイト数、使用されたサービス、セッションの継続時間が含
まれます。

AAA の準備
AAA サービスは、LOCAL データベース、または少なくとも 1 つの AAA サーバの使用に依存しま
す。 また、AAA サーバが提供するほとんどのサービスに対するフォールバックとして LOCAL デー
タベースを使用することもできます。 AAA を実装する前に LOCAL データベースを設定するととも
に、AAA サーバ グループとサーバ群を設定する必要があります。 

LOCAL データベースおよび AAA サーバの設定方法は、セキュリティ アプライアンスがサポート
する AAA サービスによって異なります。 AAA サーバを使用するかどうかに関係なく、管理アクセ
スをサポートするユーザ アカウントを使用して LOCAL データベースを設定する必要があります。
これは、誤ってロックアウトされないためであると同時に、AAA サーバにアクセスできないとき
に、希望によりフォールバック方式を提供するためでもあります。 詳細については、「LOCAL デー
タベース」を参照してください。 

表 10-1では、AAA サーバ タイプごと、および LOCAL データベースごとの AAA サービスのサポー
トの要約を示しています。 LOCAL データベースの管理は、Configuration > Properties > Device
Administration > User Accounts ペインでユーザ プロファイルを設定して行います。 AAA サーバ グ
ループの確立およびサーバ グループへの個々の AAA サーバの追加は、Configuration > Properties >
AAA Setup > AAA Server Groups ペインで行います。 
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LOCAL データベース
セキュリティ アプライアンスは、ユーザ プロファイルを取り込むことができるローカル データ
ベースを管理します。

• User Profiles：ユーザ プロファイルには、少なくともユーザ名が含まれています。 通常は、パス
ワードがオプションであっても各ユーザ名にパスワードを割り当てます。 また、ユーザ プロ
ファイルでは、ユーザごとの VPN アクセス ポリシーも指定されます。 ユーザ プロファイルは、
Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts ペインを使用して管理できま
す。

• Fallback Support：ローカル データベースは、コンソールに対するフォールバック方式として機
能し、コマンド認可、VPN 認証および認可に対するパスワード認証をイネーブルにします。こ
の動作は、セキュリティ アプライアンスから誤ってロックアウトされないようにすることを意
図しています。フォールバック サポートを必要とするユーザでは、ローカル データベース内
のユーザ名とパスワードと AAA サーバ内のユーザ名とパスワードを一致させることをお勧め
します。この対処により、透過フォールバックがサポートされます。ユーザは、AAA サーバと
ローカル データベースのどちらがサービスを提供しているかが判別できないので、ローカル
データベースのユーザ名およびパスワードとは異なるユーザ名およびパスワードを AAA サー
バで使用することは、指定するべきユーザ名とパスワードをユーザが確信できないことを意味

します。

表 10-1 AAA サポートの要約

AAA サービス

データベース タイプ

ローカル RADIUS TACACS+ SDI NT Kerberos LDAP
HTTP 
Form

認証

VPN ユーザ あり あり あり あり あり あり あり あり1

1. HTTP Form プロトコルは、WebVPN ユーザに対してのみシングル サインオン認証をサポートします。

ファイアウォール 
セッション

あり あり あり あり あり あり あり なし

管理者 あり あり あり あり2

2. SDI は HTTP 管理アクセスに対してサポートされていません。

あり あり あり なし

認可

VPN ユーザ あり あり なし なし なし なし あり なし

ファイアウォール 
セッション

なし あり3

3. ファイアウォール セッションの場合、RADIUS 認可はユーザ固有のアクセスリストでのみサポートされます。こ
のアクセスリストは RADIUS 認証応答で受信または指定されます。

あり なし なし なし なし なし

管理者 あり4

4. ローカル コマンド認可は、特権レベルに限りサポートされます。

なし あり なし なし なし なし なし

アカウンティング

VPN 接続 なし あり あり なし なし なし なし なし

ファイアウォール 
セッション

なし あり あり なし なし なし なし なし

管理者 なし あり5

5. コマンド アカウンティングは TACACS+ にのみ有効です。

あり なし なし なし なし なし
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ASDM での AAA の実装
次のそれぞれに対して AAA を使用できます。

• デバイス管理のための AAA

• ネットワーク アクセス用の AAA

• VPN アクセス用の AAA

デバイス管理のための AAA
次のような、セキュリティ アプライアンスへのすべての管理接続を認証できます。

• Telnet

• SSH

• シリアル コンソール

• ASDM

• VPN 管理アクセス

また、イネーブル モードを入力しようとしている管理者も認証できます。 さらに、管理コマンドを
認可できます。 管理セッションのアカウンティング データ、およびアカウンティング サーバに送信
された、セッション中に発行済みのコマンドのアカウンティング データを保持できます。

Configuration > Properties > Device Access > AAA Access ペインを使用して、AAA をデバイス管理用
に設定できます。

ネットワーク アクセス用の AAA
Configuration > Security Policy > AAA Rules タブを使用して、ファイアウォールを通過するトラ
フィックの認証、認可、アカウンティングのルールの設定ができます。 作成するルールはアクセス
ルールに類似していますが、定義したトラフィックの認証、認可、アカウンティングを実行するか

どうかを指定する点、また、AAA サービス要求の処理にセキュリティ アプライアンスが使用する
AAA サーバ グループを指定する点が異なります。

VPN アクセス用の AAA
VPN アクセス用の AAA サービスには、次が含まれます。

• Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts ペインで設定した、ユーザを
VPN グループに割り当てるユーザ アカウント設定。

• Configuration > VPN > General > Group Policy ペインで設定した、多くのユーザ アカウントまた
はトンネル グループが参照可能な VPN グループ ポリシー。

• Configuration > VPN > General > Tunnel  Group ペインで設定したトンネル グループ ポリシー。
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AAA のセットアップ
AAA Setup ペインでは、AAA サーバ グループ、AAA サーバ、および認証プロンプトを設定できま
す。ここでは、次の項目について説明します。

• AAA Server Groups

• Auth. Prompt

• LDAP Attribute Map

AAA Server Groups
Configuration > Properties > AAA Setup > AAA Server Groups

AAA Server Groups ペインでは次の設定ができます。

• セキュリティ アプライアンスが各グループにリストされたサーバとの通信に使用する AAA 
サーバ グループとプロトコルの設定。

• 個々のサーバの設定と AAA サーバ グループへの追加。

シングルモードでは最大 15 のグループを、マルチモードでは最大 4 つのグループを指定できます。
各グループには、シングルモードで最大 16 台、マルチモードで最大 4 台のサーバを含めることが
できます。 ユーザがログインするとき、アクセスされるサーバは一度に 1 つだけです。指定したサー
バから、応答があるまで順に 1 つずつアクセスしていきます。

AAA アカウンティングが有効になっている場合、同時アカウンティングを設定していない限り、ア
カウンティング情報が送られるのはアクティブ サーバに対してだけです。

AAA サービスの概要については、「AAA について」を参照してください。

フィールド

AAA Server Groups ペインのフィールドは、AAA Server Groups 領域と Servers In The Selected Group
領域という、2 つの主要領域にグループ化されます。AAA Server Groups 領域では、セキュリティ ア
プライアンスが各グループに表示されたサーバとの通信に使用する AAA サーバ グループとプロト
コルを設定できます。

（注） AAA Server Groups テーブルで任意の行をダブルクリックすると、Edit AAA Server Group ダイアロ
グボックスが開きます。このダイアログボックスでは、AAA Server Group パラメータを変更できま
す。 ここで行った変更はただちにテーブルに反映されますが、コンフィギュレーションに保存する
には Apply をクリックする必要があります。

カラムの先頭をクリックすると、そのカラムの内容に従って、テーブルの行が英数字順に並び替わ

ります。

• Server Group：表示のみ。 選択したサーバ グループのシンボリック名が表示されます。

• Protocol：表示のみ。 グループのサーバがサポートする AAA プロトコルが一覧表示されます。

• Accounting Mode：表示のみ。 同時モード アカウンティングまたはシングル モード アカウンティ
ングのいずれかが表示されます。単一モードでは、セキュリティ アプライアンスはアカウン
ティング データを 1 つのサーバにのみ送信します。同時モードでは、セキュリティ アプライ
アンスはアカウンティング データをグループ内のすべてのサーバに送信します。
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• Reactivation Mode：表示のみ。障害が発生したサーバを再アクティブ化する方法（Depletion ま
たは Timed 再アクティブ化モード）が表示されます。Depletion モードでは、障害が発生した
サーバは、グループ内のサーバのすべてが非アクティブになった場合にのみ再アクティブ化さ

れます。Timed モードでは、障害が発生したサーバは 30 秒の停止時間の後で再アクティブ化さ
れます。

• Dead Time：表示のみ。グループ内の最後のサーバをディセーブルにしてから、すべてのサー
バを再度アクティブにするまでの経過時間が分数で表示されます。 このパラメータは、
Depletion モードでのみ適用されます。

• Max Failed Attempts：表示のみ。 応答のないサーバを非アクティブと宣言する前に許可される接
続試行失敗の回数が表示されます。

• Add：Add AAA Server Group ダイアログボックスが表示されます。

• Edit：Edit AAA Server Group ダイアログボックスを表示します。ただし、サーバ グループとし
て LOCAL を選択した場合は、Edit AAA Local Server Group ダイアログボックスを表示します。

• Delete：現在選択しているサーバ グループ エントリをサーバ グループ テーブルから削除しま
す。確認されず、やり直しもできません。

AAA Server Groups ペインの 2 番目の領域である Servers In Selected Group 領域では、既存の AAA
サーバ グループに対して AAA サーバを追加および設定できます。 このサーバには、RADIUS、
TACACS+、NT、SDI、Kerberos、LDAP、HTTP フォームの各サーバを指定できます。

• Server Name or IP Address：表示のみ。 AAA サーバの名前または IP アドレスが表示されます。

• Interface：表示のみ。 認証サーバが常駐するネットワーク インターフェイスが表示されます。

• Timeout：表示のみ。タイムアウト間隔が秒数で表示されます。この時間に達すると、セキュリ
ティ アプライアンスはプライマリ AAA サーバに対する要求の送信を放棄します。 スタンバイ
AAA サーバがある場合、セキュリティ アプライアンスはバックアップ サーバに要求を送信し
ます。

• Add/Edit：Add/Edit AAA Server ダイアログボックスを表示します。

• Delete：選択した AAA サーバをリストから削除します。

• Move up：選択した AAA サーバを AAA シーケンス内で上に移動します。

• Move down：選択した AAA サーバを AAA シーケンス内で後ろに移動します。

• Test：Test AAA Server ダイアログボックスを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • 1

1. HTTP Form および WebVPN は、シングル ルーテッド モードでのみサポートされます。

• • —
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Add/Edit AAA Server Group

Configuration > Properties > AAA Setup > AAA Server Groups > Add/Edit AAA Server Group

Add/Edit AAA Server Group ダイアログボックスでは、AAA サーバ グループを追加または編集でき
ます。 結果は AAA Server テーブルに表示されます。

フィールド

• Server Group：表示のみ。 選択したサーバ グループの名前が表示されます。

• Protocol ドロップダウン リスト：グループのサーバでサポートされるプロトコルを指定します。
プロトコルには、RADIUS、TACACS+、NT Domain、SDI、Kerberos、LDAP、シングル サイン
オン用 HTTP Form（WebVPN ユーザ専用）があります。

（注） 次のフィールドは、HTTP Form プロトコルを選択すると使用できなくなります。

• Accounting Mode：サーバ グループに使用するアカウンティング モードを指定します。

－ Simultaneous：アカウンティング データをグループ内のすべてのサーバに送信するように
セキュリティ アプライアンスを設定します。

－ Single：アカウンティング データをグループ内のサーバ 1 つだけに送信するようにセキュ
リティ アプライアンスを設定します。

• Reactivation Mode：障害が発生したサーバを再アクティブ化する方法を指定します。

－ Depletion：グループ内のすべてのサーバが非アクティブになった場合にだけ、障害が発生
したサーバを再度アクティブにするようにセキュリティ アプライアンスを設定します。

－ Timed：30 秒のダウン タイムの後、障害が発生したサーバを再度アクティブにするように
セキュリティ アプライアンスを設定します。

• Dead Time：グループ内の最後のサーバをディセーブルにしてから、すべてのサーバを再度ア
クティブにするまでの経過時間を分数で指定します。このフィールドは、Timed モードでは使
用できません。

• Max Failed Attempts：応答がないサーバを非アクティブと宣言するまでに許可される接続試行
失敗の回数（1 ～ 5）を指定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • 1

1. HTTP Form および WebVPN は、シングル ルーテッド モードでのみサポートされます。

• • —
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Edit AAA Local Server Group

Configuration > Properties > AAA Setup > AAA Server Groups > Edit AAA Local Server Group

Edit AAA Local Server Group ダイアログボックスでは、ローカル ユーザ ロックアウトをイネーブル
にするかどうか、また、ユーザをロックアウトする前に許可するログイン試行の最大失敗回数を指

定します。 ユーザがロックアウトされた場合、正常にログインするには、管理者がロックアウト状
態をクリアしておく必要があります。

フィールド

• Enable Local User Lockout ：設定された認証試行の最大失敗回数を超えたユーザのロックアウト
と、そのユーザのアクセス拒否をイネーブルにします。

• Maximum Attempts：ユーザをロックアウトし、そのユーザのアクセスを拒否する前に許可する
ログイン試行の最大失敗回数を指定します。 この制限は、認証に LOCAL データベースが使用
されているときのみ適用されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit AAA Server

Configuration > Properties > AAA Setup > AAA Servers > Add/Edit AAA Server

Add/Edit AAA Server ダイアログボックスでは、既存の AAA サーバのパラメータを変更したり、AAA
サーバ グループ テーブルで選択した既存のグループに新しい AAA サーバを追加したりできます。 

フィールド

（注） 最初の 4 つのフィールドは、すべてのサーバ タイプに共通です。 コンテンツ領域は、各サーバ タ
イプに固有です。

• Server Group：表示のみ。サーバ グループの名前が表示されます。

• Interface Name：サーバが常駐するネットワーク インターフェイスを指定します。

• Server Name or IP Address：AAA サーバの名前または IP アドレスを指定します。

• Timeout：タイムアウト間隔を秒数で指定します。この時間に達すると、セキュリティ アプラ
イアンスはプライマリ AAA サーバに対する要求の送信を放棄します。 スタンバイ AAA サーバ
がある場合、セキュリティ アプライアンスはバックアップ サーバに要求を送信します。

• RADIUS Parameters 領域：RADIUS サーバの使用に必要なパラメータを指定します。 選択した
サーバ グループが RADIUS を使用するときにのみ、この領域が表示されます。 

－ Retry Interval：サーバにクエリーを送信しても応答がないときに、接続を再試行する前に
待機する秒数を指定します。 最短時間は 1 秒です。デフォルトは 10 秒です。 最長時間は 10
秒です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • 1

1. HTTP Form および WebVPN は、シングル ルーテッド モードでのみサポートされます。

• • —
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－ Server Authentication Port：ユーザ認証に使用するサーバ ポートを指定します。デフォルト
ポートは 1645 です。

（注） 最新の RFC では、RADIUS を UDP ポート番号 1812 に設定すべきだとしているので、この
デフォルトは 1812 への変更が必要になる場合があります。

－ Server Accounting Port：ユーザ アカウンティングに使用するサーバ ポートを指定します。デ
フォルト ポートは 1646 です。

－ Server Secret Key：暗号化に使用する、たとえば C8z077f のようなサーバ秘密鍵（「共有秘
密情報」とも呼ばれます）を指定します。この秘密鍵では、大文字と小文字が区別されま

す。 フィールドには、アスタリスクだけが表示されます。セキュリティ アプライアンスは
サーバ秘密鍵を使用して、RADIUS サーバに対する認証を行います。ここで設定したサー
バ秘密鍵は、RADIUS サーバで設定されたサーバ秘密鍵と一致する必要があります。
RADIUS サーバのサーバ秘密鍵がわからない場合は、RADIUS サーバの管理者に問い合せ
てください。最大フィールド長は、64 文字です。

－ Confirm Server Secret Key：正確であることを確認するため、サーバの秘密鍵を再度入力す
る必要があります。この秘密鍵では、大文字と小文字が区別されます。フィールドには、

アスタリスクだけが表示されます。

－ Common Password：グループの共通パスワードを指定します。パスワードは、大文字と小
文字が区別されます。フィールドには、アスタリスクだけが表示されます。RADIUS サー
バを認可ではなく認証に使用するよう定義する場合は、共通パスワードを設定しないでく

ださい。

RADIUS 認可サーバでは、接続しようとする各ユーザのパスワードとユーザ名が必要です。
パスワードはここに入力します。RADIUS 認可サーバの管理者は、このパスワードをセキュ
リティ アプライアンス経由でサーバに接続する各ユーザ認可に関連付けて RADIUS サー
バを設定する必要があります。この情報は、必ず RADIUS サーバの管理者に提供してくだ
さい。このセキュリティ アプライアンス経由で RADIUS 認可サーバにアクセスするすべて
のユーザの共通パスワードを入力します。

このフィールドを空白のままにすると、各ユーザのユーザ名がパスワードになります。 た
とえば、ユーザ名「jsmith」であるユーザの場合、「jsmith」と入力されます。セキュリティ
上の予防措置として、RADIUS 認可サーバを絶対に認証に使用しないでください。 共通パ
スワードを使用したり、パスワードとしてユーザ名を使用したりすることは、ユーザごと
に強力なパスワードを使用するのに比べてはるかにセキュリティが低くなります。

（注） RADIUS プロトコルではパスワード フィールドが必須であり、RADIUS サーバによっても
要求されますが、ユーザはパスワードを知る必要がありません。

－ Confirm Common Password：正確であることを確認するため、共通パスワードを再度入力す
る必要があります。パスワードは、大文字と小文字が区別されます。フィールドには、ア

スタリスクだけが表示されます。

－ ACL Netmask Convert：ダウンロード可能なアクセスリストから受け取ったネットマスクを
セキュリティ アプライアンスが処理する方法を指定します。 セキュリティ アプライアンス
は、ダウンロード可能なアクセスリストに標準ネットマスク表現が含まれていることを想

定しますが、Cisco Secure VPN 3000 シリーズ コンセントレータは、ダウンロード可能なア
クセスリストに、標準ネットマスク表現とは反対のワイルドカード ネットマスク表現が含
まれていることを想定します。ワイルドカード マスクには、無視するビット位置に 1 が、
一致するビット位置に 0 が入っています。ACL Netmask Convert リストは、ダウンロード可
能なアクセスリストの RADIUS サーバ上での設定方法の違いによる影響を最小限に抑え
ます。
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Detect Automatically を選択すると、使用されているネットマスク表現のタイプをセキュリ
ティ アプライアンスが判定します。ワイルドカード ネットマスク表現が検出された場合
は、標準のネットマスク表現に変換されます。しかし、一部のワイルドカードは明確な検
出が困難であるため、この設定を使用すると、ワイルドカード ネットマスク表現が、標準
のネットマスク表現と誤解される場合があります。

Standard を選択すると、セキュリティ アプライアンスは、RADIUS サーバから受け取った
ダウンロード可能なアクセスリストに、標準ネットマスク表現だけが入っていると想定し
ます。 ワイルドカード ネットマスク表現からの変換は行われません。
Wildcard を選択すると、セキュリティ アプライアンスは、RADIUS サーバから受け取った
ダウンロード可能なアクセスリストに、ワイルドカード ネットマスク表現だけが含まれて
いると想定し、アクセスリストがダウンロードされたときにすべてを標準ネットマスク表
現に変換します。

• TACACS+ Parameters：TACACS+ サーバの使用に必要なパラメータを指定します。 選択した
サーバ グループが TACACS+ を使用するときにのみ、この領域が表示されます。

－ Server Port：使用するサーバ ポートを指定します。

－ Server Secret Key：暗号化に使用するサーバ秘密鍵を指定します。この秘密鍵では、大文字
と小文字が区別されます。フィールドには、アスタリスクだけが表示されます。

－ Confirm Server Secret Key：正確であることを確認するため、サーバの秘密鍵を再度入力す
る必要があります。この秘密鍵では、大文字と小文字が区別されます。フィールドには、

アスタリスクだけが表示されます。

• SDI Parameters：SDI サーバの使用に必要なパラメータを指定します。 選択したサーバ グループ
が SDI を使用するときにのみ、この領域が表示されます。

－ Server Port：使用するサーバ ポートを指定します。 

－ Retry Interval：接続を再試行する前に待機する秒数を指定します。

• Kerberos Parameters：Kerberos サーバの使用に必要なパラメータを指定します。 選択したサーバ
グループが Kerberos を使用するときにのみ、この領域が表示されます。

－ Server Port：Kerberos サーバがリスンするサーバ ポートを指定します。

－ Retry Interval：接続を再試行する前に待機する秒数を指定します。 タイムアウト時間の経過
後、サーバへのクエリー送信の再試行回数を入力します。 再試行回数の入力を行った後で
も応答がない場合、セキュリティ アプライアンスはこのサーバを操作不能であると宣言
し、リスト内にある次の Kerberos および Active Directory サーバを使用します。 再試行の最
小回数は 0 回です。デフォルトの再試行回数は 2 回です。再試行の最大回数は 10 回です。

－ Kerberos Realm：使用する Kerberos 領域の名前（USDOMAIN.ACME.COM など）を指定し
ます。最大長は 64 文字です。 サーバ タイプが Windows 2000、Windows XP、Windows.NET
の場合、領域名はすべて大文字で入力する必要があります。この名前は入力するとき、IP
アドレスを Server IP Address フィールドに入力したサーバの領域名に一致している必要が
あります。

• LDAP Parameters：LDAP サーバの使用に必要なパラメータを指定します。 選択したサーバ グ
ループが LDAP を使用するときにのみ、この領域が表示されます。

－ Enable LDAP Over SSL：セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバ間の通信を SSL でセ
キュリティ保護するように指定します。 セキュア LDAP とも呼ばれます。

－ Server Port：使用するサーバ ポートを指定します。サーバにアクセスするための TCP ポー
ト番号を入力します。

－ Server Type：LDAP サーバ タイプを Sun Microsystems JAVA System Directory Server（以前
は Sun ONE Directory Server）または Microsoft Active Directory に手動で設定するか、サーバ
タイプの判別に自動検出を指定します。

－ Base DN：ベース DN を指定します。認可要求を受信したときに、サーバが検索を開始す
る LDAP 階層の位置を入力します。たとえば、OU=people, dc=cisco, dc=com となります。
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－ Scope：サーバが認可要求を受け取ったときに行う、LDAP 階層での検索範囲を指定します。
オプションは One Level（ベース DN の下にある 1 レベルのみを検索します。このオプショ
ンは、時間がかかりません）および All Levels（ベース DN の下にあるすべてのレベルを検
索します。つまり、サブツリー階層全体を検索します。このオプションは、多少時間がか

かります）です。

－ Naming Attribute(s)：LDAP サーバのエントリを一意に識別する Relative Distinguished Name
アトリビュートを指定します。共通の名前付きアトリビュートは、Common Name（cn）と
User ID（uid）です。

－ Login DN：ログイン DN を指定します。一部の LDAP サーバ（Microsoft Active Directory
サーバなど）は、セキュリティ アプライアンスに対し、他のあらゆる LDAP 操作の要求を
受け入れる前に、認証済みバインディングを介してハンドシェイクを確立することを要求

します。セキュリティ アプライアンスは、ユーザの認証要求に Login DN フィールドを付
加することにより、自身が認証バインディングされていることを示します。Login DN
フィールドは、セキュリティ アプライアンスの認証特性を定義します。これらの特性は、
管理者の権限が与えられているユーザの特性に対応します。 セキュリティ アプライアンス
の認証済みバインディングのディレクトリ オブジェクト名を入力します。たとえば、
cn=Administrator, cn=users, ou=people, dc=Example Corporation, dc=com となります。 匿名アク
セスの場合は、このフィールドをブランクのままにしておきます。

－ Login Password：ログイン パスワードを指定します。 入力した文字はアスタリスクに置き換
えられます。

－ LDAP Attribute Map：LDAP サーバに適用可能な LDAP アトリビュート マップを一覧表示
します。 LDAP アトリビュート マップでは、Cisco アトリビュート名がユーザ定義のアトリ
ビュート名および値に変換されます。

－ SASL MD5 authentication：Simple Authentication and Security Layer（SASL）の MD5 メカニ
ズムが、セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバ間の認証通信をセキュリティ保護す
るように指定します。

－ SASL Kerberos authentication：Simple Authentication and Security Layer（SASL）の Kerberos メ
カニズムが、セキュリティ アプライアンスと LDAP サーバ間の認証通信をセキュリティ保
護するように指定します。

－ Kerberos Server Group：認証に使用する Kerberos サーバまたはサーバ グループを指定しま
す。

• NT Domain Parameters：NT サーバの使用に必要なパラメータを指定します。次のフィールドが
あります。

－ Server Port：サーバにアクセスするための TCP ポート番号を指定します。デフォルト ポー
ト番号は 139 です。

－ NT Domain Controller：このサーバの NT プライマリ ドメイン コントローラのホスト名
（PDC01 など）を指定します。 ホスト名の最大長は 15 文字です。 この名前を入力するとき、

Authentication Server Address に入力したサーバのホスト名に一致している必要があります。
名前が正しくないと、認証が失敗します。 

• HTTP Form Parameters：シングル サインオン認証用に HTTP Form プロトコルのパラメータを指
定します。WebVPN ユーザのみ使用できます。 この領域は、選択したサーバ グループが HTTP
Form を使用しているときにのみ表示され、サーバ グループ名とプロトコルのみが表示されま
す。 HTTP Form を使用している場合、他のフィールドは使用できません。 

（注） HTTP プロトコルを使用して SSO を正しく設定するには、認証および HTTP プロトコル交
換に関する実用的な知識が必要です。

次のパラメータがわからない場合は、セキュリティ アプライアンスを介してではなく直接認証
Web サーバにログインしているときに、HTTP GET および POST 交換からデータを抽出します。
HTTP 交換からのこれらのパラメータの抽出についての詳細は、『Cisco Security Appliance
Command Line Configuration Guide』の「WebVPN」の章を参照してください。
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－ Start URL：認証 Web サーバの事前ログイン クッキーを取得できる場所の完全 URL を指定
します。 このパラメータは、認証 Web サーバがログイン ページとともに事前ログイン クッ
キーをロードするときにのみ設定する必要があります。 ドロップダウン リストには HTTP
と HTTPS の両方が提供されます。入力できる最大文字数は 1024 文字で、最低文字数は制
限されていません。

－ Action URI：認可 Web サーバ上の認証プログラムの完全 Uniform Resource Identifier（URI;
ユニフォーム リソース識別子）を指定します。 完全 URI の最大文字数は 2048 文字です。

－ Username：SSO 認証に使用される HTTP フォームの一部として発行される必要のあるユー
ザ名パラメータの名前（特定のユーザ名ではありません）を指定します。入力できる最大

文字数は 128 文字で、最低文字数は制限されていません。

－ Password：SSO 認証に使用される HTTP フォームの一部として発行される必要のあるパス
ワード パラメータの名前（特定のパスワード値ではありません）を指定します。入力でき
る最大文字数は 128 文字で、最低文字数は制限されていません。

－ Hidden Values：SSO 認証用に認証 Web サーバに発行される、HTTP POST 要求の非表示パ
ラメータを指定します。 HTTP POST 要求内に存在することで示されているように、このパ
ラメータは認証 Web サーバで想定されている場合にのみ必要です。 入力できる最大文字数
は 2048 文字です。

－ Authentication Cookie Name：（オプション）正常なログイン時にサーバによって設定され、
認証情報を含んでいるクッキーの名前を指定します。 認証クッキーに意味のある名前を割
り当てるときに使用され、Web サーバから返される他のクッキーと区別するのに役立ちま
す。入力できる最大文字数は 128 文字で、最低文字数は制限されていません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Test AAA Server

Configuration > Properties > AAA Setup > AAA Server Groups > Test

（注） HTTP Form 認証サーバでは、Test AAA Server は使用できません。

セキュリティ アプライアンスが選択した AAA サーバと通信できるかどうかを判別するには、Test
ボタンを使用します。 AAA サーバに到達できない場合は、ASDM でのコンフィギュレーションが正
しくないか、ネットワーク コンフィギュレーションによる制限やサーバのダウンタイムなど他に
AAA サーバに到達できない原因があることが考えられます。

このダイアログボックスのフィールドに入力して OK をクリックすると、セキュリティ アプライア
ンスは適切なテスト メッセージを選択したサーバに送信します。 テストが失敗した場合、ASDM
は、発生したエラー タイプに関するエラー メッセージを表示します。 ASDM のエラー メッセージ
でコンフィギュレーション エラーが示されている場合、コンフィギュレーションを修正してから再
度テストします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • 1

1. HTTP Form および WebVPN は、シングル ルーテッド モードでのみサポートされます。

• • 1. —
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ヒント トラブルシューティングを行うとき、まず AAA サーバへの基本的なネットワーク接続を確認する
ことをお勧めします。 基本的な接続をテストするには、Tools > Ping をクリックします。

フィールド

• AAA Server Group：表示のみ。 選択した AAA サーバが属する AAA サーバ グループが表示され
ます。

• Host：表示のみ。 選択した AAA サーバのホスト名が表示されます。

• Authorization：ASDM が選択した AAA サーバを使用したユーザの認可をテストするように指定
します。 選択したサーバ タイプが認可をサポートしていない場合、このオプション ボタンは使
用できません。 たとえば、セキュリティ アプライアンスは Kerberos サーバを使用した認可をサ
ポートできません。

• Authentication：ASDM が選択した AAA サーバを使用したユーザの認証をテストするように指
定します。 選択したサーバ タイプが認証をサポートしていない場合、このオプション ボタンは
使用できません。 たとえば、セキュリティ アプライアンスは LDAP サーバを使用した認証をサ
ポートしていません。

• Username：AAA サーバのテストに使用するユーザ名を指定します。 AAA サーバにそのユーザ
名が存在することを確認します。存在しない場合、テストは失敗します。

• Password：Username フィールドに入力したユーザ名のパスワードを指定します。 Password 
フィールドは、認証テストのときにのみ使用できます。 入力したユーザ名に対してパスワード
が正しいことを確認します。正しくない場合、テストは失敗します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Auth. Prompt
Configuration > Properties > AAA Setup > Auth. Prompt

Auth. Prompt ペインでは、AAA 認証チャレンジ プロセス中にユーザに対して表示されるテキストを
指定します。TACACS+ または RADIUS サーバからユーザ認証が要求されたとき、セキュリティ ア
プライアンスを経由した HTTP、FTP、Telnet アクセスの AAA チャレンジ テキストを指定できま
す。 このテキストは、主に表面的なものを整えることを目的としていて、ログイン時にユーザに対
して表示される、ユーザ名とパスワード プロンプトの上に表示されます。

Telnet からのユーザ認証を実行する場合、User accepted message オプションおよび User rejected
message オプションを使用すれば、認証試行が AAA サーバにより受け入れられた、または拒否され
たことを示すさまざまな状態のプロンプトを表示できます。

AAA サーバがユーザを認証する場合、指定されていれば、セキュリティ アプライアンスはユーザ
承認メッセージ テキストをユーザに対して表示します。それ以外の場合、指定されていればユーザ
拒否メッセージ テキストを表示します。 HTTP および FTP セッションの認証では、プロンプトに
チャレンジ テキストのみ表示されます。 ユーザ承認メッセージ テキストおよびユーザ拒否メッ
セージ テキストは表示されません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • 1

1. HTTP Form および WebVPN は、シングル ルーテッド モードでのみサポートされます。

• • —
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（注） Microsoft Internet Explorer では、認証プロンプトに最大 37 文字まで表示されます。 Netscape Navigator
では、認証プロンプトに最大 120 文字まで、Telnet および FTP では最大 235 文字まで表示されます。

フィールド

• Prompt：（オプション）セキュリティ アプライアンスを経由したユーザ セッションに対して、
チェックボックスの下のフィールドに指定した AAA チャレンジ テキストの表示をイネーブル
にします。

• Text：（オプション）235 文字までの英数字または 31 ワードまでの文字列を指定します。いず
れかの最大値に達したときに制限されます。 特殊文字は使用できませんが、スペースと句読点
は使用できます。 文字列を終了するには、疑問符を入力するか Enter キーを押します （Enter キー
を押すと文字列に疑問符が表示されます）。

• User accepted message：（オプション）チェックボックスの下のフィールドで指定した、ユーザ
が認証されたことを確認するテキストの表示をイネーブルにします。

• User rejected message：（オプション）チェックボックスの下のフィールドで指定した、認証が失
敗したことを示すテキストの表示をイネーブルにします。

（注） このペインのフィールドはすべてオプションです。 認証プロンプトを指定していない場合、FTP
ユーザには FTP authentication が、HTTP ユーザには HTTP Authentication が表示され、Telnet
ユーザにはチャレンジ テキストが表示されません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

LDAP Attribute Map
Configuration > Properties > AAA Setup > LDAP Attribute Map

LDAP Attribute Map ペインでは、カスタム（ユーザ定義）アトリビュート名をシスコの LDAP アト
リビュート名にマッピングするためのアトリビュート マップを作成し、名前を付けます。既存の
LDAP ディレクトリにセキュリティ アプライアンスを導入する場合、既存のカスタム LDAP アトリ
ビュートの名前および値は、シスコのアトリビュートの名前および値とは異なる場合があります。

既存のアトリビュートの名前を変更するのではなく、カスタム アトリビュートの名前と値をシスコ
のアトリビュートの名前と値にマッピングする LDAP アトリビュート マップを作成できます。 簡
単な文字列の置き換えを使用すれば、セキュリティ アプライアンスがユーザ独自のカスタム名およ
び値を提供します。

作成後は、それらのアトリビュート マップを LDAP サーバにバインドしたり、必要に応じて削除
したりできます。 また、アトリビュート マップ全体を削除することも、個々の名前と値のエントリ
を削除することもできます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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（注） アトリビュート マッピング機能を適切に使用するには、シスコの LDAP アトリビュートの名前と
値およびユーザ定義のアトリビュートの名前と値を理解する必要があります。

フィールド

• Name：編集可能な LDAP アトリビュート マップの名前を表示します。

• Attribute Map Name：各アトリビュート マップ内にある、カスタム アトリビュート名からシス
コのアトリビュート名へのマッピングを表示します。

• Add：Add LDAP Attribute Map ダイアログボックスを表示します。

• Edit：Edit LDAP Attribute Map ダイアログボックスを表示します。

• Delete：選択した LDAP アトリビュート マップを削除します。

Add/Edit LDAP Attribute Map

Configuration > Properties > AAA Setup > LDAP Attribute Map > Add/Edit LDAP Attribute Map

Add/Edit LDAP Attribute Map ダイアログボックスでは、既存の LDAP アトリビュート マップを変更
または削除したり、新しい LDAP アトリビュート マップを追加したり、アトリビュート マップに
アトリビュート名と値のマッピングを表示させたりできます。

LDAP Attribute Map ダイアログボックスを使用した新しいアトリビュート マップの標準的な追加手
順は次のとおりです。

1. 新しい、何も入力されていないアトリビュート マップを作成します。 

2. シスコのアトリビュート名をカスタムのユーザ定義アトリビュート名に変換する名前マッピ
ングを、アトリビュート マップに入力します。 

3. カスタムのユーザ定義アトリビュートの値をカスタム アトリビュート名、および一致するシス
コのアトリビュート名と値に適用する値マッピングを、アトリビュート マップに入力します。 

次に、Add/Edit AAA Server ダイアログボックスを使用して LDAP サーバを追加または編集するとき
に、そのアトリビュートマップを LDAP サーバにバインドします。

フィールド

• Name：追加または編集する LDAP アトリビュート マップの名前を指定します。 新しいマップ
を追加する場合、このフィールドにマップの名前を入力します。 LDAP Attribute Map ペインで
選択したマップを編集する場合は、選択したマップの名前がこのフィールドに読み取り専用テ

キストとして表示されます。 マップを変更するには、LDAP Attribute Map ペインに戻り、希望
するマップを選択する必要があります。

• Name Map：カスタム アトリビュート名をシスコのアトリビュート名にマッピングするのに必
要なフィールドを表示します。 

• Value Map：カスタム アトリビュートの値を、カスタム アトリビュート名、および一致するシ
スコのアトリビュート名と値にマッピングするのに必要なフィールドを表示します。
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Add/Edit LDAP Attribute Map > Map Name タブ

Configuration > Properties > AAA Setup > LDAP Attribute Map > Add/Edit LDAP Attribute Map >
Map Nameタブ

Add/Edit LDAP Attribute Map ダイアログボックスでは、既存の LDAP アトリビュート マップを変更
または削除したり、新しい LDAP アトリビュート マップを追加したり、アトリビュート マップに
アトリビュート名と値のマッピングを表示させたりできます。「Add/Edit LDAP Attribute Map」も参
照してください。

一部のフィールドは Map Name タブを選択するか、Map Value タブを選択するかによって異なりま
す。 Map Name タブをクリックした場合、次のフィールドが表示されます。 

フィールド

• Name：追加または編集する LDAP アトリビュート マップの名前を指定します。 新しいマップ
を追加する場合、このフィールドにマップの名前を入力します。 LDAP Attribute Map ペインで
選択したマップを編集する場合は、選択したマップの名前がこのフィールドに読み取り専用テ

キストとして表示されます。 マップを変更するには、LDAP Attribute Map ペインに戻り、希望
するマップを選択する必要があります。

• Custom Name：Cisco Name ドロップダウン リストから選択したアトリビュート名にマッピング
するカスタムのユーザ定義アトリビュート名を指定します。

• Cisco Name：Custom Name フィールドにある、ユーザ定義名にマッピングするシスコのアトリ
ビュート名を指定します。

• Add：アトリビュート マップに名前マッピングを挿入します。

• Remove：アトリビュート マップから選択した名前マッピングを削除します。

• Custom Name：アトリビュート マップにあるマッピングのカスタム アトリビュート名を表示し
ます。

• Cisco Name：アトリビュート マップにあるマッピングの、シスコのアトリビュート名を表示し
ます。

Add/Edit LDAP Attribute Map > Map Value タブ

Configuration > Properties > AAA Setup > LDAP Attribute Map > Add/Edit LDAP Attribute Map >
Map Valueタブ

Add/Edit LDAP Attribute Map ダイアログボックスでは、既存の LDAP アトリビュート マップを変更
または削除したり、新しい LDAP アトリビュート マップを追加したり、アトリビュート マップに
アトリビュート名と値のマッピングを表示させたりできます。「Add/Edit LDAP Attribute Map」も参
照してください。

一部のフィールドは Map Name タブを選択するか、Map Value タブを選択するかによって異なりま
す。 Map Value タブをクリックした場合、次のフィールドが表示されます。

フィールド

• Name：追加または編集する LDAP アトリビュート マップの名前を指定します。 新しいマップ
を追加する場合、このフィールドにマップの名前を入力します。 LDAP Attribute Map ペインで
選択したマップを編集する場合は、選択したマップの名前がこのフィールドに読み取り専用テ

キストとして表示されます。 マップを変更するには、LDAP Attribute Map ペインに戻り、希望
するマップを選択する必要があります。

• Custom Name：アトリビュート マップにあるマッピングのカスタム アトリビュート名を表示し
ます。

• Custom to Cisco Map Value：カスタム値の、カスタム アトリビュートのシスコの値へのマッピ
ングを表示します。

• Add：Add LDAP Attributes Map Value ダイアログボックスを表示します。
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• Edit：Edit LDAP Attributes Map Value ダイアログボックスを表示します。

• Delete：LDAP アトリビュート マップから、選択したアトリビュート値マッピングを削除しま
す。

Add/Edit LDAP Attributes Value Map

Configuration > Properties > AAA Setup > LDAP Attribute Map > Add/Edit LDAP Attribute Map >
Add/Edit LDAP Attributes Map Value

Add/Edit LDAP Attribute Map Value ダイアログボックスでは、カスタム アトリビュート名のカスタ
ム アトリビュート値を、関連付けられたシスコのアトリビュート名の、シスコの値にマッピングし
ます。

フィールド

• Custom Name：新しいアトリビュート値マッピングを追加する場合、まだシスコのアトリビュー
ト値にマッピングするカスタム値を持たないアトリビュート リストから、カスタム アトリ
ビュート名を選択できるドロップダウン リストです。 既存のアトリビュート値マッピングを編
集する場合、Add/Edit LDAP Attribute Map ダイアログボックスの Map Value タブで選択したカ
スタム アトリビュートの名前を表示する読み取り専用フィールドです。

• Custom Value：選択したカスタム アトリビュートのカスタム値を指定します。

• Cisco Value：選択したカスタム アトリビュートのシスコ値を指定します。

• Add：カスタム アトリビュート値マップに値マッピングを追加します。

• Remove：カスタム アトリビュート値マップから値マッピングを削除します。

• Custom Name：カスタム アトリビュート名のカスタム値を表示します。

• Cisco Name：シスコのアトリビュート名のシスコ値を表示します。
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11

デバイス アクセスの設定

Configuration > Device Access

この章では、次の項目について説明します。

• AAA Access

• HTTPS/ASDM

• Secure Shell

• Telnet

• Virtual Access
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AAA Access
Configuration > Device Access > AAA Access

AAA Access ペインには、管理アクセスの認証、認可、アカウンティングを設定するためのタブが
含まれます。 AAA サービスの概要については、「AAA サーバの設定」を参照してください。

• Authentication タブ

• Authorization タブ

• Accounting タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Authentication タブ
Configuration > Device Access > AAA Access > Authenticationタブ

セキュリティ アプライアンスへの管理者アクセスの認証をイネーブルにするには、このタブを使用
します。 認証では、有効なユーザ名およびパスワードを要求してアクセスを制御します。次の項目
を認証するように、セキュリティ アプライアンスを設定できます。

• セキュリティ アプライアンスへのすべての管理接続（この接続は、次の方法を使用します）

－ Telnet

－ SSH

－ HTTPS/ASDM

－ シリアル

• enable コマンド

フィールド

• Require authentication to allow use of privileged mode commands：特権モード コマンドへのアクセ
スを制御するパラメータを指定します。

－ Enable：特権モード コマンドの使用が許可される前のユーザ認証の要求をイネーブルまた
はディセーブルにします。

－ Server Group：ユーザの認証に使用するサーバ グループを選択し、特権モード コマンドを
使用します。

－ Use LOCAL when server group fails：選択したサーバ グループに障害が発生した場合、ユー
ザの認証に LOCAL データベースの使用を許可し、特権モード コマンドを使用します。

• Require authentication for the following types of connections：認証を必要とする接続のタイプを指
定するとともに、その認証に使用するサーバ グループを指定します。

－ HTTP/ASDM：HTTP/ASDM 接続に認証が必要かどうかを指定します。

－ Server Group：指定した接続タイプの認証に使用するサーバ グループを選択します。

－ Use LOCAL when server group fails：選択したサーバ グループに障害が発生した場合、指定
した接続タイプの認証に LOCAL データベースを使用することを許可します。

－ SSH：SSH 接続に認証が必要かどうかを指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Telnet：Telnet 接続に認証が必要かどうかを指定します。

－ Serial：シリアル接続に認証が必要かどうかを指定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Authorization タブ
Configuration > Device Access > AAA Access > Authorizationタブ

認可では、有効なユーザ名およびパスワードでの認証後、ユーザごとにアクセスを制御します。 管
理コマンドを認可するようにセキュリティ アプライアンスを設定できます。

認可では、個々のユーザが使用できるサービスおよびコマンドを制御できます。 認可では、すべて
の認証済みユーザにサービスを行う同じアクセスが提供されます。

コマンド認可をイネーブルにすると、（Advanced ボタンを使用した）特権レベルを個々のコマンド
またはコマンド グループに手動で割り当てるオプション、または（Restore Predefined User Account
Privileges ボタンを使用した）事前定義ユーザ アカウント特権をイネーブルにするオプションが使
用できます。

Predefined User Account Privileges Setup ペインには、Yes をクリックした場合、ASDM がセキュリ
ティ アプライアンスに発行するコマンドおよび特権のリストが表示されます。 Yes により、ASDM
は、管理者、読み取り専用、監視専用の 3 つの特権をサポートします。

Command Privileges Setup ペインには、ASDM がセキュリティ アプライアンスに発行しようとして
いるコマンドおよび特権のリストが表示されます。 リスト内で 1 つまたは複数のコマンドを選択
し、Edit ボタンを使用して、選択したコマンドの特権レベルを変更できます。 

フィールド

• Enable：セキュリティ アプライアンス コマンド アクセスの認可をイネーブルまたはディセー
ブルにします。 このチェックボックスをオンにすると、このペインの残りのパラメータがアク
ティブになります。

• Server Group：コマンドアクセスに対するユーザの認可に使用するサーバ グループを選択しま
す。

• Use LOCAL when server group fails：選択したサーバ グループに障害が発生した場合、ユーザの
認可に LOCAL データベースの使用を許可し、特権モード コマンドを使用します。

• Advanced：Command Privileges Setup ペインを開きます。このペインでは、個々のコマンドまた
はコマンド グループに特権レベルを手動で割り当てることができます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

事前定義ユーザ 特権レベル 説明

管理者 15 すべての CLI コマンドへの完全アクセス

読み取り専用 5 すべてのコマンドへの読み取り専用アクセス

監視専用 3 タブの監視のみ
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• Restore Predefined User Account Privileges：Predefined User Account Command Privilege Setup ペイ
ンを開きます。このペインでは、事前定義ユーザ プロファイルを設定するとともに、選択済み
のリストになったコマンドの特権レベルを設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Command Privileges Setup
Configuration > Device Access > AAA Access > Authorization > Command Privileges Setup

個々のコマンドまたはコマンド グループに特権レベルを割り当てるには、このペインを使用しま
す。 カラムの先頭をクリックすると、選択したカラムをキー フィールドとして使用し、テーブル全
体が英数字順に並び替わります。

• Command Mode：特定のコマンド モードまたはすべてのモードを選択します。 この選択により、
リストのすぐ下の Command Modes テーブルに表示される内容が決まります。

• CLI Command：CLI コマンドの名前を指定します。

• Mode：このコマンドに適用されるモードを示します。 一部のコマンドには、複数のモードが適
用されます。

• Variant：特権レベルの適用先である特定のコマンドの形式（show または clear など）を示します。

• Privilege：このコマンドに現在割り当てられている特権レベルが表示されます。

• Edit：Select Command(s) Privilege ダイアログボックスを表示します。 このダイアログボックスで
は、親ウィンドウで選択した 1 つまたは複数のコマンドの特権レベルをリストから選択できま
す。 OK をクリックすると、ただちに変更内容が Command Modes テーブルに反映されます。

• Select All：Command Modes テーブルの内容全体を選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Predefined User Account Command Privilege Setup
Configuration > Device Access > AAA Access > Authorization > Predefined User Account Command 
Privilege Setup

このペインでは、管理者、読み取り専用、監視専用という名前が付いたユーザ プロファイルを、セ
キュリティ アプライアンスがセットアップするかどうか尋ねます。 このペインには、
Authentication/Authorization/Accounting ペインの Authorization タブにある Restore Predefined user
Account Privileges をクリックして移動します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

• Command List：事前定義ユーザ アカウント特権のセットアップで影響を受ける CLI コマンド、
そのモード、バリアント、特権が一覧表示されます。

－ CLI Command：CLI コマンドの名前を指定します。

－ Mode：このコマンドに適用されるモードを示します。 一部のコマンドには、複数のモード
が適用されます。

－ Variant：特権レベルの適用先である特定のコマンドの形式（show または clear など）を示
します。

－ Privilege：このコマンドに現在割り当てられている特権レベルが表示されます。

• Yes：リストされたコマンドをそれぞれの特権レベルでセットアップするように、セキュリティ
アプライアンスに指示します。 このセットアップでは、User Accounts ペインを介して、特権レ
ベル 15 の管理者、特権レベル 5 の読み取り専用、特権レベル 3 の監視専用というそれぞれの
役割でユーザが作成されます。

• No：コマンドおよびユーザの特権レベルを手動で管理します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Accounting タブ
Configuration > Device Access > AAA Access > Accountingタブ

アカウンティングでは、セキュリティ アプライアンスを通過するトラフィックを追跡し続けます。
トラフィックの認証をイネーブルにすると、ユーザごとにトラフィックをアカウンティングできま

す。トラフィックを認証しない場合は、IP アドレスごとにトラフィックをアカウンティングできま
す。アカウンティング情報には、セッションの開始時刻と終了時刻、AAA クライアント メッセー
ジとユーザ名、そのセッションでセキュリティ アプライアンスを通過したバイト数、使用された
サービス、セッションの継続時間が含まれます。

（注） アカウンティングを設定できるのは、TACACS+ サーバ グループに対してだけです。 TACACS+
サーバ グループがまだ設定されていない場合は、Configuration > Properties > AAA Setup > AAA
Server Groups で移動します。

フィールド

• Require accounting to allow accounting of user activity：ユーザ アクティビティのアカウンティング
に関連するパラメータを指定します。

－ Enable：ユーザ アクティビティのアカウンティングを許可する要求をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

－ Server Group：該当する場合は、ユーザ アカウンティングに使用する選択済みサーバ グルー
プを指定します。 TACACS+ サーバ グループが存在しない場合、このリストのデフォルト
値は --None-- です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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（注） サーバ グループ リスト パラメータの定義は、このペインのすべてのグループ ボックスで
同じです。

• Require accounting for the following types of connections：アカウンティングを必要とする接続タイ
プと、それぞれのサーバ グループを指定します。

－ HTTP/ASDM：HTTP/ASDM 接続のアカウンティングを要求します。

－ Serial：シリアル接続のアカウンティングを要求します。

－ SSH：Secure Shell（SSH; セキュア シェル）接続のアカウンティングを要求します。

－ Telnet：Telnet 接続のアカウンティングを要求します。

• Require command accounting for Security Appliance：CLI で show 以外のコマンドを入力したとき
に、アカウンティング メッセージを TACACS+ アカウンティング サーバに送信できます。
Configuration > Device Access > AAA Access > Authorization > Command Privilege Setup ダイアログ
ボックスを使用してコマンド特権レベルをカスタマイズする場合、最小の特権レベルを指定す

ることにより、セキュリティ アプライアンスがアカウンティングするコマンドを制限できま
す。セキュリティ アプライアンスは、最小の特権レベル未満のコマンドはアカウンティングし
ません。

－ Enable：コマンドのアカウンティングをイネーブルにします。

－ Privilege level：コマンド アカウンティングを実行する最小の特権レベルを設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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HTTPS/ASDM
Configure > Device Access > HTTPS/ASDM

HTTPS/ASDM ペインには、HTTPS を使用した ASDM へのアクセスを許可するすべてのホストまた
はネットワークのアドレスを指定するテーブルが用意されています。 このテーブルを使用して、ア
クセスを許可するホストやネットワークを追加または変更できます。 

フィールド

• Interface：デバイス マネージャへの管理アクセスを許可するアクセス元のセキュリティ アプラ
イアンス上のインターフェイスを一覧表示します。 

• IP Address：アクセスを許可するネットワークまたはホストの IP アドレスを一覧表示します。 

• Mask：アクセスを許可するネットワークまたはホストに関連付けられたネットワーク マスク
を一覧表示します。 

• Add：新しいホストまたはネットワークを追加するための Add HTTP Configuration ダイアログ
ボックスを表示します。

• Edit：選択したホストまたはネットワークを編集するための Edit HTTP Configuration ダイアログ
ボックスを表示します。 

• Delete：選択したホストまたはネットワークを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit HTTP Configuration
Configure > Device Access > HTTPS/ASDM > Add/Edit HTTP Configuration

Add/Edit HTTP Configuration ダイアログボックスでは、HTTPS でのセキュリティ アプライアンス デ
バイス マネージャへの管理アクセスが許可されるホストまたはネットワークを追加できます。 

フィールド

• Interface Name：セキュリティ アプライアンス デバイス マネージャへの管理アクセスを許可す
るアクセス元のセキュリティ アプライアンス上のインターフェイスを指定します。 

• IP Address：アクセスを許可するネットワークまたはホストの IP アドレスを指定します。 

• Mask：アクセスを許可するネットワークまたはホストに関連付けられたネットワーク マスク
を指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Secure Shell
Configuration > Device Access > HTTPS/ASDM > Secure Shell

Secure Shell ペインでは、特定のホストまたはネットワークが、SSH プロトコルを使用して、管理ア
クセスのためにセキュリティ アプライアンスへ接続することだけを許可するルールを設定できま
す。 ルールでは、特定の IP アドレスおよびネットマスクへの SSH アクセスが制限されます。 ルール
に準拠した SSH 接続試行は、次に AAA サーバまたは Telnet パスワードによって認証される必要が
あります。 

SSH セッションは、Monitoring > Administration > Secure Shell Sessions を使用して監視できます。

フィールド

Secure Shell ペインでは、次のフィールドが表示されます。

• Allowed SSH Versions：セキュリティ アプライアンスが受け入れる SSH のバージョンを制限し
ます。 デフォルトでは、SSH バージョン 1 および SSH バージョン 2 接続が受け入れられます。 

• Timeout (minutes)：セキュリティ アプライアンスが SSH セッションを閉じる前にアイドルでい
られる分数を 1 ～ 60 で表示します。デフォルトは 5 分です。 

• SSH Access Rule：SSH を使用したセキュリティ アプライアンスへのアクセスが許可されるホス
トおよびネットワークを表示します。 このテーブルの行をダブルクリックすると、選択したエ
ントリを対象とした Edit SSH Configuration ダイアログボックスが開きます。

－ Interface：SSH 接続を許可するセキュリティ アプライアンスのインターフェイスの名前が
表示されます。 

－ IP Address：指定したインターフェイスを介してこのセキュリティ アプライアンスへの接
続が許可されている各ホストまたはネットワークの IP アドレスを表示します。 

－ Mask：指定したインターフェイスを介してこのセキュリティ アプライアンスへの接続が許
可されている各ホストまたはネットワークの IP アドレスのネットマスクを表示します。 

• Add：Add SSH Configuration ダイアログボックスが開きます。 

• Edit：Edit SSH Configuration ダイアログボックスが開きます。 

• Delete：選択した SSH アクセス ルールを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit SSH Configuration
Configuration > Device Access > HTTPS/ASDM > Secure Shell > Add/Edit SSH Configuration

Add SSH Configuration ダイアログボックスでは、新しい SSH アクセス ルールをルール テーブルに
追加できます。 Edit SSH Configuration ダイアログボックスでは、既存のルールを変更できます。

フィールド

• Interface：SSH 接続を許可するセキュリティ アプライアンス インターフェイスの名前を指定し
ます。 

• IP Address：セキュリティ アプライアンスとの SSH 接続の確立が許可されるホストまたはネッ
トワークの IP アドレスを指定します。 

• Mask：セキュリティ アプライアンスとの SSH 接続の確立が許可されるホストまたはネット
ワークのネットマスクです。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Telnet
Configuration > Device Access > Telnet

Telnet ペインでは、ASDM を実行している特定のホストまたはネットワークだけが Telnet プロトコ
ルを使用してセキュリティ アプライアンスに接続できるルールを設定します。 

ルールでは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスを介した特定の IP アドレスおよび
ネットマスクへの管理 Telnet アクセスが制限されます。 ルールに準拠した接続試行は、事前設定さ
れた AAA サーバまたは Telnet パスワードによって認証される必要があります。 Telnet セッション
は、Monitoring > Telnet Sessions を使用して監視できます。

（注） コンフィギュレーション ファイルには 5 つ以上の Telnet セッションが含まれますが、シングルコ
ンテキスト モードで同時にアクティブになれるのは 5 つまでです。 マルチコンテキスト モードで
は、コンテキストごとに 5 つの Telnet セッションのみアクティブになれます。

フィールド

Telnet ペインには、次のフィールドが表示されます。

Telnet Rule Table：

• Interface：Telnet 接続を許可するセキュリティ アプライアンス インターフェイス（ASDM を実
行している PC またはワークステーションがあるインターフェイス）の名前を表示します。 

• IP Address：指定したインターフェイスを介してこのセキュリティ アプライアンスへの接続が
許可されている各ホストまたはネットワークの IP アドレスを表示します。 

（注） これは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスではありません。 

• Netmask：指定したインターフェイスを介してこの セキュリティ アプライアンスへの接続が許
可されている各ホストまたはネットワークの IP アドレスのネットマスクを表示します。 

（注） これは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスではありません。 

• Timeout：セキュリティ アプライアンスが Telnet セッションを閉じる前にアイドルでいられる
分数を 1 ～ 60 で表示します。デフォルトは 5 分です。 

• Add：Add Telnet Configuration ダイアログボックスが開きます。 

• Edit：Edit Telnet Configuration ダイアログボックスが開きます。 

• Delete：選択した項目を削除します。

• Apply：ASDM での変更内容をセキュリティ アプライアンスに送信し、実行中のコンフィギュ
レーションに適用します。 実行中のコンフィギュレーションのコピーをフラッシュ メモリに書
き込むには、Save をクリックします。 実行中のコンフィギュレーションのコピーをフラッシュ
メモリ、TFTP サーバ、またはフェールオーバー スタンバイ装置に書き込むには、File メニュー
を使用します。

• Reset：変更内容を破棄し、変更前に表示されていた情報、または Refresh か Apply を最後にク
リックしたときに表示されていた情報に戻します。 Reset をクリックした後は、Refresh を使用
して、現在実行中のコンフィギュレーションの情報が表示されていることを確認します。 
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Telnet Configuration
Configuration > Device Access > Telnet > Add/Edit Telnet Configuration

Telnet ルールの追加

Telnet ルール テーブルにルールを追加するには、次の手順を実行します。

1. Add ボタンをクリックし、Telnet > Add ダイアログボックスを開きます。 

2. Interface をクリックし、セキュリティ アプライアンス インターフェイスをルール テーブルに
追加します。 

3. IP Address ボックスに、このセキュリティ アプライアンス インターフェイスを介した Telnet ア
クセスが許可される、ASDM を実行中のホストの IP アドレスを入力します。 

（注） これは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスではありません。 

4. Mask リストで、Telnet アクセスを許可する IP アドレスのネットマスクを選択または入力しま
す。 

（注） これは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスのマスクではあり
ません。 

5. 前のペインに戻るには、次のいずれかをクリックします。

• OK：変更内容を受け入れて、前のペインに戻ります。 

• Cancel：変更内容を破棄して、前のペインに戻ります。 

• Help：詳細情報が表示されます。 

Telnet ルールの編集

Telnet ルール テーブルのルールを編集するには、次の手順を実行します。

1. Edit をクリックし、Telnet > Edit ダイアログボックスを開きます。 

2. Interface をクリックし、ルール テーブルからセキュリティ アプライアンス インターフェイス
を選択します。 

3. IP Address フィールドに、このセキュリティ アプライアンス インターフェイスを介した Telnet
アクセスが許可される、ASDM を実行中のホストの IP アドレスを入力します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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（注） これは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスではありません。 

4. Mask リストで、Telnet アクセスを許可する IP アドレスのネットマスクを選択または入力しま
す。 

（注） これは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスのマスクではあり
ません。 

5. 前のウィンドウに戻るには、次のボタンのうちいずれかをクリックします。

• OK：変更内容を受け入れて、前のペインに戻ります。 

• Cancel：変更内容を破棄して、前のペインに戻ります。 

• Help：詳細情報が表示されます。 

Telnet ルールの削除

Telnet テーブルからルールを削除するには、次の手順を実行します。

1. Telnet ルール テーブルからルールを選択します。 

2. Delete をクリックします。

変更内容の適用

Add、Edit、または Delete を使用してテーブルを変更した内容は、実行中のコンフィギュレーショ
ンにただちに適用されるわけではありません。 変更内容を適用または破棄するには、次のいずれか
のボタンをクリックします。

1. Apply：ASDM での変更内容をセキュリティ アプライアンスに送信し、実行中のコンフィギュ
レーションに適用します。 実行中のコンフィギュレーションのコピーをフラッシュ メモリに書
き込むには、Save をクリックします。 実行中のコンフィギュレーションのコピーをフラッシュ
メモリ、TFTP サーバ、またはフェールオーバー スタンバイ装置に書き込むには、File メニュー
を使用します。 

2. Reset：変更内容を破棄し、変更前に表示されていた情報、または  Refresh か Apply を最後に
クリックしたときに表示されていた情報に戻します。 Reset をクリックした後は、Refresh を使
用して、現在実行中のコンフィギュレーションの情報が表示されていることを確認します。 

フィールド

• Interface Name：セキュリティ アプライアンスへの Telnet アクセスを許可するインターフェイ
スを選択します。

• IP Address：セキュリティ アプライアンスへの Telnet が許可されたホストまたはネットワーク
の IP アドレスを入力します。

• Mask：セキュリティ アプライアンスへの Telnet が許可されたホストまたはネットワークのサ
ブネット マスクを入力します。

• OK：変更内容を受け入れて、前のペインに戻ります。 

• Cancel：変更内容を破棄して、前のペインに戻ります。 

• Help：詳細情報を表示します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Virtual Access
Configuration > Properties > Device Access > Virtual Access

Virtual Access ペインでは、セキュリティ アプライアンスの仮想 Telnet サーバ アドレスをネットワー
ク アクセス認証に使用するように設定します。 

ネットワーク アクセス認証はあらゆるプロトコルまたはサービスに設定できますが、認証チャレン
ジは HTTP、Telnet、FTP でのみ提供されます。 認証を必要とする他のトラフィックが許可される前
に、ユーザはまずこれらのサービスの 1 つを認証する必要があります。

一部のケースでは、セキュリティ アプライアンスを介した HTTP、Telnet、または FTP を許可しな
い場合もありますが、その場合でもトラフィックの他のタイプを認証する必要があります。 その場
合は、セキュリティ アプライアンス上に仮想 Telnet サーバを作成します。 ユーザが Telnet を使用し
てセキュリティ アプライアンスを仮想 Telnet IP アドレスに接続すると、セキュリティ アプライア
ンスは Telnet プロンプトを表示します。 認証が済んでいないユーザが仮想 Telnet IP アドレスに接続
すると、ユーザはユーザ名とパスワードを尋ねられ、その後 AAA サーバにより認証されます。 いっ
たん認証されると、ユーザには「Authentication Successful.」メッセージが表示されます。その後ユー
ザは認証を必要とする他のサービスにアクセスできます。

セキュリティ アプライアンスからログアウトするには、仮想 IP アドレスに再接続します。ログア
ウトを尋ねるプロンプトが表示されます。

フィールド

• Virtual Telnet Server：仮想 Telnet サーバ IP アドレスを入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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12

フェールオーバー

ここでは、次の項目について説明します。

• フェールオーバーについて

• High Availability and Scalability ウィザードを使用したフェールオーバーの設定

• フェールオーバー ペインのフィールド情報

フェールオーバーについて

Failover ペインには、セキュリティ アプライアンスでフェールオーバーを構成するための各種設定
が含まれています。 ただし、Failover ペインは、マルチモードであるかシングルモードであるかに
よって変化し、マルチモードのときは使用しているセキュリティ コンテキストに基づいて変化しま
す。

フェールオーバーを使用すると、2 台のセキュリティ アプライアンスを設定して、一方に障害が発
生した場合にもう一方がその動作を引き継ぐようにすることができます。 ペアになっているセキュ
リティ アプライアンスを使用することで、オペレータの介入を必要としない高可用性を実現できま
す。 セキュリティ アプライアンスは、専用のフェールオーバー リンクでフェールオーバー情報を伝
達します。 このフェールオーバー リンクには、LAN ベースの接続、または PIX セキュリティ アプ
ライアンス プラットフォームでは専用シリアル フェールオーバー ケーブルのいずれかを使用でき
ます。次の情報がフェールオーバー リンク経由で伝達されています。

• フェールオーバーの状態（アクティブまたはスタンバイ）

• hello メッセージ（キープアライブ）

• ネットワーク リンクの状態

• MAC アドレス交換

• コンフィギュレーションの複製

注意 フェールオーバー リンクおよびステートフル フェールオーバー リンク経由で送信される情報は、
フェールオーバー キーを使用して通信をセキュリティで保護しない限り、すべてクリア テキスト
で送信されます。VPN トンネルの終端にセキュリティ アプライアンスを使用する場合、この情報
には、トンネルの確立に使用されたすべてのユーザ名、パスワード、および事前共有キーが含まれ

ています。この機密データをクリア テキストで転送することは、非常に大きなセキュリティ リス
クになる恐れがあります。セキュリティ アプライアンスを使用して VPN トンネルを終端する場合
は、フェールオーバー通信をフェールオーバー キーによってセキュリティで保護することをお勧
めします。
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セキュリティ アプライアンスは、Active/Standby と Active/Active の 2 つのフェールオーバー タイプ
をサポートします。 また、フェールオーバーは、ステートフルにもステートレスにもできます。
フェールオーバーのタイプの詳細については、次の項目を参照してください。

• Active/Standby フェールオーバー

• Active/Active フェールオーバー

• ステートレス（通常）フェールオーバー

• ステートフル フェールオーバー

Active/Standby フェールオーバー
Active/Standby コンフィギュレーションでは、アクティブ セキュリティ アプライアンスが、フェー
ルオーバー ペアを通過するすべてのネットワーク トラフィックを処理します。 スタンバイ セキュ
リティ アプライアンスは、アクティブ セキュリティ アプライアンスに障害が発生するまでネット
ワーク トラフィックを処理しません。 アクティブ セキュリティ アプライアンスのコンフィギュ
レーションが変更されると、その都度コンフィギュレーション情報がフェールオーバー リンク経由
でスタンバイ セキュリティ アプライアンスに送信されます。

フェールオーバーが実行されると、スタンバイ セキュリティ アプライアンスはアクティブ装置に
なります。 このとき、それまでアクティブだった装置の IP アドレスおよび MAC アドレスが想定さ
れます。 ネットワーク上の他のデバイスは IP アドレスまたは MAC アドレスの変更を参照できない
ため、ARP エントリが変わったり、ネットワーク上でタイム アウトしたりすることはありません。

Active/Standby フェールオーバーは、シングルモードでもマルチモードでも、セキュリティ アプラ
イアンスで使用できます。

Active/Active フェールオーバー
Active/Active フェールオーバー コンフィギュレーションでは、両方のセキュリティ アプライアンス
がネットワーク トラフィックを渡します。Active/Active フェールオーバーは、マルチコンテキスト
モードのセキュリティ アプライアンスでのみ使用できます。 

セキュリティ アプライアンスで Active/Active フェールオーバーをイネーブルにするには、フェール
オーバー グループを作成する必要があります。 フェールオーバー グループを作成せずにフェール
オーバーをイネーブルにすると、Active/Standby フェールオーバーをイネーブルにすることになり
ます。フェールオーバー グループは、1 つまたは複数のセキュリティ コンテキストの論理グループ
にすぎません。 セキュリティ アプライアンスには、2 つのフェールオーバー グループを作成できま
す。フェールオーバー グループは、フェールオーバー グループ 1 がアクティブ状態にある装置に
作成する必要があります。管理コンテキストは常にフェールオーバー グループ 1 のメンバーです。
未割り当てセキュリティ コンテキストもまた、デフォルトでフェールオーバー グループ 1 のメン
バーです。

Active/Standby フェールオーバーと同様に、Active/Active フェールオーバー ペアの各装置には、プ
ライマリ指定またはセカンダリ指定が設定されます。Active/Standby フェールオーバーの場合とは
異なり、両方の装置が同時に起動された場合、この指定ではどちらの装置がアクティブになるか指

示しません。コンフィギュレーションの各フェールオーバー グループには、プライマリまたはセカ
ンダリ役割プリファレンスが設定されます。 このプリファレンスにより、両方の装置が同時に起動
されたときに、フェールオーバー ペアのどちらの装置でフェールオーバー グループのコンテキス
トがアクティブ状態に表示されるのかが決まります。両方のフェールオーバー グループを、ペアの
うちの一方の装置でアクティブ状態にして、もう一方の装置にはスタンバイ状態のフェールオー

バー グループが含まれるようにできます。ただし、さらに一般的なコンフィギュレーションでは、
各フェールオーバー グループに異なる役割プリファレンスを割り当て、装置ごとにそれぞれ 1 つを
アクティブにして、装置全体でトラフィックのバランスが取れるようにします。
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一方または両方の装置が起動すると、初期コンフィギュレーションの同期が発生します。 この同期
は、次のルールに従って発生します。

• 両方の装置が同時に起動した場合、コンフィギュレーションはプライマリ装置からセカンダリ

装置へと同期されます。

• すでに片方の装置がアクティブの状態でもう一方の装置が起動した場合、起動している装置

が、すでにアクティブの状態の装置からコンフィギュレーションを受け取ります。

両方の装置が動作中になった後で、次のように、コマンドが一方の装置からもう一方の装置に複製

されます。

• セキュリティ コンテキスト内で入力されたコマンドは、そのセキュリティ コンテキストがア
クティブ状態で表示される装置からピア装置に複製されます。 

（注） あるコンテキストがある装置でアクティブ状態と見なされるのは、そのコンテキストが属

するフェールオーバー グループがその装置上でアクティブ状態である場合です。

• システム実行スペースで入力されたコマンドは、フェールオーバー グループ 1 がアクティブ
状態の装置から、フェールオーバー グループ 1 がスタンバイ状態の装置に複製されます。

• 管理コンテキストで入力されたコマンドは、フェールオーバー グループ 1 がアクティブ状態の
装置から、フェールオーバー グループ 1 がスタンバイ状態の装置に複製されます。

コマンド複製を行うのに適切な装置上でコマンドを入力しなかった場合は、コンフィギュレーショ

ンは非同期になります。この変更内容は、次回に初期コンフィギュレーション同期が行われると失

われることがあります。 

Active/Active フェールオーバー コンフィギュレーションでは、フェールオーバーは、システムごと
に行うのではなく、フェールオーバー グループごとに行われます。たとえば、プライマリ装置で両
方のフェールオーバー グループをアクティブと指定し、フェールオーバー グループ 1 が故障する
と、フェールオーバー グループ 2 はプライマリ装置でアクティブのままですが、フェールオーバー
グループ 1 はセカンダリ装置でアクティブになります。

（注） Active/Active フェールオーバーを構成する場合は、両方の装置の合計トラフィックが各装置の容量
以内になるようにしてください。

ステートレス（通常）フェールオーバー

ステートレス フェールオーバーは、通常フェールオーバーとも呼ばれます。 ステートレス フェール
オーバーでは、フェールオーバーが行われると、アクティブ接続はすべてドロップされます。新し

いアクティブ装置が引き継ぐ場合、クライアントは接続を再確立する必要があります。
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ステートフル フェールオーバー

（注） ステートフル フェールオーバーは、ASA 5505 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスではサ
ポートされていません。

ステートフル フェールオーバーがイネーブルになっている場合、フェールオーバー ペアのアク
ティブ装置は接続ごとのステート情報をスタンバイ装置に常に渡しています。フェールオーバーの

発生後も、新しいアクティブ装置で同じ接続情報が利用できます。サポートされているエンドユー

ザのアプリケーションでは、同じ通信セッションを保持するために再接続する必要はありません。

（注） ステートおよび LAN フェールオーバー リンクの IP アドレスおよび MAC アドレスは、フェール
オーバー時に変更されません。

ステートフル フェールオーバーを使用するには、ステート リンクがすべてのステート情報をスタ
ンバイ装置に渡すように設定する必要があります。 シリアル フェールオーバー インターフェイス
（PIX セキュリティ アプライアンス プラットフォームのみ使用可）ではなく、LAN フェールオー
バー接続を使用している場合、フェールオーバー リンクとしてステート リンクに同じインター
フェイスを使用できます。 ただし、スタンバイ装置にステート情報を渡すときは、専用のインター
フェイスを使用することをお勧めします。

ステートフル フェールオーバーがイネーブルになっているとき、次の情報がスタンバイ装置に渡さ
れます。

• NAT 変換テーブル

• タイムアウト接続などの TCP 接続テーブル（HTTP を除く）

• HTTP 接続状態（HTTP 複製がイネーブルの場合）

• H.323、SIP、および MGCP UDP メディア接続

• システム クロック

• ISAKMP および IPSec SA テーブル

ステートフル フェールオーバーがイネーブルになっているとき、次の情報はスタンバイ装置にコ
ピーされません。

• HTTP 接続テーブル（HTTP 複製がイネーブルでない場合）

• ユーザ認証（uauth）テーブル

• ARP テーブル

• ルーティング テーブル
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High Availability and Scalability ウィザードを使用したフェールオー
バーの設定

High Availability and Scalability ウィザードでは、Active/Active フェールオーバー コンフィギュレー
ション、および Active/Standby フェールオーバー コンフィギュレーション、または VPN Cluster Load
Balancing コンフィギュレーションの作成プロセスを、順を追って実行できます。

High Availability and Scalability ウィザードの使用の詳細については、次の項目を参照してください。

• High Availability and Scalability ウィザードへのアクセスと使用

• High Availability and Scalability ウィザードを使用した Active/Active フェールオーバーの設定

• High Availability and Scalability ウィザードを使用した Active/Standby フェールオーバーの設定

• High Availability and Scalability ウィザードを使用した VPN ロードバランシングの設定

• High Availability and Scalability ウィザードのフィールド情報

High Availability and Scalability ウィザードへのアクセスと使用
High Availability and Scalability ウィザードを開くには、ASDM メニューバーで Wizards > High
Availability and Scalability Wizard の順に選択します。 ウィザードの最初の画面が表示されます。

ウィザードの次の画面に移動するには、Next ボタンをクリックします。 次の画面に移動する前に、
各画面の必須フィールドへの入力を完了する必要があります。 

ウィザードの前の画面に戻るには、Back ボタンをクリックします。 ウィザードの後の画面に入力し
た情報に前の画面で行った変更が反映されていない場合でも、ウィザードを進んでいけば入力した

情報は画面上に残っています。 情報を再度入力する必要はありません。

ある時点で変更内容を保存せずにウィザードを終了するには、Cancel をクリックします。

ウィザードの最後にコンフィギュレーションをセキュリティ アプライアンスに送信するには、
Finish をクリックします。

High Availability and Scalability ウィザードを使用した Active/Active フェールオー
バーの設定

次の手順では、High Availability and Scalability ウィザードを使用した Active/Active フェールオーバー
の設定の概要を説明します。 手順の各ステップは、ウィザード画面に対応しています。 各ステップ
を実行したら、次のステップに進む前に Next をクリックします（ただし、最終ステップを除きま
す）。 また、各ステップには、実行に必要な追加情報への参照も含まれています。

ステップ 1 Choose the type of failover configuration 画面で Configure Active/Active フェールオーバーを選択しま
す。 

この画面の詳細については、「Choose the Type of Failover Configuration」を参照してください。

ステップ 2 Check Failover Peer Connectivity and Compatibility 画面にフェールオーバー ピアの IP アドレスを入力
します。 Test Compatibility をクリックします。 すべての互換性テストに合格するまで、次の画面に
進むことはできません。 

この画面の詳細については、「Check Failover Peer Connectivity and Compatibility」を参照してください。
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ステップ 3 セキュリティ アプライアンスまたはフェールオーバー ピアがシングルコンテキスト モードである
場合、Change Device to Multiple Mode 画面でマルチコンテキスト モードに変更します。 セキュリティ
アプライアンスをマルチコンテキスト モードに変更すると、リブートされます。 リブートが完了す
ると、ASDM は自動的にセキュリティ アプライアンスとの通信を再確立します。

この画面の詳細については、「Change Device to Multiple Mode」を参照してください。

ステップ 4 （PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライアンスのみ）Select Failover Communication Media 画面で、
ケーブルベース フェールオーバーまたは LAN ベース フェールオーバーを選択します。

この画面の詳細については、「Select Failover Communication Media」を参照してください。

ステップ 5 Context Configuration 画面で、フェールオーバー グループにセキュリティ コンテキストを割り当て
ます。 この画面では、コンテキストを追加または削除できます。

この画面の詳細については、「Security Context Configuration」を参照してください。

ステップ 6 Failover Link Configuration 画面でフェールオーバー リンクを定義します。

この画面の詳細については、「Failover Link Configuration」を参照してください。

ステップ 7 （ASA 5505 セキュリティ アプライアンスでは使用不可）State Link Configuration 画面でステートフ
ル フェールオーバー リンクを定義します。 

この画面の詳細については、「State Link Configuration」を参照してください。

ステップ 8 Standby Address Configuration 画面で、スタンバイ アドレスをセキュリティ アプライアンス インター
フェイスに追加します。

この画面の詳細については、「Standby Address Configuration」を参照してください。

ステップ 9 Summary 画面でコンフィギュレーションを確認します。 必要に応じて Back ボタンを使用し、前の
画面に戻って変更します。 

この画面の詳細については、「Summary」を参照してください。

ステップ 10 Finish をクリックします。 

フェールオーバー コンフィギュレーションがセキュリティ アプライアンスとフェールオーバー ピ
アに送信されます。
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High Availability and Scalability ウィザードを使用した Active/Standby フェールオー
バーの設定

次の手順では、High Availability and Scalability ウィザードを使用した Active/Standby フェールオー
バーの設定の概要を説明します。 手順の各ステップは、ウィザード画面に対応しています。 各ス
テップを実行したら、次のステップに進む前に Next をクリックします（ただし、最終ステップを
除きます）。 また、各ステップには、実行に必要な追加情報への参照も含まれています。

ステップ 1 Choose the type of failover configuration 画面で Configure Active/Standby フェールオーバーを選択し
ます。 Next をクリックします。

この画面の詳細については、「Choose the Type of Failover Configuration」を参照してください。

ステップ 2 Check Failover Peer Connectivity and Compatibility 画面にフェールオーバー ピアの IP アドレスを入力
します。 Test Compatibility をクリックします。 すべての互換性テストに合格するまで、次の画面に
進むことはできません。 

この画面の詳細については、「Check Failover Peer Connectivity and Compatibility」を参照してください。

ステップ 3 （PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライアンスのみ）Select Failover Communication Media 画面で、
ケーブルベース フェールオーバーまたは LAN ベース フェールオーバーを選択します。

この画面の詳細については、「Select Failover Communication Media」を参照してください。

ステップ 4 Failover Link Configuration 画面でフェールオーバー リンクを定義します。

この画面の詳細については、「Failover Link Configuration」を参照してください。

ステップ 5 （ASA 5505 セキュリティ アプライアンスでは使用不可）State Link Configuration 画面でステートフ
ル フェールオーバー リンクを定義します。 

この画面の詳細については、「State Link Configuration」を参照してください。

ステップ 6 Standby Address Configuration 画面で、スタンバイ アドレスをセキュリティ アプライアンス インター
フェイスに追加します。

この画面の詳細については、「Standby Address Configuration」を参照してください。

ステップ 7 Summary 画面でコンフィギュレーションを確認します。 必要に応じて Back ボタンを使用し、前の
画面に戻って変更します。 

この画面の詳細については、「Summary」を参照してください。

ステップ 8 Finish をクリックします。 

フェールオーバー コンフィギュレーションがセキュリティ アプライアンスとフェールオーバー ピ
アに送信されます。
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High Availability and Scalability ウィザードを使用した VPN ロードバランシングの設定
次の手順では、High Availability and Scalability ウィザードを使用した VPN クラスタ ロードバランシ
ングの設定の概要を説明します。 手順の各ステップは、ウィザード画面に対応しています。 それぞ
れのステップを実行したら、次のステップに進む前に Next をクリックします（ただし、最終ステッ
プを除きます）。 また、各ステップには、実行に必要な追加情報への参照も含まれています。

ステップ 1 Choose the type of failover configuration 画面で Configure VPN Cluster Load Balancing フェールオー
バーを選択します。 

この画面の詳細については、「Choose the Type of Failover Configuration」を参照してください。

ステップ 2 VPN Cluster Load Balancing Configuration 画面で VPN ロードバランシング設定を実行します。 

この画面の詳細については、「VPN Cluster Load Balancing Configuration」を参照してください。

ステップ 3 Summary 画面でコンフィギュレーションを確認します。 必要に応じて Back ボタンを使用し、前の
画面に戻って変更します。 

この画面の詳細については、「Summary」を参照してください。

ステップ 4 Finish をクリックします。 

フェールオーバー コンフィギュレーションがセキュリティ アプライアンスとフェールオーバー ピ
アに送信されます。

High Availability and Scalability ウィザードのフィールド情報
High Availability and Scalability ウィザードでは、次のダイアログが使用できます。 ウィザードの実行
中に、すべてのダイアログボックスが表示されるわけではありません。表示される各ダイアログ

ボックスは、設定するフェールオーバーのタイプと、その設定を行っているハードウェア プラット
フォームによって異なります。

• Choose the Type of Failover Configuration

• Check Failover Peer Connectivity and Compatibility

• Change Device to Multiple Mode

• Security Context Configuration

• Failover Link Configuration

• State Link Configuration

• Standby Address Configuration

• VPN Cluster Load Balancing Configuration

• Summary
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Choose the Type of Failover Configuration

Choose the Type of Failover Configuration 画面では、設定するフェールオーバーのタイプを選択でき
ます。

フィールド

Choose the Type of Failover Configuration には、次の情報フィールドが表示されます。 これらの情報
フィールドは、セキュリティ アプライアンスのフェールオーバー機能の決定に役立ちます。

• Hardware Model：（表示のみ）セキュリティ アプライアンスのモデル番号を表示します。

• No. of Interfaces：（表示のみ）セキュリティ アプライアンスで使用可能なインターフェイスの
数を表示します。

• No. of Modules：（表示のみ）セキュリティ アプライアンスにインストールされたモジュールの
数を表示します。

• Software Version：（表示のみ）セキュリティ アプライアンス上のプラットフォーム ソフトウェ
アのバージョンを表示します。

• Failover License：（表示のみ）デバイスにインストールされたフェールオーバー ライセンスのタ
イプを表示します。 フェールオーバーを設定するには、アップグレードしたライセンスの購入
が必要になる場合があります。

• Firewall Mode：（表示のみ）ファイアウォール モード（ルーテッドまたは透過）およびコンテ
キスト モード（シングルまたはマルチ）を表示します。

設定しているフェールオーバー コンフィギュレーションのタイプを選択します。

• Configure Active/Active Failover：セキュリティ アプライアンスに Active/Active フェールオー
バーを設定します。

• Configure Active/Standby Failover：セキュリティ アプライアンスに Active/Standby フェールオー
バーを設定します。

• Configure VPN Cluster Load Balancing：セキュリティ アプライアンスがクラスタの一部として
VPN ロードバランシングに参加するように設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Check Failover Peer Connectivity and Compatibility

Check Failover Peer Connectivity and Compatibility 画面では、選択したフェールオーバー ピアが到達
可能で、現在の装置と互換性があることを確認できます。 接続および互換性テストが失敗した場合、
ウィザードの先に進む前に、問題を修正する必要があります。

フィールド

• Peer IP Address：ピア装置の IP アドレスを入力します。 このアドレスはフェールオーバー リン
クのアドレスでなくても構いませんが、ASDM アクセスがイネーブルになっているインター
フェイスでなければなりません。

• Test Compatibility：このボタンをクリックして、次の接続および互換性テストを実行します。

－ ASDM からピア装置への接続テスト

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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－ ファイアウォール デバイスからピア ファイアウォール デバイスへの接続テスト

－ ハードウェア互換性テスト

－ ソフトウェア バージョンの互換性

－ フェールオーバー ライセンスの互換性

－ ファイアウォール モードの互換性

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Change Device to Multiple Mode

Change Device to Multiple Mode ダイアログボックスは、Active/Active フェールオーバー コンフィギュ
レーションでのみ表示されます。 Active/Active フェールオーバーでは、セキュリティ アプライアン
スがマルチコンテキスト モードになっている必要があります。 このダイアログボックスでは、シン
グルコンテキスト モードのセキュリティ アプライアンスをマルチコンテキスト モードに変換しま
す。 

シングルコンテキスト モードからマルチコンテキスト モードに変換するとき、セキュリティ アプ
ライアンスは、現在実行しているコンフィギュレーションからシステムコンフィギュレーションと

管理コンテキストを作成します。管理コンテキスト コンフィギュレーションは、admin.cfg という
ファイルに格納されます。 変換プロセスでは、以前のスタートアップ コンフィギュレーションが保
存されないので、スタートアップ コンフィギュレーションが実行中のコンフィギュレーションと異
なる場合は、異なる部分が失われます。

セキュリティ アプライアンスをシングルコンテキスト モードからマルチコンテキスト モードに変
換すると、セキュリティ アプライアンスはリブートされます。 ただし、High Availability and
Scalability ウィザードでは、新規作成された管理コンテキストとの接続が復元され、このダイアロ
グボックスで Devices Status フィールドのステータスが報告されます。

次に進む前に、現在のセキュリティ アプライアンスとピア セキュリティ アプライアンスの両方を
マルチコンテキスト モードに変換する必要があります。

フィールド

• Change device To Multiple Context：セキュリティ アプライアンスをマルチコンテキスト モード
に変更します。device の部分には、セキュリティ アプライアンスのホスト名が入ります。

• Change device (peer) To Multiple Context：ピア装置をマルチコンテキスト モードに変更します。
device の部分には、セキュリティ アプライアンスのホスト名が入ります。

• Device Status：（表示のみ）マルチコンテキスト モードへの変換中にセキュリティ アプライア
ンスのステータスが表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select Failover Communication Media

Select Failover Communication Media 画面は、PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライアンスにのみ
表示されます。この画面では、フェールオーバー ケーブルの使用か、フェールオーバー リンクの
LAN ベース接続の使用かを選択できます。

フィールド

• Use Failover Cable：フェールオーバー通信に専用フェールオーバー ケーブルを使用するには、
このオプションを選択します。 

• Use LAN-based connection：フェールオーバー通信にネットワーク接続を使用するには、このオ
プションを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Security Context Configuration

Security Context Configuration 画面は、Active/Active コンフィギュレーションに対してのみ表示され
ます。 Security Context Configuration 画面では、セキュリティ コンテキストをフェールオーバー グ
ループに割り当てることができます。 この画面では、デバイスで現在設定されているセキュリティ
コンテキストが表示され、必要に応じて新しいセキュリティ コンテキストを追加したり、既存のコ
ンテキストを削除したりできます。 この画面でセキュリティ コンテキストを作成できますが、作成
したコンテキストにインターフェイスを割り当てたり、作成したコンテキストの他のプロパティを

設定したりすることはできません。 コンテキスト プロパティを設定し、インターフェイスをコンテ
キストに割り当てるには、System > Security Contexts ペインを使用する必要があります。

フィールド

• Name：セキュリティ コンテキストの名前を表示します。 名前を変更するには、名前をクリック
して新しい名前を入力します。

• Failover Group：コンテキストの割り当て先であるフェールオーバー グループを表示します。 セ
キュリティ コンテキストのフェールオーバー グループを変更するには、フェールオーバー グ
ループをクリックし、ドロップダウン リストから新しいフェールオーバー グループ番号を選
択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Failover Link Configuration 

Failover Link Configuration 画面は、LAN ベースのフェールオーバーを設定している場合にのみ表示
されます。ケーブルベースのフェールオーバーを PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライアンス
で設定している場合は表示されません。

フィールド

• LAN Interface：フェールオーバー通信に使用するインターフェイスをドロップダウン リストか
ら選択します。

• Logical Name：インターフェイスの名前を入力します。

• Active IP：アクティブ状態のフェールオーバー グループ 1 がある装置上のフェールオーバー リ
ンクに使用する IP アドレスを入力します。

• Standby IP：スタンバイ状態のフェールオーバー グループ 1 がある装置上のフェールオーバー
リンクに使用する IP アドレスを入力します。

• Subnet Mask：アクティブ IP アドレスまたはスタンバイ IP アドレスのサブネット マスクを入力
または選択します。

• Secret Key：（オプション）フェールオーバー通信の暗号化に使用するキーを入力します。 この
フィールドを空白のままにした場合、コンフィギュレーション内のパスワードまたはキーをは

じめ、コマンド複製中に送信されるフェールオーバー通信は、クリア テキストになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

State Link Configuration

State Link Configuration 画面は、ASA 5505 プラットフォーム上で実行している ASDM のウィザード
には表示されません。

State Link Configuration 画面では、ステートフル フェールオーバーをイネーブルにして、ステート
フル フェールオーバー リンク プロパティを設定できます。

フィールド

• Use the LAN link as the State Link：LAN ベースのフェールオーバー リンクでステート情報を渡
すには、このオプションを選択します。 このオプションは、ケーブルベースのフェールオーバー
向けに設定された PIX 500 シリーズ セキュリティ アプライアンスでは使用できません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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• Disable Stateful Failover：ステートフル フェールオーバーをディセーブルにするには、このオプ
ションを選択します。

• Configure another interface for Stateful failover：未使用のインターフェイスをステートフル フェー
ルオーバー インターフェイスとして設定するには、このオプションを選択します。

－ State Interface：ステートフル フェールオーバー通信に使用するインターフェイスをドロッ
プダウン リストから選択します。

－ Logical Name：ステートフル フェールオーバー インターフェイスの名前を入力します。

－ Active IP：アクティブ状態のフェールオーバー グループ 1 がある装置上のステートフル
フェールオーバー リンクの IP アドレスを入力します。

－ Standby IP：スタンバイ状態のフェールオーバー グループ 1 がある装置上のステートフル
フェールオーバー リンクの IP アドレスを入力します。

－ Subnet Mask：アクティブ IP アドレスまたはスタンバイ IP アドレスのサブネット マスクを
入力または選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Standby Address Configuration

Standby Address Configuration 画面を使用して、セキュリティ アプライアンス上のインターフェイス
にスタンバイ アドレスを割り当てます。 

フィールド

• Device/Interface：（Active/Standby フェールオーバー）フェールオーバー装置上で設定されたイ
ンターフェイスを表示します。 デバイス名の横のプラス記号（+）をクリックすると、そのデバ
イス上のインターフェイスが表示されます。 デバイス名の横のマイナス記号（-）をクリックす
ると、そのデバイス上のインターフェイスが非表示になります。

• Device/Group/Context/Interface：（Active/Active フェールオーバー）フェールオーバー装置上で設
定されたインターフェイスを表示します。 インターフェイスはコンテキストでグループ化さ
れ、コンテキストはフェールオーバー グループでグループ化されます。 デバイス、フェール
オーバー グループ、コンテキスト名の横のプラス記号（+）をクリックすると、リストが展開
されます。 デバイス、フェールオーバー グループ、コンテキスト名の横のマイナス記号（-）を
クリックすると、リストが折りたたまれます。

• Active IP：このフィールドをダブルクリックして、アクティブ IP アドレスを編集または追加で
きます。 また、このフィールドに移動すると、ピア装置上の対応するインターフェイスが
Standby IP フィールドに表示されます。

• Standby IP：このフィールドをダブルクリックして、スタンバイ IP アドレスを編集または追加
できます。 また、このフィールドに移動すると、ピア装置上の対応するインターフェイスが
Active IP フィールドに表示されます。 

• Is Monitored：インターフェイスのヘルス モニタリングをイネーブルにするには、このチェック
ボックスをオンにします。 チェックボックスをオフにすると、ヘルス モニタリングがディセー
ブルになります。デフォルトでは、物理インターフェイスのヘルス モニタリングはイネーブル
に、仮想インターフェイスのヘルス モニタリングはディセーブルになっています。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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• ASR Group：非同期グループ ID をドロップダウン リストから選択します。 この設定は、物理イ
ンターフェイスにのみ使用可能です。 仮想インターフェイスの場合、このフィールドには
「None」が表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

VPN Cluster Load Balancing Configuration

リモートクライアント コンフィギュレーションで、複数のセキュリティ アプライアンスを同じ
ネットワークに接続してリモート セッションを処理している場合、これらのデバイスでセッション
負荷を分担するように設定できます。この機能は、ロードバランシングと呼ばれます。ロードバラ

ンシングは、セッションのトラフィックを最も負荷の小さいデバイスに転送して、すべてのデバイ

ス間に負荷を分散します。これによって、システム リソースを効率的に利用でき、パフォーマンス
と可用性が向上します。

VPN Cluster Load Balancing Configuration 画面を使用して、このデバイスがロードバランシング クラ
スタに参加するのに必要なパラメータを設定します。

（注） VPN ロードバランシングは、セキュリティ アプライアンス モデル ASA 5520 以降でのみ実行でき
ます。

VPN ロードバランシングには、アクティブな 3DES/AES ライセンスが必要です。セキュリティ ア
プライアンスは、ロードバランシングをイネーブル化する前に、この暗号ライセンスの存在を

チェックします。アクティブな 3DES または AES ライセンスを検出できなかった場合、セキュリ
ティ アプライアンスは、ロードバランシングのイネーブル化を回避し、さらにライセンスがこの
使用を許可していない限り、ロードバランシング システムによる 3DES の内部コンフィギュレー
ションも回避します。

ロードバランシングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

• ロードバランシング クラスタの設定。共通仮想クラスタ IP アドレス、UDP ポート（必要に応
じて）、およびクラスタ用 IPSec 共有秘密情報を確立します。これらの値は、クラスタ内のすべ
てのデバイスで同一です。

• 参加デバイスの設定。デバイス上でロードバランシングをイネーブルにし、デバイス固有のプ

ロパティを定義します。これらの値は、デバイスごとに異なります。

（注） ロードバランシングは、Cisco VPN Client（リリース 3.0 以降）、Cisco VPN 3002 Hardware Client（リ
リース 3.5 以降）、または Easy VPN Client として動作している ASA 5505 で開始されたリモート セッ
ションでのみ有効です。LAN 間接続を含む他のすべてのクライアントは、ロードバランシングが
イネーブルなセキュリティ アプライアンスに接続することはできますが、ロードバランシングに
参加することはできません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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ロードバランシングを実装するには、同じプライベート LAN 間ネットワーク上の複数のデバイス
を、論理的に仮想クラスタとしてグループ化します。

フィールド

• VPN Load Balancing：仮想クラスタ デバイスのパラメータを設定します。

－ Cluster IP Address：仮想クラスタ全体を表す単一の IP アドレスを指定します。仮想クラス
タ内のすべてのセキュリティ アプライアンスが共有するパブリック サブネットのアドレ
ス範囲内で、IP アドレスを選択します。

－ Cluster UDP Port：このデバイスが参加している仮想クラスタの UDP ポートを指定します。
デフォルト値は 9023 です。別のアプリケーションがこのポートを使用している場合は、
ロードバランシングに使用する UDP の宛先ポート番号を入力します。

－ Enable IPSec Encryption：IPSec 暗号化をイネーブルまたはディセーブルにします。この
チェックボックスをオンにする場合、共有秘密情報を指定し、確認する必要があります。

仮想クラスタ内のセキュリティ アプライアンスは、IPSec を使用して LAN 間トンネル経由
で通信を行います。デバイス間で通信されるすべてのロードバランシング情報が暗号化さ

れるようにするには、このチェックボックスをオンにします。

（注） 暗号化を使用する場合は、ロードバランシングの内部インターフェイスをあらかじめ設定

しておく必要があります。ロードバランシング内部インターフェイスでそのインターフェ

イスがイネーブルになっていない場合、クラスタ暗号化を設定しようと試みるとエラー

メッセージが表示されます。

クラスタの暗号化を設定したときに、ロードバランシングの内部インターフェイスがイ

ネーブルでも、仮想クラスタのデバイスの参加を設定する前にディセーブルにすると、

Participate in Load Balancing Cluster チェックボックスをオンにした時点でエラー メッセージ
が表示され、クラスタの暗号化をイネーブルにできません。

－ Shared Secret Key：IPSec 暗号化をイネーブルにするときに、IPSec ピア間の共有秘密情報
を指定します。ボックスに入力する値は、連続するアスタリスク文字として表示されます。

－ Priority Of This Device：クラスタ内でこのデバイスに割り当てられる優先順位を指定しま
す。範囲は 1 ～ 10 です。優先順位は、このデバイスが起動時または他のマスターの故障時
に仮想クラスタ マスターになる可能性を示します。優先順位を高く設定すれば（10 など）、
このデバイスが仮想クラスタ マスターになる可能性が高くなります。

－ Public Interface Of This Device：このデバイスのパブリック インターフェイスの名前また
は IP アドレスを指定します。

－ Private Interface Of This Device：このデバイスのプライベート インターフェイスの名前ま
たは IP アドレスを指定します。

（注） 仮想クラスタ内のデバイスを異なる時期に起動した場合、最初に起動したデバイスが、仮

想クラスタ マスターの役割を果たすと想定されます。 仮想クラスタにはマスターが必要で
あるため、起動したときに仮想クラスタ内の各デバイスはチェックを行い、クラスタに仮

想マスターがあることを確認します。 仮想マスターがない場合、そのデバイスがマスターの
役割を果たします。 後で起動し、クラスタに追加されたデバイスは、セカンダリ デバイス
になります。 仮想クラスタ内のすべてのデバイスが同時に起動されたときは、最高の優先順
位が設定されたデバイスが仮想クラスタ マスターになります。 仮想クラスタ内の複数のデ
バイスが同時に起動され、いずれも最高の優先順位が設定されている場合、最も低い IP ア
ドレスを持つデバイスが仮想クラスタ マスターになります。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Summary

Summary 画面では、これまでのウィザード パネルで実行した設定手順の結果が表示されます。

フィールド

設定内容は画面中央に表示されます。 設定を確認して Finish をクリックすると、設定内容がデバイ
スに送信されます。 フェールオーバーを設定している場合、設定内容はフェールオーバー ピアにも
送信されます。 設定を変更する必要がある場合は、Back をクリックして変更する必要のある画面ま
で戻ります。 変更を行ったら Next をクリックして Summary 画面まで戻ります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — •
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フェールオーバー ペインのフィールド情報
フェールオーバー ペインに表示される内容は、現在のモード（シングルコンテキスト モードまた
はマルチコンテキスト モード）およびシステム実行スペースにいるか、セキュリティ コンテキス
ト内にいるかによって変わります。

ここでは、次の項目について説明します。

• Failover（シングルモード）

• Failover（マルチ モード、セキュリティ コンテキスト）

• Failover（マルチ モード、システム）

Failover（シングルモード）
Configuration > Properties > Failover

Failover ペインには、シングルコンテキスト モードで Active/Standby フェールオーバーを設定でき
るタブが含まれています。フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を

参照してください。 Failover ペインの各タブでの設定の詳細については、次の情報を参照してくださ
い。 ルーテッド ファイアウォール モードであるか、透過ファイアウォール モードであるかによっ
て、Interfaces タブが変わります。

• Failover: Setup

• Failover: Interfaces（ルーテッド ファイアウォール モード）

• Failover: Interfaces（透過ファイアウォール モード）

• Failover: Criteria

• Failover: MAC Addresses

Failover: Setup

Configuration > Properties > Failover > Setup

このタブを使用して、セキュリティ アプライアンスでフェールオーバーをイネーブルにします。 ま
た、ステートフル フェールオーバーを使用している場合、このタブではフェールオーバー リンク
およびステート リンクも指定できます。

一般的なフェールオーバーの設定の詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してく

ださい。

フィールド

• Enable Failover：このチェックボックスをオンにすると、フェールオーバーがイネーブルにな
り、スタンバイ セキュリティ アプライアンスを設定できます。

（注） フェールオーバー インターフェイスの速度と二重通信の設定は、フェールオーバーがイ

ネーブルになっても変わりません。 フェールオーバー インターフェイスの速度や二重通信
の設定を変更するには、フェールオーバーをイネーブルにする前に、Configuration >
Interfaces ペインで設定しておく必要があります。

ASDM では、フェールオーバーをイネーブルにするときに、ピア装置を設定するかどうかを確
認するダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスは、Preferred Role 設定、
または PIX セキュリティ アプライアンス プラットフォームでの（シリアル ケーブル フェール
オーバーではなく）Enable LAN 設定が変更されたときにも表示されます。
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－ Peer IP Address：ASDM が接続されているピア装置での IP アドレスを入力します。 この
フィールドは、Do you want to configure the failover peer firewall ダイアログボックスに表示
されます。

• Use 32 hexadecimal character key：Shared Key ボックスに 16 進数値の暗号鍵を入力するには、こ
のチェックボックスをオンにします。 Shared Key ボックスに英数字の共有秘密情報を入力する
場合は、このチェックボックスをオフにします。

• Shared Key：フェールオーバー共有秘密情報またはフェールオーバー ペア間での暗号化および
認証済み通信のためのキーを指定します。 

Use 32 hexadecimal character key チェックボックスをオンにした場合、16 進数の暗号鍵を入力し
てください。キーは、32 桁の 16 進数文字（0 ～ 9、a ～ f）でなければなりません。 

Use 32 hexadecimal character key チェックボックスをオフにした場合は、英数字の共有秘密情報
を入力してください。 共有秘密情報は、1 ～ 63 文字で入力できます。有効な文字は、数字、英
字、句読点の任意の組み合せです。 共有秘密情報は、暗号鍵の生成に使用されます。

• Enable LAN rather than serial cable failover：（PIX セキュリティ アプライアンス プラットフォー
ムのみ）LAN フェールオーバーをイネーブルにするには、このチェックボックスをオンにしま
す。 フェールオーバー リンクとして専用シリアル ケーブルを使用するには、このチェックボッ
クスをオフにします。 

• LAN Failover：LAN フェールオーバーを設定するためのフィールドが含まれます。

－ Interface：フェールオーバー通信に使用するインターフェイスを指定します。 フェールオー
バーには専用インターフェイスが必要ですが、ステートフル フェールオーバーとインター
フェイスを共有できます。 

このリストには、未設定のインターフェイスまたはサブインターフェイスのみが表示され、
LAN フェールオーバー インターフェイスとして選択できます。 インターフェイスを LAN
フェールオーバー インターフェイスに指定すると、そのインターフェイスは
Configuration > Interfaces ペインでは編集できません。

－ Active IP：アクティブ装置のフェールオーバー インターフェイスの IP アドレスを指定しま
す。

－ Subnet Mask：プライマリ装置およびセカンダリ装置のフェールオーバー インターフェイス
のマスクを指定します。

－ Logical Name：フェールオーバー通信に使用するインターフェイスの論理名を指定します。

－ Standby IP：セカンダリ装置がプライマリ装置との通信に使用する IP アドレスを指定しま
す。

－ Preferred Role：このセキュリティ アプライアンスの優先の役割が、LAN フェールオーバー
のプライマリ装置であるか、セカンダリ装置であるかを指定します。

• State Failover：ステートフル フェールオーバーの設定のためのフィールドが含まれます。

（注） ステートフル フェールオーバーは、ASA 5505 プラットフォームでは使用できません。 この
領域は、ASA 5505 セキュリティ アプライアンスで実行している ASDM には表示されませ
ん。

－ Interface：ステート通信に使用するインターフェイスを指定します。 選択できるのは、未設
定のインターフェイスまたはサブインターフェイス、LAN フェールオーバー インターフェ
イス、または Use Named オプションです。

（注） LAN フェールオーバー インターフェイスとステートフル フェールオーバー インター
フェイスには、2 つの個別の専用インターフェイスを使用することをお勧めします。
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未設定のインターフェイスまたはサブインターフェイスを選択した場合、そのインター
フェイスのアクティブ IP、サブネット マスク、スタンバイ IP 、および論理名を入力する
必要があります。

LAN フェールオーバー インターフェイスを選択した場合は、アクティブ IP、サブネット
マスク、論理名、およびスタンバイ IP の値を指定する必要はありません。LAN フェール
オーバー インターフェイスに指定されている値が使用されます。 
Use Named オプションを選択した場合、Logical Name フィールドは、名前のついたインター
フェイスのドロップダウン リストになります。 このリストからインターフェイスを選択し
ます。 アクティブ IP、サブネット マスク、スタンバイ IP の値を指定する必要はありませ
ん。 そのインターフェイスに指定された値が使用されます。 Interfaces タブで選択したイン
ターフェイスにスタンバイ IP アドレスを指定してください。

（注） ステートフル フェールオーバーでは、大量のトラフィックが生成されることがあ
るため、ステートフル フェールオーバーと通常トラフィックの両方のパフォーマ
ンスが、名前付きインターフェイスを使用することで影響を受けることがありま

す。

－ Active IP：プライマリ装置のステートフル フェールオーバー インターフェイスの IP アド
レスを指定します。 Interface ドロップダウン リストで LAN フェールオーバー インター
フェイスまたは Use Named オプションが選択されている場合、このフィールドはグレー表
示されます。

－ Subnet Mask：プライマリ装置およびセカンダリ装置のステートフル フェールオーバー イ
ンターフェイスのマスクを指定します。 Interface ドロップダウン リストで LAN フェール
オーバー インターフェイスまたは Use Named オプションが選択されている場合、この
フィールドはグレー表示されます。

－ Logical Name：フェールオーバー通信に使用される論理インターフェイスを指定します。
Interface ドロップダウン リストで Use Named オプションを選択した場合、このフィールド
には、名前付きインターフェイスのリストが表示されます。 Interface ドロップダウン リス
トで LAN フェールオーバー インターフェイスが選択されている場合、このフィールドは
グレー表示されます。

－ Standby IP：セカンダリ装置がプライマリ装置との通信に使用する IP アドレスを指定しま
す。 Interface ドロップダウン リストで LAN フェールオーバー インターフェイスまたは Use
Named オプションが選択されている場合、このフィールドはグレー表示されます。

－ Enable HTTP replication：このチェックボックスをオンにすると、ステートフル フェール
オーバーによるアクティブ HTTP セッションからスタンバイ ファイアウォールへのコピー
がイネーブルになります。 HTTP の複製を許可しない場合、HTTP 接続はフェールオーバー
で切断されます。 HTTP の複製をディセーブルにすると、ステート リンクでのトラフィッ
ク量を減らすことができます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Failover: Interfaces（ルーテッド ファイアウォール モード）

Configuration > Properties > Failover > Interfaces

このタブを使用して、セキュリティ アプライアンス上の各インターフェイスのスタンバイ IP アド
レスを定義し、インターフェイスのステータスを監視するかどうかを指定します。

一般的なフェールオーバーの設定方法の詳細については、「フェールオーバーについて」を参照し

てください。

フィールド

• Interface：セキュリティ アプライアンスのインターフェイスを一覧表示し、そのアクティブ IP
アドレス、スタンバイ IP アドレス、モニタリング ステータスを示します。

－ Interface Name column：インターフェイス名を示します。 

－ Active IP column：このインターフェイスのアクティブ IP アドレスを示します。

－ Standby IP column：スタンバイ フェールオーバー装置上の対応するインターフェイスの IP
アドレスを示します。

－ Is Monitored column：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。

• Edit：選択したインターフェイスに対して、Edit Failover Interface Configuration（ルーテッド ファ
イアウォール モード） ダイアログボックスを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Edit Failover Interface Configuration（ルーテッド ファイアウォール モード）

Configuration > Properties > Failover > Interfaces > Edit Failover Interface Configuration

Edit Failover Interface Configuration ダイアログボックスを使用して、インターフェイスのスタンバイ
IP アドレスを定義し、インターフェイスのステータスを監視するかどうかを指定します。

フィールド

• Interface Name：インターフェイス名を示します。

• Active IP Address：このインターフェイスの IP アドレスを示します。 インターフェイスに IP ア
ドレスが割り当てられていない場合、このフィールドは表示されません。

• Subnet Mask：このインターフェイスのマスクを示します。 インターフェイスに IP アドレスが割
り当てられていない場合、このフィールドは表示されません。

• Standby IP Address：スタンバイ フェールオーバー装置上の対応するインターフェイスの IP ア
ドレスを指定します。 インターフェイスに IP アドレスが割り当てられていない場合、この
フィールドは表示されません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Monitor interface for failure：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。 セ
キュリティ アプライアンスで監視可能なインターフェイス数は 250 です。監視対象のフェール
オーバー インターフェイスで可能なステータスは次のとおりです。

－ Unknown：初期ステータス。 このステータスは、ステータスが判別できないことを示す場
合もあります。

－ Normal：インターフェイスはトラフィックを受信しています。

－ Testing：インターフェイス上で 5 ポーリング時間 Hello メッセージが聞こえません。

－ Link Down：インターフェイスは管理上ダウンしています。

－ No Link：インターフェイスの物理リンクがダウンしています。

－ Failed：インターフェイスではトラフィックが受信されていませんが、ピア インターフェ
イスではトラフィックが受信されています。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Failover: Interfaces（透過ファイアウォール モード）

Configuration > Properties > Failover > Interfaces

このタブを使用してスタンバイ管理 IP アドレスを定義し、セキュリティ アプライアンス上のイン
ターフェイスのステータスを監視するかどうかを指定します。

フィールド

• Interface：セキュリティ アプライアンスのインターフェイスを一覧表示し、そのモニタリング
ステータスを示します。

－ Interface Name column：インターフェイス名を示します。

－ Is Monitored column：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。

• Edit：選択したインターフェイスに対して、Edit Failover Interface Configuration（透過ファイア
ウォール モード）ダイアログボックスを表示します。

• Management IP Address：セキュリティ アプライアンスまたは透過ファイアウォール モードのコ
ンテキストのアクティブおよびスタンバイ管理 IP アドレスを示します。

－ Active：アクティブ管理 IP アドレスを示します。

－ Standby：スタンバイ フェールオーバー装置の管理 IP アドレスを指定します。

• Management Netmask：アクティブおよびスタンバイ管理 IP アドレスに関連付けられたマスクを
示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Edit Failover Interface Configuration（透過ファイアウォール モード）

Configuration > Properties > Failover > Interfaces > Edit Failover Interface Configuration

Edit Failover Interface Configuration ダイアログボックスを使用して、インターフェイスのステータス
を監視するかどうかを指定します。

フィールド

• Interface Name：インターフェイス名を示します。

• Monitor interface for failure：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。 セ
キュリティ アプライアンスで監視可能なインターフェイス数は 250 です。インターフェイス
ポーリング時間の継続中には、その都度セキュリティ アプライアンスのフェールオーバー ペ
ア間で Hello メッセージが交換されます。 監視対象のフェールオーバー インターフェイスで可
能なステータスは次のとおりです。

－ Unknown：初期ステータス。 このステータスは、ステータスが判別できないことを示す場
合もあります。

－ Normal：インターフェイスはトラフィックを受信しています。

－ Testing：インターフェイス上で 5 ポーリング時間、Hello メッセージが聞こえません。

－ Link Down：インターフェイスは管理上ダウンしています。

－ No Link：インターフェイスの物理リンクがダウンしています。

－ Failed：インターフェイスではトラフィックが受信されていませんが、ピア インターフェ
イスではトラフィックが聞こえます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • — —
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Failover: Criteria

Configuration > Properties > Failover > Criteria

このタブを使用して、障害が発生するときのインターフェイスの数、ポーリング間に待機する時間

など、フェールオーバーの基準を定義します。 保持時間では、装置がフェールオーバーする前にポー
リングへの応答を受信しないまま待機する間隔が指定されます。

フィールド

• Interface Policy：モニタリングでインターフェイスの障害が検出されたときのフェールオーバー
のポリシーを定義するためのフィールドが含まれます。

－ Number of failed interfaces that triggers failover：障害の発生した監視対象インターフェイスの
数がこのコマンドで設定した値を超えたとき、セキュリティ アプライアンスはフェール
オーバーを行います。障害の発生数は 1 ～ 250 回の範囲で指定できます。

－ Percentage of failed interfaces that triggers failover：障害の発生した監視対象インターフェイス
の数がこのコマンドで設定したパーセンテージを超えたとき、セキュリティ アプライアン
スはフェールオーバーを行います。

• Failover Poll Times：フェールオーバー リンクで Hello メッセージが送信される頻度、およびオ
プションで、Hello メッセージが受信されない場合にピアの障害をテストする前に待機する時
間を定義するためのフィールドが含まれます。 

－ Unit Failover：装置間の Hello メッセージの間の時間。 範囲は 1 ～ 15 秒または 200 ～ 999 ミ
リ秒です。

－ Unit Hold Time：装置がフェールオーバー リンク上で Hello メッセージを受信する必要があ
る時間（それ以外の場合は、装置がピアの障害のテスト プロセスを開始する）を設定しま
す。 範囲は 1 ～ 45 秒または 800 ～ 999 ミリ秒です。 ポーリング時間の 3 倍より少ない値は
入力できません。 

－ Monitored Interfaces：インターフェイス間でのポーリングの間の時間。 範囲は 1 ～ 15 秒ま
たは 500 ～ 999 ミリ秒です。 

－ Interface Hold Time：データ インターフェイスがそのデータ インターフェイス上で Hello
メッセージを受信し、その後ピアの障害発生が宣言される時間を設定します。有効値の範

囲は 5 ～ 75 秒です。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Failover: MAC Addresses

Configuration > Properties > Failover > MAC Addresses

MAC Addresses タブでは、Active/Standby フェールオーバー ペアのインターフェイスの仮想 MAC ア
ドレスを設定できます。 

（注） このタブは、ASA 5505 プラットフォームでは使用できません。

Active/Standby フェールオーバーでは、プライマリ装置の MAC アドレスは常にアクティブ IP アド
レスに関連付けられています。セカンダリ装置は、最初にブートされてアクティブになると、その

インターフェイスの焼き付け済み MAC アドレスを使用します。プライマリ装置がオンラインにな
ると、セカンダリ装置はプライマリ装置から MAC アドレスを取得します。この変更によって、ネッ
トワーク トラフィックが中断することがあります。 

各インターフェイスに仮想 MAC アドレスを設定して、セカンダリ装置がプライマリ装置より前に
オンラインになっても、セカンダリ装置がアクティブ装置である場合、正しい MAC アドレスを使
用するようにします。仮想 MAC アドレスを指定しない場合、フェールオーバー ペアは焼き付け済
み NIC アドレスを MAC アドレスとして使用します。

（注） フェールオーバーまたはステート リンクには、仮想 MAC アドレスは設定できません。これらのリ
ンクの MAC アドレスおよび IP アドレスは、フェールオーバー中に変更されません。

フィールド

• MAC Addresses：アクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスが設定されているセキュリ
ティ アプライアンス上の物理インターフェイスを一覧表示します。

－ Physical Interface column：フェールオーバー仮想 MAC アドレスが設定されている物理イン
ターフェイスを示します。

－ Active MAC Address column：アクティブ セキュリティ アプライアンス（通常プライマリ）
の MAC アドレスを示します。

－ Standby MAC Address column：スタンバイ セキュリティ アプライアンス（通常セカンダリ）
の MAC アドレスを示します。

• Add：Add Interface MAC Address ダイアログボックスを表示します。 仮想 MAC アドレスは、LAN
フェールオーバーおよびステートフル フェールオーバー インターフェイスには割り当てるこ
とができません。詳細については、「Add/Edit Interface MAC Address」を参照してください。

• Edit：選択したインターフェイスに対して Edit Interface MAC Address ダイアログボックスを表
示します。詳細については、「Add/Edit Interface MAC Address」を参照してください。

• Delete：現在選択されているインターフェイスを MAC アドレス テーブルから削除します。確
認されず、やり直しもできません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Add/Edit Interface MAC Address

Configuration > Properties > Failover > MAC Addresses > Add/Edit Interface MAC Address

Add/Edit Interface MAC Address ダイアログボックスを使用して、インターフェイスのアクティブお
よびスタンバイ仮想 MAC アドレスを定義します。

フィールド

• Physical Interface：フェールオーバー仮想 MAC アドレスを定義する物理インターフェイスを指
定します。 フェールオーバー中は、LAN フェールオーバーおよびステートフル フェールオー
バー インターフェイスに対して MAC アドレスは変更されないので、これらのインターフェイ
スは選択できません。

• MAC Addresses：インターフェイスのアクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスを指定す
るためのフィールドが含まれます。

－ Active Interface：アクティブ セキュリティ アプライアンス（通常プライマリ）上のインター
フェイスの MAC アドレスを指定します。 MAC アドレスは、16 進数形式（0123.4567.89AB
など）で入力します。

－ Standby Interface：スタンバイ セキュリティ アプライアンス（通常セカンダリ）上のイン
ターフェイスの MAC アドレスを指定します。 MAC アドレスは、16 進数形式
（0123.4567.89AB など）で入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Failover（マルチ モード、セキュリティ コンテキスト）
マルチコンテキスト モードの Failover ペインに表示されるフィールドは、コンテキストが透過ファ
イアウォール モードであるか、ルーテッド ファイアウォール モードであるかによって変わります。

ここでは、次の項目について説明します。

• Failover - Routed

• Failover - Transparent

Failover - Routed

Configuration > Properties > Failover

このタブを使用して、セキュリティ コンテキストの各インターフェイスのスタンバイ IP アドレス
を定義し、インターフェイスのステータスを監視するかどうかを指定します。

フィールド

• Interface table：セキュリティ アプライアンスのインターフェイスを一覧表示し、そのアクティ
ブ IP アドレス、スタンバイ IP アドレス、モニタリング ステータスを示します。

－ Interface Name column：インターフェイス名を示します。 

－ Active IP column：このインターフェイスのアクティブ IP アドレスを示します。

－ Standby IP column：スタンバイ フェールオーバー装置上の対応するインターフェイスの IP
アドレスを示します。

－ Is Monitored column：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。

• Edit：選択したインターフェイスに対して Edit Failover Interface Configuration ダイアログボック
スを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Edit Failover Interface Configuration

Configuration > Properties > Failover > Edit Failover Interface Configuration

Edit Failover Interface Configuration ダイアログボックスを使用して、インターフェイスのスタンバイ
IP アドレスを定義し、インターフェイスのステータスを監視するかどうかを指定します。

フィールド

• Interface Name：インターフェイス名を示します。 

• Active IP Address：このインターフェイスの IP アドレスを示します。 インターフェイスに IP ア
ドレスが割り当てられていない場合、このフィールドは表示されません。

• Subnet Mask：このインターフェイスのマスクを示します。 インターフェイスに IP アドレスが割
り当てられていない場合、このフィールドは表示されません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — — • —
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• Standby IP Address：スタンバイ フェールオーバー装置上の対応するインターフェイスの IP ア
ドレスを指定します。 インターフェイスに IP アドレスが割り当てられていない場合、この
フィールドは表示されません。

• Monitor interface for failure：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。 セ
キュリティ アプライアンスで監視可能なインターフェイス数は 250 です。インターフェイス
ポーリング時間の継続中には、その都度セキュリティ アプライアンスのフェールオーバー ペ
ア間で Hello メッセージが交換されます。 監視対象のフェールオーバー インターフェイスで可
能なステータスは次のとおりです。

－ Unknown：初期ステータス。 このステータスは、ステータスが判別できないことを示す場
合もあります。

－ Normal：インターフェイスはトラフィックを受信しています。

－ Testing：5 ポーリング時間、インターフェイス上で Hello メッセージが聞こえません。

－ Link Down：インターフェイスは管理上ダウンしています。

－ No Link：インターフェイスの物理リンクがダウンしています。

－ Failed：インターフェイスではトラフィックが受信されていませんが、ピア インターフェ
イスではトラフィックが聞こえます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Failover - Transparent

Configuration > Properties > Failover

このペインを使用して、セキュリティ コンテキストの管理インターフェイスのスタンバイ IP アド
レスを定義し、セキュリティ コンテキストのインターフェイスのステータスを監視するかどうかを
指定します。 

フィールド

• Interface：セキュリティ コンテキストのインターフェイスを一覧表示し、そのモニタリング ス
テータスを示します。

－ Interface Name：インターフェイス名を示します。

－ Is Monitored：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。

• Edit：選択したインターフェイスに対して Edit Failover Interface Configuration　ダイアログボッ
クスを表示します。

• Management IP Address：セキュリティ コンテキストのアクティブおよびスタンバイ管理 IP ア
ドレスを示します。

－ Active：アクティブ フェールオーバー装置の管理 IP アドレスを示します。

－ Standby：スタンバイ フェールオーバー装置の管理 IP アドレスを指定します。

• Management Netmask：管理アドレスに関連付けられたマスクを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — — • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Edit Failover Interface Configuration

Configuration > Properties > Failover > Interfaces > Edit Failover Interface Configuration

Edit Failover Interface Configuration ダイアログボックスを使用して、インターフェイスのステータス
を監視するかどうかを指定します。

フィールド

• Interface Name：インターフェイス名を示します。

• Monitor interface for failure：このインターフェイスの障害を監視するかどうかを指定します。 セ
キュリティ アプライアンスで監視可能なインターフェイス数は 250 です。インターフェイス
ポーリング時間の継続中には、その都度セキュリティ アプライアンスのフェールオーバー ペ
ア間で Hello メッセージが交換されます。 監視対象のフェールオーバー インターフェイスで可
能なステータスは次のとおりです。

－ Unknown：初期ステータス。 このステータスは、ステータスが判別できないことを示す場
合もあります。

－ Normal：インターフェイスはトラフィックを受信しています。

－ Testing：5 ポーリング時間、インターフェイス上で Hello メッセージが聞こえません。

－ Link Down：インターフェイスは管理上ダウンしています。

－ No Link：インターフェイスの物理リンクがダウンしています。

－ Failed：インターフェイスではトラフィックが受信されていませんが、ピア インターフェ
イスではトラフィックが聞こえます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • — • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • — • —
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Failover（マルチ モード、システム）
System > Configuration > Failover

このペインには、マルチコンテキスト モードのセキュリティ アプライアンスの、システム コンテ
キストでのシステムレベル フェールオーバー設定を行うためのタブが含まれます。 マルチモード
では、Active/Standby フェールオーバーまたは Active/Active フェールオーバーを設定できます。
Active/Active フェールオーバーは、デバイス マネージャでフェールオーバー グループを作成すると
きに、自動的にイネーブルになります。 どちらのタイプのフェールオーバーの場合も、システム コ
ンテキストでのシステムレベル フェールオーバー設定、および個々のセキュリティ コンテキスト
でのコンテキストレベル フェールオーバー設定を入力する必要があります。 一般的なフェール
オーバーの設定の詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

詳細については、次の項目も参照してください。

• Failover > Setup タブ

• Failover > Criteria タブ

• Failover > Active/Active タブ

• Failover > MAC Addresses タブ

Failover > Setup タブ

System > Configuration > Failover > Setup タブ

このタブを使用して、マルチコンテキスト モードのセキュリティ アプライアンスでフェールオー
バーをイネーブルにします。 また、ステートフル フェールオーバーを使用している場合、このタブ
ではフェールオーバー リンクおよびステート リンクも指定できます。

フィールド

• Enable Failover：このチェックボックスをオンにすると、フェールオーバーがイネーブルにな
り、スタンバイ セキュリティ アプライアンスを設定できます。

（注） インターフェイスの速度と二重通信の設定は、フェールオーバーがイネーブルになっても

変更されません。 フェールオーバー インターフェイスの速度や二重通信の設定を変更する
場合は、フェールオーバーをイネーブルにする前に、Configuration > Interfaces ペインで設
定しておく必要があります。

• Use 32 hexadecimal character key：Shared Key フィールドに 16 進数値の暗号鍵を入力するには、
このチェックボックスをオンにします。 Shared Key フィールドに英数字の共有秘密情報を入力
する場合は、このチェックボックスをオフにします。

• Shared Key：フェールオーバー共有秘密情報またはフェールオーバー ペア間での暗号化および
認証済み通信のためのキーを指定します。 

Use 32 hexadecimal character key チェックボックスをオンにした場合、16 進数の暗号鍵を入力し
てください。鍵は、32 桁の 16 進数文字（0 ～ 9、a ～ f）でなければなりません。 

Use 32 hexadecimal character key チェックボックスをオフにした場合は、英数字の共有秘密情報
を入力してください。 共有秘密情報は、1 ～ 63 文字で入力できます。有効な文字は、数字、英
字、句読点の任意の組み合せです。 共有秘密情報は、暗号鍵の生成に使用されます。

• Enable LAN rather than serial cable failover：（PIX セキュリティ アプライアンス プラットフォー
ムのみ）LAN フェールオーバーをイネーブルにするには、このチェックボックスをオンにしま
す。 フェールオーバー リンクとして専用シリアル リンクを使用するには、このチェックボック
スをオフにします。 
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• LAN Failover：LAN フェールオーバーを設定するためのフィールドが含まれます。

－ Interface：フェールオーバー通信に使用するインターフェイスを指定します。 フェールオー
バーには専用インターフェイスが必要ですが、同じインターフェイスをステートフル

フェールオーバーにも使用できます。 

このリストには、コンテキストに割り当てられていない、未設定のインターフェイスまた
はサブインターフェイスのみが表示され、LAN フェールオーバー インターフェイスとして
選択できます。 インターフェイスを LAN フェールオーバー インターフェイスとして設定
すると、Configuration > Interfaces ペインで編集したり、コンテキストに割り当てたりする
ことはできません。

－ Active IP：アクティブ装置のフェールオーバー インターフェイスの IP アドレスを指定しま
す。

－ Subnet Mask：アクティブ装置のフェールオーバー インターフェイスのマスクを指定しま
す。

－ Logical Name：フェールオーバー インターフェイスの論理名を指定します。

－ Standby IP：スタンバイ装置の IP アドレスを指定します。

－ Preferred Role：このセキュリティ アプライアンスの優先の役割が、LAN フェールオーバー
のプライマリ装置であるか、セカンダリ装置であるかを指定します。

• State Failover：ステートフル フェールオーバーの設定のためのフィールドが含まれます。

－ Interface：フェールオーバー通信に使用するインターフェイスを指定します。 未設定のイン
ターフェイス、サブインターフェイス、または LAN フェールオーバー インターフェイス
を選択できます。 

LAN フェールオーバー インターフェイスを選択した場合、インターフェイスには、LAN
フェールオーバーおよびステートフル フェールオーバー トラフィックの両方を処理でき
る十分な容量が必要です。 また、アクティブ IP、サブネット マスク、論理名、スタンバイ
IP の値は指定する必要はありません。LAN フェールオーバー インターフェイスに指定さ
れている値が使用されます。

（注） LAN フェールオーバー インターフェイスとステートフル フェールオーバー インター
フェイスには、個別の専用インターフェイスを使用することをお勧めします。

－ Active IP：アクティブ装置のステートフル フェールオーバー インターフェイスの IP アド
レスを指定します。

－ Subnet Mask：アクティブ装置のステートフル フェールオーバー インターフェイスのマス
クを指定します。

－ Logical Name：ステートフル フェールオーバー インターフェイスの論理名を指定します。

－ Standby IP：スタンバイ装置の IP アドレスを指定します。

－ Enable HTTP replication：このチェックボックスをオンにすると、ステートフル フェール
オーバーによるアクティブ HTTP セッションからスタンバイ ファイアウォールへのコピー
がイネーブルになります。 HTTP の複製を許可しない場合、HTTP 接続はフェールオーバー
で切断されます。 HTTP の複製をディセーブルにすると、ステート リンクでのトラフィッ
ク量を減らすことができます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Failover > Criteria タブ

System > Configuration > Failover > Criteria タブ

このタブを使用して、障害が発生するときのインターフェイスの数、ポーリング間に待機する時間

など、フェールオーバーの基準を定義します。 保持時間では、装置がフェールオーバーする前にポー
リングへの応答を受信しないまま待機する間隔が指定されます。

（注） Active/Active フェールオーバーを設定している場合、インターフェイス ポリシーの定義にこのタブ
を使用しないでください。各フェールオーバー グループのインターフェイス ポリシーを定義する
には、Failover > Active/Active タブを使用します。 Active/Active フェールオーバーでは、各フェール
オーバー グループに定義されたインターフェイス ポリシー設定がこのタブでの設定を上書きしま
す。 Active/Active フェールオーバーをディセーブルにした場合は、このタブの設定が使用されます。

フィールド

• Interface Policy：モニタリングでインターフェイスの障害が検出されたときのフェールオーバー
のポリシーを定義するためのフィールドが含まれます。

－ Number of failed interfaces that triggers failover：障害が発生した監視対象インターフェイスの
数がこのコマンドで設定した値を超えたとき、セキュリティ アプライアンスはフェール
オーバーを行います。障害の発生数は 1 ～ 250 回の範囲で指定できます。

－ Percentage of failed interfaces that triggers failover：障害が発生した監視対象インターフェイス
の数がこのコマンドで設定したパーセンテージを超えたとき、セキュリティ アプライアン
スはフェールオーバーを行います。

• Failover Poll Times：フェールオーバー リンクで Hello メッセージが送信される頻度、およびオ
プションで、Hello メッセージが受信されない場合にピアの障害をテストする前に待機する時
間を定義するためのフィールドが含まれます。 

－ Unit Failover：装置間の Hello メッセージの間の時間。 範囲は 1 ～ 15 秒または 200 ～ 999 ミ
リ秒です。

－ Unit Hold Time：装置がフェールオーバー リンク上で Hello メッセージを受信する必要があ
る時間（それ以外の場合には、装置がピアの障害のテスト プロセスを開始する）を設定し
ます。 範囲は 1 ～ 45 秒または 800 ～ 999 ミリ秒です。 ポーリング時間の 3 倍より少ない値
は入力できません。 

－ Monitored Interfaces：インターフェイス間でのポーリングの間の時間。 範囲は 1 ～ 15 秒ま
たは 500 ～ 999 ミリ秒です。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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－ Interface Hold Time：データ インターフェイスがそのデータ インターフェイス上で Hello
メッセージを受信し、その後ピアの障害発生が宣言される時間を設定します。有効値の範

囲は 5 ～ 75 秒です。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Failover > Active/Active タブ

System > Configuration > Failover > Active/Active タブ

このタブを使用すると、フェールオーバー グループを定義してセキュリティ アプライアンスで
Active/Active フェールオーバーをイネーブルにします。Active/Active フェールオーバー コンフィ
ギュレーションでは、両方のセキュリティ アプライアンスがネットワーク トラフィックを渡すこ
とができます。Active/Active フェールオーバーは、マルチモードのセキュリティ アプライアンスで
のみ使用できます。

フェールオーバー グループは、1 つのセキュリティ コンテキストの論理グループにすぎません。 セ
キュリティ アプライアンスでは、2 つのフェールオーバー グループを作成できます。 フェールオー
バー ペアのアクティブ装置にフェールオーバー グループを作成する必要があります。管理コンテ
キストは常にフェールオーバー グループ 1 のメンバーです。未割り当てセキュリティ コンテキス
トもまた、デフォルトでフェールオーバー グループ 1 のメンバーです。

（注） Active/Active フェールオーバーを構成する場合は、両方の装置の合計トラフィックが各装置の容量
以内になるようにしてください。

フィールド

• Failover Groups：現在セキュリティ アプライアンスに定義されているフェールオーバー グルー
プを一覧表示します。

－ Group Number：フェールオーバー グループ番号を指定します。 この番号は、フェールオー
バー グループへのコンテキストの割り当てに使用されます。

－ Preferred Role：同時に起動したり、preempt オプションが指定されたりしたときに、フェー
ルオーバー グループがアクティブ状態として表示される、フェールオーバー ペアのプライ
マリ装置またはセカンダリ装置を指定します。両方のフェールオーバー グループをペアの
うちの一方の装置でアクティブ状態にして、もう一方の装置にはスタンバイ状態のフェー

ルオーバー グループが含まれるようにできます。ただし、さらに一般的なコンフィギュ
レーションでは、各フェールオーバー グループに異なる役割プリファレンスを割り当て、
装置ごとにそれぞれ 1 つをアクティブにして、装置全体でトラフィックのバランスが取れ
るようにします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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－ Preempt Enabled：このフェールオーバー グループの優先フェールオーバー デバイスである
装置がリブート後にアクティブ装置になるかどうかを指定します。

－ Preempt Delay：優先フェールオーバー デバイスが、このフェールオーバー グループのアク
ティブ装置として引き継ぐ前に、リブート後に待機する秒数を指定します。 0 ～ 1200 秒の
範囲で指定できます。

－ Interface Policy：グループがフェールオーバーする前に許可される監視対象インターフェイ
ス障害の数または障害のパーセンテージのいずれかを指定します。 範囲は、障害数 1 ～ 250
回、または 1 ～ 100 % です。

－ Interface Poll Time：インターフェイス間のポーリング間隔の時間を指定します。1 ～ 15 秒
の範囲で指定できます。 

－ Replicate HTTP：ステートフル フェールオーバーがアクティブ HTTP セッションをこの
フェールオーバー グループのスタンバイ ファイアウォールにコピーするかどうかを示し
ます。 HTTP の複製を許可しない場合、HTTP 接続はフェールオーバーで切断されます。
HTTP の複製をディセーブルにすると、ステート リンクでのトラフィック量を減らすこと
ができます。 この設定は、Setup タブでの HTTP 複製の設定を上書きします。

• Add：Add Failover Group ダイアログボックスが表示されます。 存在するフェールオーバー グ
ループが 2 つに満たない場合のみ、このボタンがイネーブルになります。詳細については、
「Add/Edit Failover Group」を参照してください。

• Edit：選択したフェールオーバー グループに対して Edit Failover Group ダイアログボックスを
表示します。詳細については、「Add/Edit Failover Group」を参照してください。

• Delete：現在選択されているフェールオーバー グループをフェールオーバー グループ テーブル
から削除します。 このボタンは、リストの最終フェールオーバー グループが選択されている場
合にのみイネーブルになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Add/Edit Failover Group

System > Configuration > Failover > Active/Active > Add/Edit Failover Group

Add/Edit Failover Group ダイアログボックスを使用して、Active/Active フェールオーバー コンフィ
ギュレーションにフェールオーバー グループを定義します。 

フィールド

• Preferred Role：フェールオーバー グループがアクティブ状態として表示される、フェールオー
バー ペアのプライマリ装置またはセカンダリ装置を指定します。両方のフェールオーバー グ
ループを、ペアのうちの一方の装置でアクティブ状態にして、もう一方の装置にはスタンバイ

状態のフェールオーバー グループが含まれるようにできます。ただし、さらに一般的なコン
フィギュレーションでは、各フェールオーバー グループに異なる役割プリファレンスを割り当
て、装置ごとにそれぞれ 1 つをアクティブにして、装置全体でトラフィックのバランスが取れ
るようにします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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• Preempt after booting with optional delay of：このチェックボックスをオンにすると、フェールオー
バー グループの優先フェールオーバー デバイスである装置が、リブート後にアクティブ装置
になります。 また、このチェックボックスをオンにすると、デバイスがアクティブ装置になる
前に待機しなければならない時間を指定できる Preempt after booting with optional delay of フィー
ルドとともに、リブート後に Preempt もイネーブルになります。

• Preempt after booting with optional delay of：優先フェールオーバー デバイスである装置が、いず
れかのフェールオーバー グループのアクティブ装置として引き継ぐ前に、リブート後に待機す
る秒数を指定します。 0 ～ 1200 秒の範囲で指定できます。

• Interface Policy：モニタリングでインターフェイスの障害が検出されたときの、フェールオー
バーのポリシーを定義するフィールドが含まれます。 これらの設定は、Criteria タブのインター
フェイス ポリシー設定を上書きします。

－ Number of failed interfaces that triggers failover：障害の発生した監視対象インターフェイスの
数がこのコマンドで設定した値を超えたとき、セキュリティ アプライアンスはフェール
オーバーを行います。障害の発生数は 1 ～ 250 回の範囲で指定できます。

－ Percentage of failed interfaces that triggers failover：障害の発生した監視対象インターフェイス
の数がこのコマンドで設定したパーセンテージを超えたとき、セキュリティ アプライアン
スはフェールオーバーを行います。

• Poll time interval for monitored interfaces：インターフェイス間でのポーリングの間の時間。
1 ～ 15 秒の範囲で指定できます。 

• Enable HTTP replication：このチェックボックスをオンにすると、ステートフル フェールオー
バーによるアクティブ HTTP セッションからスタンバイ ファイアウォールへのコピーがイ
ネーブルになります。 HTTP の複製を許可しない場合、HTTP 接続はフェールオーバーで切断さ
れます。 HTTP の複製をディセーブルにすると、ステート リンクでのトラフィック量を減らす
ことができます。 この設定は、Setup タブでの HTTP 複製の設定を上書きします。

• MAC Addresses：アクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスが設定されているセキュリ
ティ アプライアンス上の物理インターフェイスを一覧表示します。

－ Physical Interface：フェールオーバー仮想 MAC アドレスが設定されている物理インター
フェイスを表示します。

－ Active MAC Address：フェールオーバー グループがアクティブになっている装置上のイン
ターフェイスおよびフェールオーバー グループの MAC アドレスを表示します。

－ Standby MAC Address：フェールオーバー グループがスタンバイ状態になっている装置上
のインターフェイスおよびフェールオーバー グループの MAC アドレスを表示します。

• Add：Add Interface MAC Address ダイアログボックスを表示します。 仮想 MAC アドレスは、LAN
フェールオーバーおよびステートフル フェールオーバー インターフェイスには割り当てるこ
とができません。詳細については、「Add/Edit Interface MAC Address」を参照してください。 

• Edit：選択したインターフェイスに対して Edit Interface MAC Address ダイアログボックスを表
示します。詳細については、「Add/Edit Interface MAC Address」を参照してください。

• Delete：現在選択されているインターフェイスを MAC アドレス テーブルから削除します。確
認されず、やり直しもできません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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Add/Edit Interface MAC Address

System > Configuration > Failover > Active/Active > Add/Edit Failover Group > Add/Edit MAC 
Address

Add/Edit Interface MAC Address ダイアログボックスを使用して、フェールオーバー グループのイン
ターフェイスのアクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスを定義します。 インターフェイス
に仮想 MAC アドレスを指定しない場合、次のようにデフォルトの仮想 MAC アドレスが指定され
ます。

• アクティブ装置のデフォルト MAC アドレス：00a0.c9physical_port_number.failover_group_id01

• スタンバイ装置のデフォルト MAC アドレス：00a0.c9:physical_port_number.failover_group_id02

（注） 同じネットワーク上に Active/Active フェールオーバー ペアが複数ある場合は、あるペアのインター
フェイスに割り当てられているものと同じデフォルト仮想 MAC アドレスが、他のペアのインター
フェイスに割り当てられることがあります。これは、デフォルト仮想 MAC アドレスの決定方法に
基づいた動作です。ネットワーク上で MAC アドレスが重複することを回避するには、必ず各物理
インターフェイスに仮想のアクティブおよびスタンバイ MAC アドレスを割り当てます。

これらの MAC アドレスは、インターフェイスの物理 MAC アドレスを上書きします。

フィールド

• Physical Interface：フェールオーバー仮想 MAC アドレスを定義する物理インターフェイスを指
定します。 フェールオーバー中には、LAN フェールオーバーおよびステートフル フェールオー
バー インターフェイスに対して MAC アドレスは変更されないので、これらのインターフェイ
スは選択できません。

• MAC Addresses：インターフェイスのアクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスを指定す
るためのフィールドが含まれます。

－ Active Interface：フェールオーバー グループがアクティブになっている装置上のインター
フェイスおよびフェールオーバー グループの MAC アドレスを指定します。 各インター
フェイスには、MAC アドレスを 2 つまで指定できます。それぞれ各フェールオーバー グ
ループのための MAC アドレスで、物理 MAC アドレスを上書きします。 MAC アドレスは、
16 進数形式（0123.4567.89AB など）で入力します。

－ Standby Interface：フェールオーバー グループがスタンバイ状態になっている装置上のイン
ターフェイスおよびフェールオーバー グループの MAC アドレスを指定します。 各イン
ターフェイスには、MAC アドレスを 2 つまで指定できます。それぞれ各フェールオーバー
グループのための MAC アドレスで、物理 MAC アドレスを上書きします。 MAC アドレス
は、16 進数形式（0123.4567.89AB など）で入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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Failover > MAC Addresses タブ

System > Configuration > Failover > MAC Addresses タブ

MAC Addresses タブでは、Active/Standby フェールオーバー ペアのインターフェイスの仮想 MAC ア
ドレスを設定できます。 

Active/Standby フェールオーバーでは、プライマリ装置の MAC アドレスは常にアクティブ IP アド
レスに関連付けられています。セカンダリ装置は、最初にブートされてアクティブになると、その

インターフェイスの焼き付け済み MAC アドレスを使用します。プライマリ装置がオンラインにな
ると、セカンダリ装置はプライマリ装置から MAC アドレスを取得します。この変更によって、ネッ
トワーク トラフィックが中断することがあります。 

各インターフェイスに仮想 MAC アドレスを設定して、セカンダリ装置がプライマリ装置より前に
オンラインになっても、セカンダリ装置がアクティブ装置である場合、正しい MAC アドレスを使
用するようにします。仮想 MAC アドレスを指定しない場合、フェールオーバー ペアは焼き付け済
み NIC アドレスを MAC アドレスとして使用します。

（注） フェールオーバーまたはステート リンクには、仮想 MAC アドレスは設定できません。これらのリ
ンクの MAC アドレスおよび IP アドレスは、フェールオーバー中に変更されません。

Active/Active フェールオーバーでは、このタブで設定された MAC アドレスは無効になります。 代
わりに、フェールオーバー グループで定義された MAC アドレスが使用されます。

フィールド

• MAC Addresses：アクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスが設定されているセキュリ
ティ アプライアンス上の物理インターフェイスを一覧表示します。

－ Physical Interface：フェールオーバー仮想 MAC アドレスが設定されている物理インター
フェイスを示します。

－ Active MAC Address：アクティブ セキュリティ アプライアンス（通常プライマリ）の MAC
アドレスを示します。

－ Stanby MAC Address：スタンバイ セキュリティ アプライアンス（通常セカンダリ）の MAC
アドレスを示します。

• Add：Add/Edit Interface MAC Address ダイアログボックスを表示します。

• Edit：選択したインターフェイスに対して Add/Edit Interface MAC Address ダイアログボックス
を表示します。

• Delete：現在選択されているインターフェイスを MAC アドレス テーブルから削除します。確
認されず、やり直しもできません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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Add/Edit Interface MAC Address

System > Configuration > Failover > MAC Addresses > Add/Edit Interface MAC Address

Add/Edit Interface MAC Address ダイアログボックスを使用して、インターフェイスのアクティブお
よびスタンバイ仮想 MAC アドレスを定義します。 

フィールド

• Physical Interface：フェールオーバー仮想 MAC アドレスを定義する物理インターフェイスを指
定します。 フェールオーバー中は、LAN フェールオーバーおよびステートフル フェールオー
バー インターフェイスに対して MAC アドレスは変更されないので、これらのインターフェイ
スは選択できません。

• MAC Addresses：インターフェイスのアクティブおよびスタンバイ仮想 MAC アドレスを指定す
るためのフィールドが含まれます。

－ Active Interface：アクティブ セキュリティ アプライアンス（通常プライマリ）上のインター
フェイスの MAC アドレスを指定します。 MAC アドレスは、16 進数形式（0123.4567.89AB
など）で入力します。

－ Standby Interface：スタンバイ セキュリティ アプライアンス（通常セカンダリ）上のイン
ターフェイスの MAC アドレスを指定します。 MAC アドレスは、16 進数形式
（0123.4567.89AB など）で入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

一般的なフェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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13

ロギングの設定 

ロギング機能で、ロギングをイネーブルにしてログ情報の処理方法を指定できます。 ログ表示機能
では、リアルタイムでシステム ログ メッセージを表示できます。 ログ表示機能の詳細については、
第 37 章「システム ログ メッセージのモニタリング」を参照してください。

ロギングの概要

セキュリティ アプライアンスは、アクティビティ（許可または拒否されたネットワーク トラフィッ
クの種類など）を説明するシステム ログ メッセージの監査証跡の生成をサポートし、システム ロ
ギングの設定を可能にします。 

すべてのシステム ログ メッセージには、デフォルトの重大度レベルが設定されています。 メッセー
ジには、必要に応じて新しい重大度レベルを再割り当てできます。 重大度レベルを選択するとき、
そのレベルから下位のレベルへのロギング メッセージが生成されます。 上位レベルからのメッ
セージは含まれません。 重大度レベルが高いほど、含まれるメッセージは多くなります。 ロギング
およびシステム ログ メッセージの詳細については、『Cisco Security Appliance Logging Configuration
and System Log Messages』を参照してください。

ロギングのセキュリティ コンテキスト
各セキュリティ コンテキストは、ロギング コンフィギュレーションがあり、メッセージを生成し
ます。システム コンテキストまたは管理コンテキストにログインし、他のコンテキストに変更した
場合、セッションで表示されるメッセージは現在のコンテキストに関連するメッセージだけです。 

システム実行スペースで生成されたシステム ログ メッセージにはフェールオーバー メッセージが
含まれており、管理コンテキストで生成されたメッセージとともに管理コンテキストで表示されま

す。システム実行スペースで、ロギングを設定したり、ロギング情報を表示したりすることはでき

ません。

各メッセージにコンテキスト名を表示するようにセキュリティ アプライアンスを設定できます。単
一の syslog サーバに送信されるコンテキスト メッセージを区別するのに役立ちます。この機能を使
用すると、管理コンテキストで生成されたメッセージとシステムで生成されたメッセージを判別で

きます。システム実行スペースから送信されたメッセージはデバイス ID system を使用し、管理コ
ンテキストから送信されたメッセージはデバイス ID として管理コンテキスト名を使用します。デ
バイス ID を使用するには、P.13-8 の「Advanced Syslog Configuration」を参照してください。
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ロギングの使用

ロギングをイネーブルにしたら、次の作業を実行します。

ステップ 1 Logging Setup ペインで、ロギング パラメータを設定します。詳細については、P.13-3 の「Logging
Setup」を参照してください。

ステップ 2 Syslog Setup ペインでは、syslog サーバに送信されるシステム ログ メッセージにファシリティの
コードを含めるように設定したり、各メッセージにタイムスタンプを含めるように指定したり、

メッセージの重大度レベルを表示または変更したり、メッセージを抑止したりします。詳細につい

ては、P.13-6 の「Syslog Setup」を参照してください。

ステップ 3 E-Mail Setup ペインで、通知を目的として電子メールで送信されるシステム ログ メッセージを指定
します。詳細については、P.13-6 の「Syslog Setup」を参照してください。

ステップ 4 Event Lists ペインで、記録するメッセージを指定するイベントのカスタム リストを作成します。こ
こで作成したリストは、ログ フィルタのセットアップ時に使用されます。詳細については、P.13-11
の「Event Lists」を参照してください。

ステップ 5 Logging Filters ペインで、各ログの宛先に送信されるメッセージのフィルタリングに使用する基準
を指定します。 フィルタの作成に使用する基準とは、重大度レベル、メッセージ クラス、メッセー
ジ ID、またはイベント リストです。詳細については、P.13-15 の「Logging Filters」を参照してくだ
さい。

ステップ 6 Rate Limit ペインで、指定した時間間隔に生成可能なメッセージ数を制限します。詳細については、
P.13-19 の「Rate Limit」を参照してください。

ステップ 7 Syslog Server ペインで、セキュリティ アプライアンスがシステム ログ メッセージを送信する syslog
サーバを 1 つ以上指定します。詳細については、P.13-22 の「Syslog Servers」を参照してください。
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Logging Setup
SupportedUserRoles

Configuration  > Properties > Logging > Logging Setup

Logging Setup ペインでは、セキュリティ アプライアンスでのシステム ロギングをイネーブルにし
て、スタンバイ装置がロギングを引き継ぐかどうか、デバッグ メッセージを送信するかどうか、
EMBLEM 形式を使用するかどうかなど、一般ロギング パラメータを指定できます。 また、内部ロ
グ バッファやセキュリティ アプライアンスのロギング キューのデフォルト設定も変更できます。 

フィールド

• Enable logging：メイン セキュリティ アプライアンスのロギングをオンにします。 

• Enable logging on the failover standby unit：使用可能な場合は、スタンバイ セキュリティ アプラ
イアンスのロギングをオンにします。 

• Send debug messages as syslogs：すべてのデバッグ トレース出力をシステム ログにリダイレク
トします。 このオプションがイネーブルになっている場合、システム ログ メッセージはコン
ソールに表示されません。 したがって、デバッグ メッセージを表示するには、コンソールでロ
ギングをイネーブルにし、デバッグ システム ログ メッセージ番号および重大度レベルの宛先
として設定する必要があります。 使用されるシステム ログ メッセージ番号は、711001 です。こ
のシステム ログ メッセージのデフォルトの重大度レベルは debug です。

• Send syslogs in EMBLEM format：syslog サーバ以外のすべてのログの宛先に使用するため、
EMBLEM 形式をイネーブルにします。

• Buffer Size：ロギング バッファがイネーブルになっている場合に、システム ログ メッセージが
保存される内部ログ バッファのサイズを指定します。 FTP サーバまたは内部フラッシュ メモ
リへのログの保存をイネーブルにしていない限り、バッファがいっぱいになったときは上書き

されます。 デフォルトのバッファ サイズは 4096 バイトです。 指定できる範囲は、4096 ～
1048576 バイトです。

• Save Buffer To FTP Server：上書きされる前にバッファの内容を FTP サーバに保存するには、こ
のチェックボックスをオンにします。 FTP コンフィギュレーションを削除するには、チェック
ボックスをオフにします。

• Configure FTP Settings：FTP サーバを示し、バッファの内容の保存に使用する FTP パラメータ
を設定します。

• Save Buffer To Flash：上書きされる前にバッファの内容を内部フラッシュ メモリに保存するに
は、このチェックボックスをオンにします。 

（注） このオプションは、ルーテッドまたは透過シングルモードでのみ使用できます。

• Configure Flash Usage：ロギングのために内部フラッシュ メモリで使用される最大容量および
維持する最小空き容量を、KB で指定します。 このオプションをオンにすると、「syslog」という
名前のディレクトリが、メッセージの格納先のデバイス ディスクに作成されます。 

（注） このオプションは、ルーテッドまたは透過シングルモードでのみ使用できます。

• Security Appliance Logging Queue Size：セキュリティ アプライアンスで表示されるシステム ロ
グのキュー サイズを指定します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-4 の「Configure FTP Settings」を参照してください。

• P.13-5 の「Configure Logging Flash Usage」を参照してください。

Configure FTP Settings
Configuration > Features > Properties > Logging > Logging Setup > Configure FTP Settings

Configure FTP Settings ダイアログボックスでは、バッファの内容の保存に使用する FTP サーバのコ
ンフィギュレーションを指定します。

フィールド

• Enable FTP client：FTP クライアントのコンフィギュレーションをイネーブルにします。

• Server IP Address：FTP サーバの IP アドレスです。

• Path：保存されたファイルを格納する FTP サーバ上のディレクトリ パスです。

• Username：FTP サーバにログインするためのユーザ名です。

• Password：FTP サーバにログインするためのユーザ名に関連付けられたパスワードです。

• Confirm Password：パスワードを確認します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Configure Logging Flash Usage
Configuration > Properties > Logging > Logging Setup > Configure Logging Flash Usage

Configure Logging Flash Usage ダイアログボックスでは、バッファの内容を内部フラッシュ メモリに
保存するときの制限を指定します。

フィールド

• Maximum Flash to Be Used by Logging：ロギングに使用できる内部フラッシュ メモリの最大容量
を、KB で指定します。

• Minimum Free Space to Be Preserved：保持する内部フラッシュ メモリの容量を、KB で指定しま
す。 内部フラッシュメモリが制限値に近づくと、新しいログが保存されなくなります。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Syslog Setup
Configuration > Properties > Logging > Syslog Setup

 Syslog Setup ペインでは、syslog サーバを宛先とするメッセージにファシリティ コードを含めるよ
うに設定し、システム ログ メッセージにタイムスタンプを含める必要があるかどうかを決定しま
す。 また、メッセージの重大度レベルを変更したり、記録しないメッセージを抑止したりもできま
す。 

フィールド

• Facility code to include in syslogs：syslog サーバのシステム ログ ファシリティを、ファイル メッ
セージの基本として使用するように指定します。 デフォルトは LOCAL(4)20 で、ほとんどの
UNIX システムで想定されているコードです。 ただし、ネットワーク デバイスでは使用可能な
8 つのファシリティを共有しているため、システム ログのこの値を変更しなければならない場
合があります。 

• Include timestamp in syslogs：送信されるすべてのシステム ログ メッセージに日付と時刻を含め
ます。

• Syslog ID Setup：Syslog ID テーブルに表示される情報を選択します。 オプションは次のように
定義されています。

－ Show all syslog IDs：syslog ID テーブルで、システム ログ メッセージ ID のリスト全体を表
示するように指定します。 

－ Show suppressed syslog IDs：syslog ID テーブルで、明示的に抑止されたシステム ログ メッ
セージ ID のみを表示するように指定します。 

－ Show syslog IDs with changed logging：syslog ID テーブルで、デフォルト値から変更された
重大度レベルを持つシステム ログ メッセージ ID のみを表示するように指定します。 

－ Show syslog IDs that are suppressed or with a changed logging level：syslog ID テーブルで、重
大度レベルが変更されたシステム ログ メッセージ ID と、明示的に抑止されたシステム ロ
グ メッセージ ID のみを表示するように指定します。 

• Syslog ID Table：表示のみ。 Syslog ID Table View にある設定に基づいてシステム ログ メッセー
ジのリストを表示します。 変更する個々のメッセージ ID またはメッセージ ID の範囲を選択し
ます。 選択したメッセージ ID の抑止またはその重大度レベルの変更のいずれかを行えます。 リ
スト内の複数のメッセージ ID を選択するには、範囲の最初の ID を選択し、Shift キーを押した
状態で範囲の最後の ID をクリックします。 

• Advanced：システム ログ メッセージにデバイス ID を含めるように設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-7 の「Edit Syslog ID Settings」を参照してください。

• P.13-8 の「Advanced Syslog Configuration」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Edit Syslog ID Settings 
Configuration > Properties > Logging > Syslog Setup > Edit Syslog ID Settings

Edit Syslog ID Settings ダイアログボックスでは、選択したシステム ログ メッセージの重大度レベル
を変更したり、選択したシステム ログ メッセージの抑止を指定したりできます。 

フィールド

• Syslog ID(s)：このテキスト領域は読み取り専用です。 この領域に表示される値は、Syslog Setup
ペインにある Syslog ID テーブルで選択されたエントリで決まります。 

• Suppress Message(s)：Syslog ID リストに表示されるシステム ログ メッセージ ID のメッセージ
を抑止するには、このチェックボックスをオンにします。 

• Logging Level：Syslog ID リストに表示されるシステム ログ メッセージ ID に送信されるメッ
セージの重大度レベルを選択します。 レベルは次のように定義されています。

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）

－ Error（レベル 3、エラー条件）

－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Advanced Syslog Configuration
Configuration > Properties > Logging > Syslog Setup > Advanced > Advanced Syslog Configuration

セキュリティ アプライアンスが非 EMBLEM 形式のシステム ログ メッセージにデバイス ID を含め
るように設定できます。システム ログ メッセージに、1 つのタイプだけのデバイス ID を表示でき
ます。 デバイス ID は、FWSM のホスト名、インターフェイス IP アドレス、コンテキスト、または
テキスト文字列で指定できます。

Advanced Syslog Configuration ダイアログボックスでは、システム ログ メッセージにデバイス ID を
含めるかどうかを決定できます。この機能がイネーブルになっている場合、デバイス ID がすべて
の非 EMBLEM 形式のシステム ログ メッセージに含まれます。

フィールド

• Enable Syslog Device ID：デバイス ID をすべての非 EMBLEM 形式のシステム ログ メッセージ
に含めるように指定します。

• Hostname：デバイス ID としてホスト名を使用するように指定します。

• IP Address：デバイス ID としてインターフェイスの IP アドレスを使用するように指定します。

－ Interface Name：指定した IP アドレスに対応するインターフェイス名を指定します。

• String：デバイス ID としてユーザ定義の文字列を使用するように指定します。

－ User-defined ID：英数字のユーザ定義文字列を指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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E-Mail Setup
Configuration > Properties > Logging > E-Mail Setup

E-Mail Setup ペインでは、通知目的の電子メール メッセージとして送信される、指定したシステム
ログ メッセージの受信者リストともに、送信元電子メール アドレスもセットアップします。 送信先
電子メール アドレスに送信されるシステム ログ メッセージは、重大度レベルでフィルタリングで
きます。 テーブルには、どのエントリのセットアップが完了しているかが表示されます。

送信先電子メール アドレスへのメッセージのフィルタリングに使用されるシステム ログ メッセー
ジの重大度レベルは、Logging Filters ペインですべての電子メール受信者に対して設定されたグロー
バル フィルタに比べ、ここで選択した方がより高くなっています。

送信先電子メール アドレスに使用されるシステム ログ メッセージの重大度フィルタにより、指定
された重大度レベル以上のメッセージが送信されます。 Logging Filters ペインで指定されたグロー
バル フィルタも、各電子メール受信者に適用されます。 

フィールド

• Source E-Mail address：電子メール メッセージとして送信されるシステム ログ メッセージの送
信元アドレスとなる電子メール アドレスを指定します。

• Destination E-Mail Address：指定したシステム ログ メッセージの受信者の電子メール アドレス
を指定します。

• Syslog Severity：この受信者に送信されるシステム ログ メッセージの重大度レベルを指定しま
す。 指定した重大度またはそれ以上の重大度を持つメッセージが送信されます。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-10 の「Add/Edit E-Mail Recipients」を参照してください。

• P.13-15 の「Logging Filters」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit E-Mail Recipients
Configuration > Properties > Logging > E-Mail Setup > Add/Edit E-Mail Recipient

Add/Edit E-Mail Recipient ダイアログボックスでは、特定の重大度を持つシステム ログ メッセージ
を電子メール メッセージとして送信する、送信先電子メール アドレスをセットアップします。

送信先電子メール アドレスへのメッセージのフィルタリングに使用される重大度レベルは、
Logging Filters ペインですべての電子メール受信者に対して設定されたグローバル フィルタに比
べ、ここで選択した方がより高くなっています。

フィールド

• Destination E-Mail Address：選択したシステム ログ メッセージの受信者の電子メール アドレス
を指定します。

• Syslog Severity：この受信者に送信されるシステム ログ メッセージの重大度レベルを指定しま
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Event Lists
Configuration > Properties > Logging > Event Lists

Event Lists ペインでは、どのシステム ログ メッセージが特定の宛先に送信されるのかを選択すると
きに使用する、イベントのカスタム リストを作成できます。 ロギングをイネーブルにし、Logging
Setup ペインを使用してロギング パラメータを設定したら、Event Lists ペインでイベントのリスト
を 1 つ以上作成します。 これらのリストは、イベントの各リストのロギング出力先を指定する場合
に Logging Filters ペインで使用します。

イベント リストの定義には、次の 3 つの基準を使用できます。

• メッセージ クラス

• 重大度

• メッセージ ID

メッセージ クラスは、各メッセージを個々に指定するのではなく、メッセージのクラス全体を指定
できるようにする、セキュリティ アプライアンスの機能に関連したシステム ログ メッセージのグ
ループです。 たとえば、ユーザ認証に関連したすべてのシステム ログ メッセージを選択するには、
auth クラスを使用します。 

重大度は、ネットワークの通常機能でのイベントの相対重要性に基づいて、システム ログ メッセー
ジを分類します。 最も高い重大度は emergency で、リソースが使用不能になっていることを表しま
す。 最も低い重大度は debugging で、各ネットワーク イベントに関する詳細情報を提供します。 

メッセージ ID は、各メッセージを一意に識別する数値です。 システム ログ メッセージの範囲を識
別するには、101001-101010 など、イベント リストのメッセージ ID を使用できます。

フィールド

• Name：イベント リストの名前を一覧表示します。

• Event Class/Severity：ロギング メッセージのイベント クラスおよびレベルを一覧表示します。
イベント クラスは次のとおりです。

－ All：すべてのイベント クラス

－ auth：ユーザ認証

－ bridge：透過ファイアウォール

－ ca：PKI の認証局

－ config：コマンド インターフェイス

－ ha：フェールオーバー

－ ids：侵入検知システム

－ ip：IP スタック

－ np：ネットワーク プロセッサ

－ ospf：OSPF ルーティング

－ rip：RIP ルーティング

－ rm：リソース マネージャ

－ session：ユーザ セッション

－ snmp：SNMP

－ sys：システム

重大度レベルは次のとおりです。

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）
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－ Error（レベル 3、エラー条件）

－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

• Message IDs：フィルタに含めるシステム ログ メッセージ ID または ID の範囲（101001-101010
など）を一覧表示します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-12 の「Add/Edit Event List」を参照してください。

• P.13-14 の「Add/Edit Syslog Message ID Filter」を参照してください。

• P.13-15 の「Logging Filters」を参照してください。

Add/Edit Event List
Configuration > Properties > Logging > Event Lists > Add/Edit Event List
（このダイアログボックスへのパスは数種類あります。）

Add/Edit Event List ダイアログボックスでは、ログの宛先に送信するメッセージを指定する場合に使
用できるイベント リストを作成または編集できます。 メッセージ クラスおよび重大度、またはメッ
セージ ID に基づいてメッセージをフィルタリングするイベント リストを作成できます。

メッセージ クラスは、セキュリティ アプライアンスの機能に関連するシステム ログ メッセージの
グループです。 イベント リストを作成するとき、各メッセージを個々に指定するのではなく、メッ
セージのクラス全体を指定できます。 たとえば、ユーザ認証に関連したすべてのシステム ログ メッ
セージを選択するには、auth クラスを使用します。 

重大度は、ネットワークの通常機能でのイベントの相対重要性に基づいて、システム ログ メッセー
ジを定義します。 最も高い重大度は emergency で、リソースが使用不能になっていることを表しま
す。 最も低い重大度は debugging で、各ネットワーク イベントに関する詳細情報を提供します。 

メッセージ ID は、各メッセージを一意に識別する数値です。 システム ログ メッセージの範囲を識
別するには、101001-101010 など、イベント リストのメッセージ ID を使用できます。

フィールド

• Name：イベント リストの名前を入力します。

• Event Class：イベント クラスを一覧表示します。 イベント クラスは次のとおりです。

－ All：すべてのイベント クラス

－ auth：ユーザ認証

－ bridge：透過ファイアウォール

－ ca：PKI の認証局

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ config：コマンド インターフェイス

－ ha：フェールオーバー

－ ips：侵入防御サービス

－ ip：IP スタック

－ np：ネットワーク プロセッサ

－ ospf：OSPF ルーティング

－ rip：RIP ルーティング

－ rm：リソース マネージャ

－ session：ユーザ セッション

－ snmp：SNMP

－ sys：システム

• Severity：ロギング メッセージのレベルを一覧表示します。 重大度レベルは次のとおりです。

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）

－ Error（レベル 3、エラー条件）

－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

• Message IDs Filters：フィルタに含めるシステム ログ メッセージ ID またはシステム ログ メッ
セージ ID の範囲（101001-101010 など）を一覧表示します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit Syslog Message ID Filter
Configuration > Properties > Logging > Event Lists > Add/Edit Event List > 
Add/Edit Syslog Message ID Filter

Add/Edit Syslog Message ID Filter ダイアログボックスでは、イベント リストに含める 1 つ以上のシ
ステム ログ メッセージ ID を指定できます。

フィールド

• Message IDs：記録するシステム ログ メッセージ ID または ID の範囲を指定します。 範囲を指
定するには、ハイフンを使用します（101001-101010 など）。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Logging Filters
Configuration > Properties > Logging > Logging Filters

Logging Filters ペインでは、メッセージ フィルタをログの宛先に適用します。 ログの宛先に適用さ
れたフィルタにより、その宛先に送信するメッセージが選択されます。 

メッセージ クラスおよび重大度レベルに従ってメッセージをフィルタリングしたり、Event Lists ペ
インで作成可能なイベント リストを使用したりできます。 

フィールド

• Logging Destination：フィルタを適用できるロギングの宛先の名前を一覧表示します。 ロギング
の宛先は次のとおりです。

－ コンソール

－ セキュリティ アプライアンス

－ Syslog サーバ

－ SNMP トラップ

－ 電子メール

－ 内部バッファ

－ Telnet セッション

• Syslogs From All Event Classes：重大度、またはログの宛先へのメッセージのフィルタリングに
使用するイベント リストを一覧表示するか、すべてのイベント クラスに対してロギングをディ
セーブルにするかどうかを指定します。 

• Syslogs From Specific Event Classes：ログの宛先へのメッセージのフィルタリングに使用するイ
ベント クラスを一覧表示します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-16 の「Edit Logging Filters」を参照してください。

• P.13-14 の「Add/Edit Syslog Message ID Filter」を参照してください。

• P.13-17 の「Add/Edit Class and Severity Filter」を参照してください。

• P.13-11 の「Event Lists」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Edit Logging Filters
Configuration > Properties > Logging > Logging Filters > Edit Logging Filters

Edit Logging Filters ダイアログボックスでは、各ログの宛先にフィルタを適用したり、すでにログの
宛先に適用されたフィルタを編集したり、ログの宛先に対するフィルタをディセーブルにしたりで

きます。 

メッセージ クラスおよび重大度レベルに従ってメッセージをフィルタリングしたり、Event Lists ペ
インで作成可能なイベント リストを使用したりできます。 

フィールド

• Logging Destination：このフィルタに対してロギングの宛先を指定します。

• Filter on severity：重大度レベルに従って、システム ログ メッセージをフィルタリングします。 

－ Filter on severity：フィルタリングを行うシステム ログ メッセージのレベルを指定します。

• Use event list：このフィルタへのイベント リストの使用を指定します。

－ Use event：使用するイベント リストを指定します。

• New：新しいイベント リストを追加できます。

• Disable logging from all event classes：選択した宛先へのすべてのロギングをディセーブルにしま
す。

• Event Class：イベント クラスを指定します。 イベント クラスは次のとおりです。

－ All：すべてのイベント クラス

－ auth：ユーザ認証

－ bridge：透過ファイアウォール

－ ca：PKI の認証局

－ config：コマンド インターフェイス

－ ha：フェールオーバー

－ ids：侵入検知システム

－ ip：IP スタック

－ np：ネットワーク プロセッサ

－ ospf：OSPF ルーティング

－ rip：RIP ルーティング

－ rm：リソース マネージャ

－ session：ユーザ セッション

－ snmp：SNMP

－ sys：システム

• Severity：ロギング メッセージのレベルを指定します。 重大度レベルは次のとおりです。

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）

－ Error（レベル 3、エラー条件）

－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Class and Severity Filter
...Add Event List > Add/Edit Class and Severity Filter（このダイアログボックスへのパスは数種類あ
ります。）

Add/Edit Class and Severity Filter ダイアログボックスでは、メッセージのフィルタリングに使用する
メッセージ クラスおよび重大度レベルを指定します。

メッセージ クラスは、セキュリティ アプライアンスの機能に関連するシステム ログ メッセージの
グループです。 イベント リストを作成するとき、各メッセージを個々に指定するのではなく、メッ
セージのクラス全体を指定できます。 たとえば、ユーザ認証に関連したすべてのシステム ログ メッ
セージを選択するには、auth クラスを使用します。 

重大度は、ネットワークの通常機能でのイベントの相対重要性に基づいて、システム ログを定義し
ます。 最も高い重大度は emergency で、リソースが使用不能になっていることを表します。 最も低
い重大度は debugging で、各ネットワーク イベントに関する詳細情報を提供します。 

フィールド

• Event Class：イベント クラスを指定します。 イベント クラスは次のとおりです。

－ All：すべてのイベント クラス

－ auth：ユーザ認証

－ bridge：透過ファイアウォール

－ ca：PKI の認証局

－ config：コマンド インターフェイス

－ ha：フェールオーバー

－ ids：侵入検知システム

－ ip：IP スタック

－ np：ネットワーク プロセッサ

－ ospf：OSPF ルーティング

－ rip：RIP ルーティング

－ rm：リソース マネージャ

－ session：ユーザ セッション

－ snmp：SNMP

－ sys：システム

• Severity：ロギング メッセージのレベルを指定します。 重大度レベルは次のとおりです。

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）

－ Error（レベル 3、エラー条件）

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Syslog Message ID Filter
Configuration > Properties > Logging > Logging Filters > Edit Logging Filters > Add Event List > 
Add/Edit Syslog Message ID Filter

Add/Edit Syslog Message ID Filter ダイアログボックスでは、イベント リスト フィルタに含める個々
のシステム ログ メッセージ ID または ID の範囲を指定します。

フィールド

• Message IDs：システム ログ メッセージ ID または ID の範囲を指定します。 範囲を指定するに
は、ハイフンを使用します（101001-101010 など）。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Rate Limit
Configuration  > Features > Properties > Logging > Rate Limit

Rate Limit ペインでは、ファイアウォールが送信できるシステム ログ メッセージ数を指定します。
また、Logging Setup ペインを使用してロギングをイネーブルにする必要もあります。 メッセージ ロ
ギング レベルのレート制限を具体的に指定して、特定のメッセージのレートを制限することができ
ます。 レート レベルは、重大度レベルまたはメッセージ ID に適用されますが、宛先には適用され
ません。 したがって、レート制限は、すべての設定済み宛先に送信されるメッセージの量に影響を
与えます。

フィールド

syslog ロギング レベルのレート制限

• Logging Level：メッセージの重大度レベルを一覧表示します。 レベルは次のように定義されて
います。

－ Disabled（ロギングなし）

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）

－ Error（レベル 3、エラー条件）

－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

• No of Messages：送信されるメッセージ数を表示します。 メッセージ数を制限なしにするには、
Number of Messages フィールドと Time Interval フィールドの両方を空白のままにします。

• Interval (Seconds)：このロギング レベルで送信できるメッセージ数を制限するのに使用される
間隔を、秒数で表示します。 メッセージ数を制限なしにするには、Number of Messages と Time
Interval の両方を空白のままにします。

• Edit：Edit Rate Limit ダイアログボックスを開き、選択したロギング レベルのプロパティを編集
するには、テーブルからロギング レベルを選択し、このボタンをクリックします。

• 個別にレート制限された syslog メッセージ

－ Syslog ID：制限されているシステム ログ メッセージの ID を表示します。

－ Logging Level：メッセージの重大度レベルを表示します。 重大度レベルのリストについて
は、P.13-19 の「syslog ロギング レベルのレート制限」を参照してください。

－ No of Messages：指定された時間間隔に送信できるメッセージの最大数を表示します。 

－ Interval (Seconds)：システム ログ メッセージの制限に使用される間隔を秒数で表示します。 

－ Add：特定のメッセージのレートを制限するには、このボタンをクリックします。 

• Apply：変更内容をファイアウォールに送信し、実行中のコンフィギュレーションに適用しま
す。 File メニューを使用して、実行中のコンフィギュレーションを内部フラッシュ メモリ、TFTP
サーバ、またはフェールオーバー スタンバイ ファイアウォール装置に書き込みます。 

• Reset：変更内容を破棄し、開いたときに表示された値、または開いている間に最後に Refresh
をクリックしたときの値に戻します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-20 の「Edit Rate Limit for Syslog Logging」を参照してください。

• P.13-21 の「Add/Edit Rate Limit for Syslog Message」を参照してください。

Edit Rate Limit for Syslog Logging
Configuration  > Features > Properties > Logging > Edit Rate Limit for Syslog Logging Level

Edit Rate Limit for Syslog Logging Level ボックスでは、指定した時間間隔にファイアウォールが送信
できるメッセージ数を制限します。 

フィールド

syslog ロギング レベルのレート制限

• Logging Level：選択したメッセージの重大度レベルを表示します。 特定のメッセージ ID のレー
ト制限を変更すると、ロギング レベルを指定できる場合があります。 レベルは次のように定義
されています。

－ Disabled（ロギングなし）

－ Emergency（レベル 0、システムが使用不能）

－ Alert（レベル 1、即時対処が必要）

－ Critical（レベル 2、クリティカル条件）

－ Error（レベル 3、エラー条件）

－ Warning（レベル 4、警告条件）

－ Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）

－ Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）

－ Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

• No of Messages：このロギング レベルで送信可能なメッセージの最大数を指定します。

• Time Interval (seconds)：このロギングレベルでメッセージを制限するときに使用される時間を、
秒数で指定します。 

• OK：変更内容を受け入れて、前のペインに戻ります。

• Cancel：変更内容を破棄して、前のペインに戻ります。

• Help：詳細情報を表示します。

• Reset：変更内容を破棄し、開いたときに表示された値、または開いている間に最後に Refresh
をクリックしたときの値に戻します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Rate Limit for Syslog Message
Configuration  > Features > Properties > Logging > Rate Limit > Add/Edit Rate Limit for Syslog 
Message

Add/Edit Rate Limit for Syslog Message ダイアログボックスでは、レート制限を特定のシステム ログ
メッセージに割り当てることができます。

フィールド

• Syslog Message ID：制限するシステム ログ メッセージのメッセージ ID を指定します。 

• Number of Messages：指定された時間間隔にこのメッセージを送信できる最大回数を指定しま
す。 

• Time Interval：指定したメッセージの制限に使用される時間を秒数で指定します。 

（注） メッセージ数を制限なしにするには、Number of Messages と Time Interval の両方を空白のままにし
ます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Syslog Servers
Configuration > Properties > Logging > Syslog Servers

Syslog Servers ペインでは、セキュリティ アプライアンスがシステム ログ メッセージを送信する
syslog サーバを指定します。 定義した syslog サーバを使用するには、Logging Setup ペインを使用し
てロギングをイネーブルにし、Logging Filters ペインで適切な宛先をセットアップする必要があり
ます。

（注） コンテキストにつき、最大 4 つの syslog サーバをセットアップできます。

フィールド

• Interface：syslog サーバとの通信に使用するインターフェイスを表示します。

• IP Address：syslog サーバとの通信に使用されるインターフェイスの IP アドレスを表示します。

• Protocol/Port：syslog サーバがセキュリティ アプライアンスとの通信に使用するプロトコルおよ
びポートを表示します。 

• EMBLEM：メッセージをシスコ EMBLEM 形式（Protocol/Port で UDP が選択されている場合に
のみ使用可能）で記録するかどうかを指定します。 

• Queue Size：syslog サーバがビジー状態の場合、セキュリティ アプライアンスでキューに入れ
ることができるメッセージ数を指定します。 値がゼロの場合、キューに入れられるメッセージ
数に制限がないことを意味します。

• Allow user traffic to pass when TCP syslog server is down：syslog サーバがダウンしている場合に、
すべてのトラフィックを制限するかどうかを指定します。 

• Deny connection upon queue full：キューがいっぱいのとき（つまり、Queue Size で設定した制限
値に達したとき）に、接続を許可するかどうかを指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• P.13-23 の「Add/Edit Syslog Server」を参照してください。

• P.13-3 の「Logging Setup」を参照してください。

• P.13-15 の「Logging Filters」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit Syslog Server
Configuration > Properties > Logging > Syslog Servers > Add/Edit Syslog Server

Add/Edit Syslog Server ダイアログボックスでは、セキュリティ アプライアンスがシステム ログ メッ
セージを送信する syslog サーバを追加または編集できます。 定義した syslog サーバを使用するに
は、Logging Setup ペインでロギングをイネーブルにし、Logging Filters ペインでログの宛先に適切
なフィルタをセットアップする必要があります。

（注） コンテキストにつき、最大 4 つの syslog サーバをセットアップできます。

フィールド

• Interface：syslog サーバとの通信に使用するインターフェイスを指定します。

• IP Address：syslog サーバとの通信に使用する IP アドレスを指定します。

• Protocol：syslog サーバがセキュリティ アプライアンスとの通信に使用するプロトコル（TCP ま
たは UDP）を表示します。 

• Port：syslog サーバがセキュリティ アプライアンスとの通信に使用するポートを指定します。

• Log messages in Cisco EMBLEM format (UDP only)：メッセージをシスコ EMBLEM 形式
（Protocol で UDP が選択されている場合にのみ使用可能）で記録するかどうかを指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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14

ダイナミック ルーティングおよび
スタティック ルーティングの設定

Routing 領域では、スタティック ルートを編集し、セキュリティ アプライアンスがホストまたは
ネットワークを宛先としたネットワーク パケットを正しく転送できるようにします。 また、スタ
ティック ルートを使用して、ダイナミック ルートで検出されたメトリックより低いメトリックで
スタティック ルートを指定することで、このホストまたはネットワークに対して検出されたダイナ
ミック ルートを上書きできます。 ホストまたはネットワークにスタティック ルートを作成するに
は、選択したホストまたはネットワークを宛先としたパケットをセキュリティ アプライアンスが転
送する先の、ホップ ゲートウェイの IP アドレスおよびメトリックを定義する必要があります。 ま
た、1 つのホストまたはネットワークに対して複数のスタティック ルートを定義できます。

ここでは、次の項目について説明します。

• Dynamic Routing（P.14-2）

• スタティック ルート（P.14-30）

• ASR Group（P.14-36）

• Proxy ARPs（P.14-37）
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Dynamic Routing
Dynamic Routing 領域には、次の項目があります。

• OSPF

• RIP

OSPF
OSPF は、パスの選択に距離ベクトルではなくリンク状態を使用する内部ゲートウェイ ルーティン
グ プロトコルです。 OSPF は、ルーティング テーブル更新ではなくリンクステート アドバタイズメ
ントをプロパゲートします。 ルーティング テーブル全体ではなく、LSA だけが変更されるため、
OSPF ネットワークは、RIP ネットワークよりすばやく集約できます。

OSPF は、MD5 およびクリア テキスト ネイバー認証をサポートします。 OSPF と他のプロトコル
（RIP など）の間でのルート再配布は、攻撃者によるルーティング情報の悪用に使用される可能性が
あるため、すべてのルーティング プロトコルに可能な限り認証を使用する必要があります。 

NAT が使用されている場合、パブリック エリアおよびプライベート エリアで OSPF が実行されて
いる場合、およびアドレス フィルタリングが必須である場合、2 つの OSPF プロセスを実行する必
要があります。このとき、1 つはパブリック エリアのプロセス用、もう 1 つはプライベート エリア
のプロセス用になります。

複数のエリアにインターフェイスを持つルータは、Area Border Router（ABR; エリア境界ルータ）と
呼ばれます。 ゲートウェイとして動作し、OSPF を使用しているルータとルーティング プロトコル
を使用している他のルータとの間にトラフィックを再配布するルータは、Autonomous System
Boundary Router（ASBR; 自律システム境界ルータ）と呼ばれます。 

ABR は LSA を使用して、使用可能なルートに関する情報を他の OSPF ルータに送信します。 ABR
タイプ 3 LSA フィルタリングを使用すれば、セキュリティ アプライアンスが ABR として動作する
プライベート エリアおよびパブリック エリアを分けることができます。 タイプ 3 LSA（エリア間
ルート）は、あるエリアから別のエリアにフィルタリングできます。 このフィルタリングにより、
プライベート ネットワークをアドバタイズすることなく NAT と OSPF を一緒に使用できます。 

（注） フィルタリングできるのは、タイプ 3 LSA だけです。 セキュリティ アプライアンスを ASBR とし
てプライベート ネットワークで設定している場合、プライベート ネットワークを説明するタイプ
5 LSA が送信され、パブリック エリアを含む AS 全体に対してフラッディングされます。 

NAT は使用されているが、OSPF がパブリック エリアでのみ実行されている場合、パブリック ネッ
トワークへのルートは、プライベート ネットワーク内でデフォルトまたはタイプ 5 AS External LSA
として再配布できます。 ただし、セキュリティ アプライアンスで保護されているプライベート ネッ
トワークにスタティック ルートを設定する必要があります。 また、同一セキュリティ アプライアン
ス インターフェイス上にパブリック ネットワークとプライベート ネットワークを混在させないで
ください。

2 つの OSPF ルーティング プロセスと 1 つの RIP ルーティング プロセスをセキュリティ アプライ
アンスで同時に保持できます。

OSPF のイネーブル化および設定の詳細については、次の項目を参照してください。

• Setup

• Interface
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• Static Neighbor

• Virtual Link

• Filtering

• Redistribution

• Summary Address

Setup

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup

Setup ペインでは、OSPF プロセスをイネーブルにし、OSPF エリアおよびネットワークを設定して、
OSPF ルート集約を定義できます。 

これらのエリアの設定の詳細については、次の項目を参照してください。

• Setup > Process Instances タブ

• Setup > Area/Networks タブ

• Setup > Route Summarization タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Setup > Process Instances タブ

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup > Process Instancesタブ

OSPF プロセス インスタンスを 2 つまでイネーブルにできます。 各 OSPF プロセスは、独自の関連
エリアおよびネットワークを持ちます。 

フィールド

• OSPF Process 1 エリアおよび OSPF Process 2 エリア：各エリアには、特定の OSPF プロセスの
ための設定が含まれます。 

• Enable this OSPF Process：チェックボックスをオンにすると、OSPF プロセスをイネーブルにし
ます。 OSPF プロセスを削除するには、チェックボックスをオフにします。

• OSPF Process ID：OSPF プロセスの一意の数値 ID を入力します。 このプロセス ID は内部的に
使用され、他の OSPF デバイス上の OSPF プロセス ID に一致している必要はありません。有効
値の範囲は、1 ～ 65535 です。

• Advanced：Edit OSPF Process Advanced Properties ダイアログボックスが開きます。このダイア
ログボックスでは、Router ID、djacency Changes、Administrative Route Distances、Timers、およ
び Default Information Originate の各種設定を実行できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit OSPF Process Advanced Properties

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup > Process Instances > 
Edit OSPF Process Advanced Properties

Edit OSPF Process Advanced Properties ダイアログボックスでは、Router ID、Adjacency Changes、
Administrative Route Distances、Timers、および Default Information Originate 設定など、プロセス固有
の設定を編集できます。

フィールド

• OSPF Process：設定している OSPF プロセスを表示します。 この値は変更できません。

• Router ID：固定ルータ ID を使用するには、Router ID フィールドに IP アドレス形式でルータ ID
を入力します。 この値を空白にすると、セキュリティ アプライアンスで最高レベルの IP アドレ
スがルータ ID として使用されます。

• Ignore LSA MOSPF：このチェックボックスをオンにすると、セキュリティ アプライアンスが
タイプ 6（MOSPF）LSA パケットを受信したときのシステム ログ メッセージの送信を抑止し
ます。 デフォルトでは、この設定はオフになっています。

• RFC 1583 Compatible：このチェックボックスをオンにすると、RFC 1583 あたりのサマリー ルー
ト コストを計算します。このチェックボックスをオフにすると、RFC 2328 あたりのサマリー
ルート コストが計算されます。ルーティング ループが発生する可能性を最小限にするため、
OSPF ルーティング ドメインのすべての OSPF デバイスには、同じように RFC 互換性が設定さ
れている必要があります。この設定は、デフォルトでオンになっています。

• Adjacency Changes：隣接関係の変更を定義する設定が含まれます。隣接関係が変更されると、
システム ログ メッセージが送信されます。

－ Log Adjacency Changes：このチェックボックスをオンにすると、OSPF ネイバーが起動また
はダウンするたびにセキュリティ アプライアンスがシステム ログ メッセージを送信しま
す。 この設定は、デフォルトでオンになっています。

－ Log Adjacency Changes Detail：このチェックボックスをオンにすると、ネイバーが起動また
はダウンしたときだけでなく、状態の変更が発生するたびにセキュリティ アプライアンス
がシステム ログ メッセージを送信します。 デフォルトでは、この設定はオフになっていま
す。

• Administrative Route Distances：ルート タイプに基づくルートの管理ディスタンスの設定を含み
ます。

－ Inter Area：1 つのエリアから別のエリアへのすべてのルートの管理ディスタンスを設定し
ます。 有効値の範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト値は 100 です。

－ Intra Area：エリア内のすべてのルートの管理ディスタンスを設定します。 有効値の範囲は
1 ～ 255 です。デフォルト値は 100 です。

－ External：再配布を通じて取得される他のルーティング ドメインからのすべてのルートの
管理ディスタンスを設定します。 有効値の範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト値は 100 です。

• Timers：LSA ペーシングおよび SPF 計算タイマーの設定に使用する設定が含まれます。

－ SPF Delay Time：OSPF がトポロジーの変更を受信してから SPF の計算が開始されるまでの
時間を指定します。 有効値の範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルト値は 5 です。
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－ SPF Hold Time：連続する SPF 計算の間の保持時間を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 65534
です。デフォルト値は 10 です。

－ LSA Group Pacing：LSA がグループに収集され、更新、チェックサム、または時間経過す
る間隔を指定します。 有効値の範囲は 10 ～ 1800 です。デフォルト値は 240 です。

• Default Information Originate：ASBR がデフォルトの外部ルートを OSPF ルーティング ドメイン
に生成するときに使用する設定を含みます。 

－ Enable Default Information Originate：このチェックボックスをオンにすると、OSPF ルーティ
ング ドメインへのデフォルト ルートの生成をイネーブルにします。 

－ Always advertise the default route：このチェックボックスをオンにすると、デフォルト ルー
トを常にアドバタイズします。 デフォルトではオフになっています。

－ Metric Value：OSPF デフォルト メトリックを指定します。 有効値の範囲は 0 ～ 16777214 で
す。デフォルト値は 1 です。

－ Metric Type：OSPF ルーティング ドメインにアドバタイズされたデフォルト ルートに関連
付けられた外部リンク タイプを指定します。 有効値は 1 または 2 です。それぞれタイプ 1
またはタイプ 2 外部ルートを示します。デフォルト値は 2 です。

－ Route Map：（オプション）適用するルート マップの名前です。 ルート マップが確認された
場合、ルーティング プロセスではデフォルト ルートが生成されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Setup > Area/Networks タブ

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup > Area/Networks タブ

Area/Networks タブでは、セキュリティ アプライアンス上の各 OSPF プロセスのエリア、およびそ
こに含まれるネットワークが表示されます。

フィールド

• Area/Networks：各 OSPF プロセスに対して設定されたエリアおよびエリア ネットワークに関す
る情報を表示します。 このテーブルの行をダブルクリックすると、選択したエリアを対象とし
た Add/Edit OSPF Area ダイアログボックスが開きます。

－ OSPF Process：エリアの適用先である OSPF プロセスを表示します。

－ Area ID：エリア ID を表示します。

－ Area Type：エリア タイプを表示します。 エリア タイプは、通常、スタブ、NSSA のいずれ
かです。

－ Networks：エリア ネットワークを表示します。

－ Authentication：そのエリアに設定された認証タイプを表示します。 認証タイプは、None、
Password、MD5 のいずれかです。

－ Options：そのエリア タイプに設定されたオプションを表示します。 

－ Cost：そのエリアのデフォルト コストを表示します。

• Add：Add/Edit OSPF Area ダイアログボックスが開きます。 新しいエリア設定を追加する場合
は、このボタンを使用します。 
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• Edit：Add/Edit OSPF Area ダイアログボックスが開きます。 選択したエリアのパラメータを変更
する場合は、このボタンを使用します。

• Delete：選択したエリアを設定から削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit OSPF Area

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup > Area/Networks > Add/Edit OSPF Area

Add/Edit OSPF Area ダイアログボックスでは、エリア パラメータ、そのエリアに含まれるネット
ワーク、およびエリアに関連付けられた OSPF プロセスを定義します。

フィールド

• OSPF Process：新しいエリアを追加するときに、そのエリアが追加される OSPF プロセスの
OSPF プロセス ID を選択します。 セキュリティ アプライアンスでイネーブルになっている
OSPF プロセスが 1 つのみの場合は、デフォルトでそのプロセスが選択されています。 既存のエ
リアを編集する場合、OSPF プロセス ID は変更できません。

• Area ID：新しいエリアを追加するときに、エリア ID を入力します。エリア ID は、10 進数ま
たは IP アドレスのいずれかで指定できます。 有効な 10 進数値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。
既存のエリアを編集する場合、エリア ID は変更できません。

• Area Type：設定しているエリアのタイプに対する設定を含みます。 

－ Normal：エリアを標準 OSPF エリアとする場合に、このオプションを選択します。 最初に
エリアを設定するときは、デフォルトでこのオプションが選択されています。

－ Stub：このオプションを選択すると、エリアがスタブ エリアになります。 スタブ エリアは、
範囲外のルータまたはエリアを持つことができません。 スタブ エリアでは、AS External
LSA（タイプ 5 LSA）がスタブ エリアにフラッディングされないようになっています。 ス
タブ エリアを作成するとき、Summary チェックボックスをオフにすることでサマリー LSA
（タイプ 3 および 4）がそのエリアにフラッディングされないようにするオプションがあり
ます。

－ Summary：定義しているエリアがスタブ エリアのときにこのチェックボックスをオフにす
ると、LSA がスタブ エリアに送信されません。 このチェックボックスは、スタブ エリアの
デフォルトでオンになっています。

－ NSSA：エリアを not so stubby エリアにするには、このオプションを選択します。 NSSA は
タイプ 7 LSA を受け入れます。 NSSA エリアを作成するときに、Summary チェックボック
スをオフにすることでサマリー LSA がそのエリアにフラッディングされないようにする
オプションがあります。 また、Redistribute チェックボックスをオフにして Default
Information Originate をイネーブルにすることで、ルートの再配布をディセーブルにもでき
ます。

－ Redistribute：このチェックボックスをオフにすると、ルートは NSSA にインポートされま
せん。 このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。

－ Summary：定義しているエリアが NSSA のとき、このチェックボックスをオフにすると、
LSA がスタブ エリアに送信されません。 このチェックボックスは、NSSA のデフォルトで
オンになっています。 
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－ Default Information Originate：このチェックボックスをオンにすると、タイプ 7 デフォルト
を NSSA に生成します。 このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

－ Metric Value：デフォルト ルートの OSPF メトリック値を指定します。 有効値の範囲は 0 ～
16777214 です。デフォルト値は 1 です。

－ Metric Type：デフォルト ルートの OSPF メトリック タイプです。 選択肢は 1（タイプ 1）ま
たは 2（タイプ 2）です。デフォルト値は 2 です。

• Area Networks：OSPF エリアを定義するための設定を含みます。

－ Enter IP Address and Mask：そのエリア内のネットワークを定義するのに使用する設定を含
みます。

IP Address：そのエリアに追加するネットワークまたはホストの IP アドレスを入力します。
デフォルト エリアの作成には、0.0.0.0 およびネットマスク 0.0.0.0 を使用します。 0.0.0.0 は
1 つのエリアでのみ使用できます。
Netmask：エリアに追加する IP アドレスまたはホストのネットワーク マスクを選択します。
ホストを追加する場合、255.255.255.255 マスクを選択します。 

－ Add：Enter IP Address and Mask 領域で定義したネットワークをエリアに追加します。 追加
されたネットワークは、Area Networks テーブルに表示されます。

－ Delete：選択したネットワークを Area Networks テーブルから削除します。

－ Area Networks：そのエリアに対して定義されたネットワークを表示します。

IP Address：ネットワークの IP アドレスを表示します。
Netmask：ネットワークのネットワーク マスクを表示します。

• Authentication：OSPF エリア認証の設定を含みます。

－ None：このオプションを選択すると、OSPF エリア認証をディセーブルにします。これは
デフォルトの設定です。

－ Password：このオプションを選択すると、エリア認証にクリア テキスト パスワードを使用
します。 セキュリティが重要な場合、このオプションはお勧めできません。

－ MD5：MD5 認証を使用するには、このオプションを選択します。

• Default Cost：エリアのデフォルト コストを指定します。 有効値の範囲は 0 ～ 65535 です。デ
フォルト値は 1 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Setup > Route Summarization タブ

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup > Route Summarizationタブ

OSPF では、ABR が 1 つのエリアから別のエリアにネットワークをアドバタイズします。あるエリ
アにおいて連続する複数のネットワーク番号が割り当てられている場合、指定された範囲に含まれ

るエリア内の個別のネットワークをすべてカバーするサマリー ルートをアドバタイズするように
ABR を設定できます。 OSPF エリアに再配布されている外部ルートのサマリー アドレスを定義する
には、「Summary Address」を参照してください。
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フィールド

• Route Summarization：セキュリティ アプライアンスで定義されたルート集約についての情報を
表示します。 このテーブルの行をダブルクリックすると、選択したルート集約を対象とした
Add/Edit Route Summarization ダイアログボックスが開きます。

－ OSPF Process：ルート集約に関連付けられた OSPF プロセスの OSPF プロセス ID を表示し
ます。

－ Area ID：ルート集約に関連付けられたエリアを表示します。

－ IP Address：サマリー アドレスを表示します。

－ Network Mask：サマリー マスクを表示します。

－ Advertise：アドレスとマスクのペアに一致するときにルート集約がアドバタイズされる場
合は「yes」、アドレスとマスクのペアに一致するときにルート集約が抑止される場合は
「no」を表示します。

• Add：Add/Edit Route Summarization ダイアログボックスが開きます。 新しいルート集約を定義す
るには、このボタンを使用します。 

• Edit：Add/Edit Route Summarization ダイアログボックスが開きます。 選択したルート集約のパラ
メータを変更するには、このボタンを使用します。

• Delete：選択したルート集約を設定から削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Route Summarization

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Setup > Route Summarization > 
Add/Edit Route Summarization

新しいエントリを Route Summarization テーブルに追加するには、Add Route Summarization ダイアロ
グボックスを使用します。 既存のエントリを変更するには、Edit Route Summarization ダイアログ
ボックスを使用します。

フィールド

• OSPF Process：ルート集約を適用する OSPF プロセスを選択します。 既存のルート集約エントリ
を編集するときは、この値を変更できません。

• Area ID：ルート集約を適用するエリア ID を選択します。 既存のルート集約エントリを編集す
るときは、この値を変更できません。

• IP Address：集約するルートのネットワーク アドレスを入力します。

• Network Mask：リストから共通ネットワーク マスクの 1 つを選択するか、フィールドにマスク
を入力します。

• Advertise：このチェックボックスをオンにすると、アドレス範囲ステータスを「アドバタイズ」
に設定します。 これによって、タイプ 3 サマリー LSA が生成されます。 指定したネットワーク
のタイプ 3 サマリー LSA を抑止するには、このチェックボックスをオフにします。 このチェッ
クボックスは、デフォルトでオンになっています。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Filtering

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Filtering

Filtering ペインでは、各 OSPF プロセスに設定された ABR タイプ 3 LSA フィルタを表示します。 

ABR タイプ 3 LSA フィルタにより、指定したプレフィックスのみを 1 つのエリアから別のエリア
に送信し、その他すべてのプレフィックスを制限できます。 このタイプのエリア フィルタリング
は、特定の OSPF エリアから特定の OSPF エリアに、または OSPF エリアから同一の OSPF エリア
に同時に適用できます。 

利点

OSPF ABR タイプ 3 LSA フィルタリングにより、OSPF エリア間のルート配布を詳細に制御できま
す。

制約事項

ABR から発信されたタイプ 3 LSA のみがフィルタリングされます。

フィールド

Filtering テーブルには、次の情報が表示されます。 テーブル エントリをダブルクリックすると、選
択したエントリを対象とした Add/Edit Filtering Entry ダイアログボックスが開きます。

• OSPF Process：フィルタ エントリに関連付けられた OSPF プロセスを表示します。

• Area ID：フィルタ エントリに関連付けられたエリアの ID を表示します。

• Filtered Network：フィルタリングされているネットワーク アドレスを表示します。

• Traffic Direction：OSPF エリアに着信する LSA にフィルタ エントリが適用される場合「Inbound」
を、OSPF エリアから発信される LSA に適用される場合は「Outbound」を表示します。

• Sequence #：フィルタ エントリのシーケンス番号を表示します。 複数のフィルタが LSA に適用
されているとき、最も低いシーケンス番号のフィルタが使用されます。

• Action：フィルタに一致する LSA が許可される場合は「Permit」を、フィルタに一致する LSA
が拒否される場合は「Deny」を表示します。

• Lower Range：照合される最小プレフィックス長を表示します。 

• Upper Range：照合される最大プレフィックス長を表示します。

Filtering テーブルのエントリでは、次のアクションを実行できます。

• Add：新しいエントリを Filter テーブルに追加するための Add/Edit Filtering Entry ダイアログボッ
クスが開きます。

• Edit：選択したフィルタを変更するための Add/Edit Filtering Entry ダイアログボックスが開きま
す。

• Delete：選択したフィルタを Filter テーブルから削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Filtering Entry

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Filtering > Add/Edit Filtering Entry

Add/Edit Filtering Entry ダイアログボックスでは、新しいフィルタを Filter テーブルに追加するか、
既存のフィルタを変更できます。 既存のフィルタを編集するとき、一部のフィルタ情報は変更でき
ません。

フィールド

• OSPF Process：フィルタ エントリに関連付けられた OSPF プロセスを選択します。 既存のフィ
ルタ エントリを編集している場合、この設定は変更できません。

• Area ID：フィルタ エントリに関連付けられたエリアの ID を選択します。 既存のフィルタ エン
トリを編集している場合、この設定は変更できません。

• Filtered Network：CIDR 表記（a.b.c.d/m）を使用して、フィルタリングしているネットワークの
アドレスおよびマスクを入力します。 

• Traffic Direction：フィルタリングされているトラフィックの方向を選択します。 OSPF エリアに
着信する LSA をフィルタリングするには「Inbound」を、OSPF エリアから発信される LSA を
フィルタリングするには「Outbound」を選択します。 既存のフィルタ エントリを編集している
場合、この設定は変更できません。

• Sequence #：フィルタのシーケンス番号を入力します。 有効値の範囲は 1 ～ 4294967294 です。
複数のフィルタが LSA に適用されているとき、最も低いシーケンス番号のフィルタが使用され
ます。

• Action：LSA トラフィックを許可する場合は「Permit」を、LSA トラフィックをブロックする
場合は「Deny」を選択します。

• Optional：フィルタのオプション設定を含みます。

－ Lower Range：照合される最小プレフィックス長を指定します。 この設定の値は、Filtered
Network フィールドに入力したネットワーク マスクの長さより大きく、Upper Range フィー
ルドに入力した値がある場合は、その値と同じか小さい必要があります。

－ Upper Range：照合される最大プレフィックス長を入力します。 この設定の値は、Lower
Range フィールドに入力した値がある場合は、その値と同じかより大きい必要があります。
Lower Range フィールドを空白のままにした場合は、Filtered Network フィールドに入力し
たネットワーク マスク長の長さより大きい必要があります。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。
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Interface

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Interface 

Interface ペインでは、インターフェイス固有の OSPF 認証ルーティング プロパティを設定できます。
これらのプロパティの設定の詳細については、次の項目を参照してください。

• Interface > Authentication タブ

• Interface > Properties タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Interface > Authentication タブ

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Interface > Authenticationタブ

Authentication タブでは、セキュリティ アプライアンス インターフェイスの OSPF 認証情報が表示
されます。

フィールド

• Authentication Properties：セキュリティ アプライアンス インターフェイスの認証情報を表示し
ます。 このテーブルの行をダブルクリックすると、選択したインターフェイスを対象とした
Edit OSPF Interface Properties ダイアログボックスが開きます。

－ Interface：インターフェイス名を表示します。

－ Authentication Type：インターフェイスでイネーブルになっている OSPF 認証のタイプを表
示します。認証タイプは、次のいずれかです。

None：OSPF 認証はディセーブルです。
Password：クリア テキスト パスワード認証がイネーブルです。
MD5：MD5 認証がイネーブルです。

Area：エリアに指定した認証タイプがインターフェイス上でイネーブルです。 インター
フェイスでは、エリア認証がデフォルト値です。 ただし、エリア認証はデフォルトでディ
セーブルです。 したがって、それ以前にエリア認証タイプを指定していない限り、エリア
認証が表示されているインターフェイスでは、認証がディセーブルになっています。

• Edit：選択したインターフェイスを対象とした Edit OSPF Interface Properties ダイアログボック
スが開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Edit OSPF Interface Authentication

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Interface > Authentication > 
Edit OSPF Interface Authentication

Edit OSPF Interface Authentication ダイアログボックスでは、選択したインターフェイスの OSPF 認
証タイプおよびパラメータを設定できます。

フィールド

• Interface：認証を設定するインターフェイスの名前を表示します。 このフィールドは編集できま
せん。

• Authentication：OSPF 認証オプションを含みます。

－ None：このオプションを選択すると、OSPF 認証をディセーブルにします。

－ Password：クリア テキスト パスワード認証を使用するには、このオプションを選択しま
す。 セキュリティが重要な場合、このオプションはお勧めできません。

－ MD5：MD5 認証を使用するには、このオプションを選択します（推奨）。

－ Area：（デフォルト）エリアに指定された認証タイプを使用するには、このオプションを選
択します（エリア認証の設定の詳細については、「Add/Edit OSPF Area」を参照してくださ
い）。エリア認証はデフォルトでディセーブルになっています。 したがって、それ以前にエ
リア認証タイプを指定していない限り、エリア認証を設定するインターフェイスでは、設

定するまで認証がディセーブルになっています。

• Authentication Password：パスワード認証がイネーブルになっているとき、パスワードの入力の
ための設定が含まれます。

－ Enter Password：8 文字までのテキスト文字列を入力します。 

－ Re-enter Password：パスワードを再入力します。

• MD5 IDs and Keys：MD5 認証がイネーブルになっているとき、MD5 キーおよびパラメータの
入力のための設定が含まれます。 OSPF 認証を使用しているインターフェイス上のすべてのデ
バイスが、同じ MD5 キーおよび ID を使用する必要があります。

－ Enter MD5 ID and Key：MD5 キー情報を入力するための設定が含まれます。

Key ID：数字キー ID を入力します。有効値の範囲は 1 ～ 255 です。
Key：16 バイトまでの英数字の文字列です。

－ Add：指定した MD5 キーを MD5 ID および Key テーブルに追加します。

－ Delete：選択した MD5 キーおよび ID を MD5 ID および Key テーブルから削除します。

－ MD5 ID and Key：設定済みの MD5 キーおよびキー ID を表示します。

Key ID：選択したキーのキー ID を表示します。 
Key：選択したキー ID のキーを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Interface > Properties タブ

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Interface > Propertiesタブ

Properties タブでは、テーブル形式で各インターフェイスに定義された OSPF プロパティが表示され
ます。

フィールド

• OSPF Interface Properties：インターフェイス固有の OSPF プロパティを表示します。 このテーブ
ルの行をダブルクリックすると、選択したインターフェイスを対象とした Edit OSPF Interface
Properties ダイアログボックスが開きます。

－ Interface：OSPF 設定が適用されるインターフェイスの名前を表示します。

－ Broadcast：インターフェイスが非ブロードキャスト（ポイントツーポイント）に設定され
ている場合、「No」を表示します。 インターフェイスがブロードキャストに設定されている
場合は「Yes」を表示します。 「Yes」は、イーサネット インターフェイスのデフォルト設
定です。

－ Cost：インターフェイスを介したパケットの送信のコストを表示します。

－ Priority：インターフェイスに割り当てられた OSPF 優先順位を表示します。

－ MTU Ignore：MTU ミスマッチ検出がイネーブルになっている場合、「No」を表示します。
MTU ミスマッチ検出がディセーブルになっている場合は「Yes」を表示します。 

－ Database Filter：同期化およびフラッディングの間に発信 LSA がフィルタリングされる場
合、「Yes」を表示します。 フィルタリングがイネーブルでない場合は「No」を表示します。

• Edit：選択したインターフェイスを対象とした Edit OSPF Interface Properties ダイアログボック
スを開きます。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit OSPF Interface Properties

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Interface > Properties > 
Edit OSPF Interface Properties

フィールド

• Interface：OSPF プロパティを設定するインターフェイスの名前を表示します。 このフィールド
は編集できません。

• Broadcast：このチェックボックスをオンにすると、インターフェイスがブロードキャスト イン
ターフェイスであることを指定します。 このチェックボックスは、イーサネット インターフェ
イスのデフォルトでオンになっています。 インターフェイスをポイントツーポイント、非ブ
ロードキャスト インターフェイスとして指定するには、このチェックボックスをオフにしま
す。 インターフェイスをポイントツーポイント、非ブロードキャストとして指定すると、OSPF
ルートが VPN トンネルで送信されます。

インターフェイスをポイントツーポイント、非ブロードキャストとして設定すると、次の制限

が適用されます。

－ インターフェイスに定義できるネイバーは 1 つのみです。 

－ ネイバーは手動で設定する必要があります（「Static Neighbor」を参照）。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ 暗号化エンドポイントを指定しているスタティック ルートを定義する必要があります
（「Static Routes」を参照）。

－ トンネル経由の OSPF がインターフェイス上で実行されている場合、アップストリーム
ルータを使用した通常の OSPF は、同一インターフェイス上で実行できません。

－ OSPF の更新が VPN トンネルを通過するように OSPF ネイバーを指定する前に、暗号マッ
プをインターフェイスにバインドする必要があります。 OSPF ネイバーを指定した後で暗
号マップをインターフェイスにバインドする場合は、clear local-host all コマンドを使用し
て OSPF 接続をクリアし、OSPF の隣接関係が VPN トンネル経由で確立されるようにしま
す。

• Cost：インターフェイスを介したパケット送信のコストを指定します。デフォルト値は 10 です。

• Priority：OSPF ルータの優先順位を指定します。 2 つのルータがネットワークに接続している場
合、両方が代表ルータになろうとします。 ルータ優先順位の高いデバイスが代表ルータになり
ます。 ルータ優先順位が同じ場合は、ルータ ID が高い方が代表ルータになります。 

この設定の有効値の範囲は、0 ～ 255 です。デフォルト値は 1 です。この設定に 0 を入力する
と、適切でないルータが代表ルータになったり、代表ルータのバックアップが行われたりしま

す。 この設定は、ポイントツーポイント、非ブロードキャスト インターフェイスとして設定さ
れているインターフェイスには適用されません。

• MTU Ignore：OSPF は、ネイバーが共通インターフェイスで同じ MTU を使用しているかどうか
をチェックします。 このチェックは、ネイバーが DBD パケットを交換したときに実行されま
す。 DBD パケットで受信される MTU が受信インターフェイスで設定された IP MTU より高い
場合、OSPF 隣接関係は確立されません。

• Database Filter：このチェックボックスをオンにすると、同期化およびフラッディングの間に発
信 LSA インターフェイスをフィルタリングします。 デフォルトでは、OSPF は、LSA が到達す
るインターフェイスを除き、同一エリア内のすべてのインターフェイスで新しい LSA をフラッ
ディングします。 完全メッシュ化トポロジでは、この設定が帯域幅を無駄にして、過剰なリン
クおよび CPU の使用につながることがあります。 このチェックボックスをオンにすることで、
選択したインターフェイスでの OSPF LSA のフラッディングを防ぎます。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit OSPF Interface Advanced Properties

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Interface > Properties > 
Edit OSPF Interface Properties > Edit OSPF Interface Advanced Properties

Edit OSPF Interface Advanced Properties ダイアログボックスでは、OSPF の hello 間隔、再送信間隔、
送信遅延、dead 間隔の値を変更できます。 通常は、ネットワーク上で OSPF の問題が発生した場合
にのみ、これらの値をデフォルトから変更する必要があります。

フィールド

• Hello Interval：hello パケットがインターフェイスで送信される間隔を秒数で指定します。 hello
間隔が小さいほど、トポロジの変更が速く検出されますが、インターフェイス上にはより多く

のトラフィックが送信されることになります。 この値は、すべてのルータに対して同じで、特
定のインターフェイス上でサーバにアクセスする必要があります。有効値の範囲は 1 ～ 65535
秒です。デフォルト値は、10 秒です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Retransmit Interval：インターフェイスに属する隣接関係の LSA 再送信の間隔を秒数で指定しま
す。 ルータが LSA をネイバーに送信するとき、確認応答メッセージを受信するまで LSA を保
持します。 ルータが確認応答を受信しない場合、LSA を再送信します。 この値の設定は慎重に
行ってください。不要な再送信につながることがあります。 値は、シリアル回線と仮想リンク
に対して十分な大きさにしてください。有効値の範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は、
5 秒です。

• Transmit Delay：インターフェイス上で LSA パケットを送信するのに必要な予想時間を秒数で
指定します。 更新パケットの LSA は、送信前にこのフィールドで指定された時間により、有効
期限が長くなります。 リンクでの送信前に遅延が追加されない場合、LSA がリンクでプロパ
ゲートする時間は考慮されません。 割り当てられた値では、インターフェイスの送信およびプ
ロパゲート遅延を考慮に入れる必要があります。 この設定は、超低速リンクで顕著に現れます。
有効値の範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は、1 秒です。

• Dead Interval：hello パケットが受信されず、ネイバーがルータのダウンを宣言する間隔を秒数
で指定します。 有効値の範囲は、1 ～ 65535 です。この設定のデフォルト値は、Hello Interval
フィールドで設定した間隔の 4 倍です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Redistribution

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Redistribution

Redistribution ペインでは、あるルーティング ドメインから別のルーティング ドメインへルートが
再配布されるときのルールを表示します。 

フィールド

Redistribution テーブルには、次の情報が表示されます。 テーブル エントリをダブルクリックすると、
選択したエントリを対象とした Add/Edit OSPF Redistribution Entry ダイアログボックスが開きます。

• OSPF Process：ルート再配布エントリに関連付けられた OSPF プロセスを表示します。

• Protocol：ルートの再配布元であるソース プロトコルを表示します。 有効なエントリは次のとお
りです。

－ Static：ルートはスタティック ルートです。

－ Connected：インターフェイス上で IP をイネーブルにしたことで、ルートが自動的に確立
されました。 これらのルートは、AS の外部として再配布されます。

－ OSPF：ルートは、別のプロセスからの OSPF ルートです。

• Match：あるルーティング プロトコルから別のルーティング プロトコルにルートが再配布され
るときに使用する条件を表示します。

• Subnets：サブネットされたルートが再配布される場合、「Yes」を表示します。 サブネットされ
ていないルートだけが再配布される場合は何も表示しません。

• Metric Value：ルートに使用されるメトリックを表示します。 デフォルトのメトリックを使用す
る場合、再配布エントリに対してこのカラムは空白です。

• Metric Type：メトリックがタイプ 1 外部ルートの場合は「1」を、メトリックがタイプ 2 外部
ルートの場合は「2」を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Tag Value：各外部ルートに付加される 32 ビットの 10 進数値です。 この値を OSPF 自身が使用
することはありません。 ASBR 間の情報の通信に使用されます。有効値の範囲は 0 ～
4294967295 です。

• Route Map：再配布エントリに適用されるルート マップの名前を表示します。

Redistribution テーブル エントリでは次のアクションを実行できます。

• Add：新しい再配布エントリを追加するための Add/Edit OSPF Redistribution Entry ダイアログ
ボックスが開きます。

• Edit：選択した再配布エントリを変更するための Add/Edit OSPF Redistribution Entry ダイアログ
ボックスが開きます。

• Delete：選択した再配布エントリを Redistribution テーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit OSPF Redistribution Entry

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Redistribution > 
Add/Edit OSPF Redistribution Entry

Add/Edit OSPF Redistribution Entry ダイアログボックスでは、Redistribution テーブルに新しい再配布
ルールを追加したり、既存の再配布ルールを編集したりできます。 既存の再配布ルールを編集する
とき、一部の再配布ルール情報は変更できません。

フィールド

• OSPF Process：ルート再配布エントリに関連付けられた OSPF プロセスを選択します。 既存の再
配布ルールを編集している場合、この設定は変更できません。

• Protocol：ルートの再配布元であるソース プロトコルを選択します。次のいずれかのオプショ
ンを選択できます。

－ Static：ルートはスタティック ルートです。

－ Connected：インターフェイス上で IP をイネーブルにしたことで、ルートが自動的に確立
されました。 接続済みルートは、AS の外部として再配布されます。

－ OSPF：ルートは、別のプロセスからの OSPF ルートです。 

OSPF：再配布されるルートの OSPF プロセス ID を選択します。
• Match：あるルーティング プロトコルから別のルーティング プロトコルにルートが再配布され
るときに使用する条件を表示します。 ルートが再配布されるには、選択した条件に一致する必
要があります。 次の一致条件から 1 つまたは複数を選択できます。

－ Internal：特定の AS に対してルートは内部的です。

－ External 1：ルートは自律システムに対して外部的ですが、タイプ 1 外部ルートとして OSPF
にインポートされます。

－ External 2：ルートは自律システムに対して外部的ですが、タイプ 2 外部ルートとして OSPF
にインポートされます。

－ NSSA External 1：ルートは自律システムに対して外部的ですが、タイプ 1 NSSA ルートと
して OSPF にインポートされます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ NSSA External 2：ルートは自律システムに対して外部的ですが、タイプ 2 NSSA ルートと
して OSPF にインポートされます。

• Metric Value：再配布するルートのメトリック値を指定します。 有効値の範囲は 1 ～ 16777214 で
す。同じデバイス上で、ある OSPF プロセスから別の OSPF プロセスに再配布を行うとき、メ
トリック値が指定されていない場合は、あるプロセスから別のプロセスにメトリック値が引き

継がれます。 別のプロセスから 1 つの OSPF プロセスに再配布するとき、メトリック値が指定
されていない場合のデフォルト値は 20 です。 

• Metric Type：メトリックがタイプ 1 外部ルートである場合は「1」を、メトリックがタイプ 2 外
部ルートである場合は「2」を選択します。

• Tag Value：タグ値は、各外部ルートに付加される 32 ビットの 10 進数値です。 この値を OSPF
自身が使用することはありません。 ASBR 間の情報の通信に使用されます。有効値の範囲は 0
～ 4294967295 です。

• Use Subnets：このチェックボックスをオンにして、サブネットされたルートの再配布をイネー
ブルにします。 サブネットされていないルートのみを再配布するには、このチェックボックス
をオフにします。

• Route Map：再配布エントリに適用されるルート マップの名前を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Static Neighbor

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Static Neighbor

Static Neighbor ペインでは、手動で定義されたネイバーが表示されます。検出されたネイバーは表
示されません。 

ポイントツーポイント、非ブロードキャスト インターフェイスのそれぞれに、スタティック ネイ
バーを定義する必要があります。 また、Static Neighbor テーブルにある各スタティック ネイバーに
対してスタティック ルートを定義する必要もあります。

フィールド

• Static Neighbor：各 OSPF プロセスに定義されたスタティック ネイバーの情報を表示します。 こ
のテーブルの行をダブルクリックすると、Add/Edit OSPF Neighbor Entry ダイアログボックスが
開きます。

－ OSPF Process：スタティック ネイバーに関連付けられた OSPF プロセスを表示します。

－ Neighbor：スタティック ネイバーの IP アドレスを表示します。

－ Interface：スタティック ネイバーに関連付けられたインターフェイスを表示します。

• Add：Add/Edit OSPF Neighbor Entry ダイアログボックスが開きます。 このボタンを使用して、新
しいスタティック ネイバーを定義します。

• Edit：Add/Edit OSPF Neighbor Entry ダイアログボックスが開きます。 このボタンを使用して、ス
タティック ネイバーの設定を変更します。 

• Delete：選択したエントリを Static Neighbor テーブルから削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit OSPF Neighbor Entry

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Static Neighbor > 
Add/Edit OSPF Neighbor Entry

Add/Edit OSPF Neighbor Entry ダイアログボックスでは、新しいスタティック ネイバーを定義する
か、既存のスタティック ネイバーの情報を変更できます。

ポイントツーポイント、非ブロードキャスト インターフェイスのそれぞれに、スタティック ネイ
バーを定義する必要があります。

制約事項

• 異なる 2 つの OSPF プロセスに対して同じスタティック ネイバーを定義できません。

• 各スタティック ネイバーにスタティック ルートを定義する必要があります（「Static Routes」を
参照）。

フィールド

• OSPF Process：スタティック ネイバーに関連付けられた OSPF プロセスを選択します。 既存の
スタティック ネイバーを編集している場合、この値は変更できません。

• Neighbor：スタティック ネイバーの IP アドレスを入力します。

• Interface：スタティック ネイバーに関連付けられたインターフェイスを選択します。 既存のス
タティック ネイバーを編集している場合、この値は変更できません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Summary Address

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Summary Address

Summary Address ペインでは、各 OSPF ルーティング プロセスに設定されたサマリー アドレスに関
する情報を表示します。

他のルーティング プロトコルから取得したルートは、集約が可能です。 サマリーのアドバタイズに
使用されるメトリックは、すべての特定ルートの中で最も小さいメトリックです。サマリー ルート
は、ルーティング テーブルのサイズを減らすのに役立ちます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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OSPF でサマリー ルートを使用すると、このアドレスでカバーされる再配布ルートすべての集約と
して、1 つの外部ルートが OSPF ASBR からアドバタイズされます。 OSPF に再配布される他のルー
ティング プロトコルからのルートのみ集約可能です。 

フィールド

Summary Address テーブルには、次の情報が表示されます。 テーブルのエントリをダブルクリック
すると、選択したエントリを対象とした Add/Edit OSPF Summary Address Entry ダイアログボックス
が開きます。

• OSPF Process：サマリー アドレスに関連付けられた OSPF プロセスを表示します。

• IP Address：サマリー アドレスの IP アドレスを表示します。

• Netmask：サマリー アドレスのネットワーク マスクを表示します。

• Advertise：サマリー ルートがアドバタイズされる場合は「Yes」を表示します。 サマリー ルー
トがアドバタイズされない場合は「No」を表示します。

• Tag：各外部ルートに付加される 32 ビットの 10 進数値を表示します。 この値を OSPF 自身が使
用することはありません。 ASBR 間の情報の通信に使用されます。 

Summary Address テーブルのエントリでは、次のアクションを実行できます。

• Add：新しいサマリー アドレス エントリを追加するための Add/Edit OSPF Summary Address 
Entry ダイアログボックスが開きます。

• Edit：選択したエントリを対象とした Add/Edit OSPF Summary Address Entry ダイアログボック
スが開きます。

• Delete：選択したサマリー アドレス エントリを Summary Address テーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit OSPF Summary Address Entry

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Summary Address > 
Add/Edit OSPF Summary Address Entry

Add/Edit OSPF Summary Address Entry ダイアログボックスでは、Summary Address テーブルに新しい
エントリを追加したり、Summary Address テーブルの既存のエントリを変更したりできます。 既存
のエントリを編集するとき、一部のサマリー アドレス情報は変更できません。

フィールド

• OSPF Process：サマリー アドレスに関連付けられた OSPF プロセスを選択します。 既存のエン
トリを編集するときは、この情報を変更できません。

• IP Address：サマリー アドレスの IP アドレスを入力します。 既存のエントリを編集するときは、
この情報を変更できません。

• Netmask：サマリー アドレスのネットワーク マスクを入力するか、共通マスクのリストから
ネットワーク マスクを選択します。 既存のエントリを編集するときは、この情報を変更できま
せん。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Advertise：このチェックボックスをオンにすると、サマリー ルートをアドバタイズします。 サ
マリー アドレスになるルートを抑止するには、このチェックボックスをオフにします。 デフォ
ルトでは、チェックボックスがオンになっています。

• Tag：（オプション）タグ値は、各外部ルートに付加される 32 ビットの 10 進数値です。 この値
を OSPF 自身が使用することはありません。 ASBR 間の情報の通信に使用されます。有効値の
範囲は 0 ～ 4294967295 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Virtual Link

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Virtual Link

OSPF ネットワークにエリアを追加し、そのエリアをバックボーン エリアに直接接続することがで
きない場合、仮想リンクを作成する必要があります。 仮想リンクは、通過エリアと呼ばれる共通エ
リアを持つ 2 つの OSPF デバイスを接続します。 いずれかの OSPF デバイスがバックボーン エリア
に接続されている必要があります。 

フィールド

Virtual Link テーブルには、次の情報が表示されます。 テーブルのエントリをダブルクリックすると、
選択したエントリを対象とした Add/Edit Virtual Link ダイアログボックスが開きます。

• OSPF Process：仮想リンクに関連付けられた OSPF プロセスを表示します。

• Area ID：通過エリアの ID を表示します。 

• Peer Router ID：仮想リンク ネイバーのルータ ID を表示します。

• Authentication：仮想リンクが使用する認証のタイプを表示します。

－ None：認証は使用されません。

－ Password：クリア テキスト パスワード認証が使用されます。

－ MD5：MD5 認証が使用されます。

Virtual Link テーブルのエントリでは、次のアクションを実行できます。

• Add：新しいエントリを Virtual Link テーブルに追加するための Add/Edit Virtual Link ダイアロ
グボックスが開きます。

• Edit：選択したエントリを対象とした Add/Edit Virtual Link ダイアログボックスが開きます。 

• Delete：選択したエントリを Virtual Link テーブルから削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Virtual Link

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Virtual Link > Add/Edit Virtual Link

Add/Edit Virtual Link ダイアログボックスでは、新しい仮想リンクの定義や、既存の仮想リンクのプ
ロパティの変更が実行できます。

フィールド

• OSPF Process：仮想リンクに関連付けられた OSPF プロセスを選択します。 既存の仮想リンクを
編集している場合、この値は変更できません。

• Area ID：ネイバー OSPF デバイスと共有するエリアを選択します。 NSSA エリアまたはスタブ
エリアを選択することはできません。 既存の仮想リンクを編集している場合、この値は変更で
きません。

• Peer Router ID：仮想リンク ネイバーのルータ ID を入力します。 既存の仮想リンクを編集して
いる場合、この値は変更できません。

• Advanced：Advanced OSPF Virtual Link Properties ダイアログボックスが開きます。 このエリアに
ある仮想リンクに対して、OSPF プロパティを設定できます。 プロパティには、認証およびパ
ケット間隔設定が含まれます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Advanced OSPF Virtual Link Properties

Configuration > Routing > Dynamic Routing > OSPF > Virtual Link > Add/Edit Virtual Link > 
Advanced OSPF Virtual Link Properties

Advanced OSPF Virtual Link Properties ダイアログボックスでは、OSPF 認証およびパケット間隔を設
定できます。

フィールド

• Authentication：OSPF 認証オプションを含みます。

－ None：OSPF 認証をディセーブルにするには、このオプションを選択します。

－ Password：クリア テキスト パスワード認証を使用するには、このオプションを選択しま
す。 セキュリティが重要な場合、このオプションはお勧めできません。

－ MD5：MD5 認証を使用するには、このオプションを選択します（推奨）。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 14章      ダイナミック ルーティングおよびスタティック ルーティングの設定
Dynamic Routing

14-22
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Authentication Password：パスワード認証がイネーブルになっているとき、パスワードの入力の
ための設定が含まれます。

－ Enter Password：8 文字までのテキスト文字列を入力します。 

－ Re-enter Password：パスワードを再入力します。

• MD5 IDs and Keys：MD5 認証がイネーブルになっているとき、MD5 キーおよびパラメータの
入力のための設定が含まれます。 OSPF 認証を使用しているインターフェイス上のすべてのデ
バイスが、同じ MD5 キーおよび ID を使用する必要があります。

－ Enter MD5 ID and Key：MD5 キー情報を入力するための設定が含まれます。

Key ID：数字キー ID を入力します。有効値の範囲は 1 ～ 255 です。

Key：16 バイトまでの英数字の文字列です。 
－ Add：指定した MD5 キーを MD5 ID および Key テーブルに追加します。

－ Delete：選択した MD5 キーおよび ID を MD5 ID および Key テーブルから削除します。

－ MD5 ID and Key：設定済みの MD5 キーおよびキー ID を表示します。

Key ID：選択したキーのキー ID を表示します。 
Key：選択したキー ID のキーを表示します。

• Intervals：パケット間隔のタイミングを変更するための設定を含みます。

－ Hello Interval：hello パケットがインターフェイスで送信される間隔を秒数で指定します。
hello 間隔が小さいほど、トポロジの変更が速く検出されますが、インターフェイス上には
より多くのトラフィックが送信されることになります。 この値は、すべてのルータに対し
て同じで、特定のインターフェイス上でサーバにアクセスする必要があります。有効値の

範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は、10 秒です。

－ Retransmit Interval：インターフェイスに属する隣接関係の LSA 再送信の間隔を秒数で指定
します。 ルータが LSA をネイバーに送信するとき、確認応答メッセージを受信するまで
LSA を保持します。 ルータが確認応答を受信しない場合、LSA を再送信します。 この値の
設定は慎重に行ってください。不要な再送信につながることがあります。 値は、シリアル
回線と仮想リンクに対して十分な大きさにしてください。有効値の範囲は 1 ～ 65535 秒で
す。デフォルト値は、5 秒です。

－ Transmit Delay：インターフェイス上で LSA パケットを送信するのに必要な予想時間を秒
数で指定します。 更新パケットの LSA は、送信前にこのフィールドで指定された時間によ
り、有効期限が長くなります。 リンクでの送信前に遅延が追加されない場合、LSA がリン
クでプロパゲートする時間は考慮されません。 割り当てられた値では、インターフェイス
の送信およびプロパゲート遅延を考慮に入れる必要があります。 この設定は、超低速リン
クで顕著に現れます。有効値の範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は、1 秒です。

－ Dead Interval：hello パケットが受信されず、ネイバーがルータのダウンを宣言する間隔を
秒数で指定します。 有効値の範囲は、1 ～ 65535 です。このフィールドのデフォルト値は、
Hello Interval フィールドで設定した間隔の 4 倍です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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RIP
Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP

RIP とは、パスの選択のためのメトリックとしてホップ カウントを使用する、距離ベクトル ルー
ティング プロトコルです。 インターフェイス上で RIP がイネーブルになっているとき、インター
フェイスはネイバーのデバイスと RIP ブロードキャストを交換し、ダイナミックにルートを取得し
てアドバタイズします。 

セキュリティ アプライアンスは、RIP バージョン 1 と RIP バージョン 2 の両方をサポートします。
RIP バージョン 1 は、ルーティング更新でサブネット マスクを送信しません。 RIP バージョン 2 は、
ルーティング更新でサブネット マスクを送信し、変数長サブネット マスクをサポートします。 さら
に、RIP バージョン 2 は、ルーティング更新が交換されるときのネイバー認証をサポートします。
認証により、セキュリティ アプライアンスは信頼できるルーティング情報を信頼の置けるソースか
ら受け取ることができます。

2 つの OSPF ルーティング プロセスと 1 つの RIP ルーティング プロセスをセキュリティ アプライ
アンスで同時に保持できます。

制限事項

RIP には次の制限事項があります。

• セキュリティ アプライアンスは、インターフェイス間に RIP 更新を渡すことができません。

• RIP バージョン 1 は、変数長サブネット マスクをサポートしません。

• RIP の最大ホップ カウントは 15 です。ホップ カウントが 15 以上のルートは、到達不能と見な
されます。

• RIP コンバージェンスは、他のルーティング プロトコルに比べ、低速です。

• セキュリティ アプライアンスでは、1 つの RIP プロセスだけをイネーブルにできます。

RIP バージョン 2 の注意点

次の情報は、RIP バージョン 2 にのみ該当します。

• ネイバー認証を使用する場合、認証キーおよびキー ID は、RIP バージョン 2 更新をインター
フェイスに提供するすべてのネイバー デバイスで同じになっている必要があります。

• RIP バージョン 2 では、セキュリティ アプライアンスがマルチキャスト アドレス 224.0.0.9 を
使用してデフォルト ルートの更新を送信および受信します。 パッシブ モードでは、そのアドレ
スでルート更新を受信します。

• RIP バージョン 2 がインターフェイス上に設定されているとき、マルチキャスト アドレス
224.0.0.9 がそのインターフェイス上で登録されます。 RIP バージョン 2 のコンフィギュレー
ションがインターフェイスから移動されると、マルチキャスト アドレスの登録は解除されま
す。
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Global Setup

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP >Global Setup

Global Setup ペインを使用して、セキュリティ アプライアンスで RIP をイネーブルにし、グローバ
ル RIP プロトコル パラメータを設定します。セキュリティ アプライアンスでは、1 つの RIP プロ
セスだけをイネーブルにできます。

フィールド

• Enable RIP Routing：このチェックボックスをオンにすると、セキュリティ アプライアンスでの
RIP ルーティングをイネーブルにします。 RIP をイネーブルにすると、すべてのインターフェイ
ス上でイネーブルになります。 また、このチェックボックスをオンにすると、このペインの他
のフィールドもイネーブルになります。 セキュリティ アプライアンスでの RIP ルーティングを
ディセーブルにするには、このチェックボックスをオフにします。

• Enable Auto-summarization：このチェックボックスをオフにすると、自動ルート集約をディセー
ブルにします。 自動ルート集約を再度イネーブルにするには、このチェックボックスをオンに
します。 RIP バージョン 1 は常に自動集約を使用します。 RIP バージョン 1 の自動集約をディ
セーブルにすることはできません。RIP バージョン 2 を使用している場合は、このチェックボッ
クスをオフにすれば自動集約をオフにできます。 切断されたサブネット間でルーティングを実
行する必要がある場合、自動集約はディセーブルにします。 自動集約がディセーブルになって
いるとき、サブネットがアドバタイズされます。

• Enable RIP version：セキュリティ アプライアンスが使用する RIP のバージョンを指定するには、
このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックスがオフになっている場合、セ
キュリティ アプライアンスは RIP バージョン 1 更新を送信し、RIP バージョン 1 およびバー
ジョン 2 更新を受信します。 この設定は、Interface ペインでインターフェイスごとに上書きで
きます。

－ Version 1：セキュリティ アプライアンスが RIP バージョン 1 更新のみを送信および受信す
るように指定します。 受信されたバージョン 2 更新はドロップされます。

－ Version 2：セキュリティ アプライアンスが RIP バージョン 2 更新のみを送信および受信す
るように指定します。 受信されたバージョン 1 更新はドロップされます。

• Enable default information originate：このチェックボックスをオンにすると、RIP ルーティング
プロセスにデフォルト ルートを生成します。 デフォルト ルートの生成前に満たす必要のある
ルート マップを設定できます。

－ Route-map：適用するルート マップの名前を入力します。 ルート マップが確認された場合、
ルーティング プロセスではデフォルト ルートが生成されます。

• IP Network to Add：RIP ルーティング プロセスのネットワークを定義します。 指定するネット
ワーク数に、サブネット情報を含めることはできません。 セキュリティ アプライアンスの設定
に追加できるネットワーク数に制限はありません。 RIP ルーティング更新は、指定したネット
ワーク上のインターフェイスを介してのみ送信および受信されます。 また、インターフェイス
のネットワークが指定されていない場合、そのインターフェイスは RIP 更新でアドバタイズさ
れません。

－ Add：指定したネットワークをネットワークのリストに追加するには、このボタンをクリッ
クします。

－ Delete：選択したネットワークをネットワークのリストから削除するには、このボタンを
クリックします。

• Configure interfaces as passive globally：セキュリティ アプライアンス上のすべてのインターフェ
イスをパッシブ RIP モードに設定するには、このチェックボックスをオンにします。 セキュリ
ティ アプライアンスはすべてのインターフェイス上の RIP ルーティング ブロードキャストを
受信し、その情報を使用してルーティング テーブルを取り込みますが、ルーティング更新をブ
ロードキャストすることはありません。 特定のインターフェイスをパッシブ RIP に設定するに
は、Passive Interfaces テーブルを使用します。
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• Passive Interfaces テーブル：セキュリティ アプライアンスでの設定済みインターフェイスを一
覧表示します。 パッシブ モードで操作するインターフェイスの Passive カラムにあるチェック
ボックスをオンにします。 他のインターフェイスは、引き続き RIP ブロードキャストを送信お
よび受信します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Interface

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Interface

Interface ペインでは、インターフェイスが送受信する RIP のバージョン、また使用する場合は RIP
ブロードキャストの認証方式など、インターフェイス固有の RIP 設定を行えます。

フィールド

• Interface テーブル：（表示のみ）各行には、インターフェイスのインターフェイス固有 RIP 設定
が表示されます。 エントリの行をダブルクリックすると、そのインターフェイスを対象とした
Edit RIP Interface Entry ダイアログボックスが開きます。

• Edit：Interface テーブルで選択したインターフェイスを対象とした Edit RIP Interface Entry ダイ
アログボックスが開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit RIP Interface Entry

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Interface > Edit RIP Interface Entry

Edit RIP Interface Entry ダイアログボックスでは、インターフェイス固有 RIP 設定を設定できます。

フィールド

• Override Global Send Version：このチェックボックスをオンにして、インターフェイスが送信す
る RIP バージョンを指定します。 次のオプションを選択できます。

－ バージョン 1

－ バージョン 2

－ バージョン 1 および 2

このチェックボックスをオフにすると、グローバル設定が復元されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Override Global Receive Version：このチェックボックスをオンにして、インターフェイスが受け
入れる RIP バージョンを指定します。 未サポートのバージョンの RIP から更新された RIP をイ
ンターフェイスが受信した場合、ドロップされます。 次のオプションを選択できます。

－ バージョン 1

－ バージョン 2

－ バージョン 1 および 2

このチェックボックスをオフにすると、グローバル設定が復元されます。

• Enable Authentication：このチェックボックスをオンにすると、RIP 認証をイネーブルにします。
RIP ブロードキャスト認証をディセーブルにするには、このチェックボックスをオフにします。

－ Key：認証方式で使用するキーです。 16 文字までで指定できます。

－ Key ID：キー ID です。有効値の範囲は 0 ～ 255 です。

－ Authentication Mode：次の認証モードを選択できます。

MD5：RIP メッセージ認証に MD5 を使用します。
Text：RIP メッセージ認証にクリア テキストを使用します（お勧めしません）。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Filter Rules

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Filter Rules

フィルタ ルールにより、RIP ルーティング更新で受信したネットワーク、または RIP ルーティング
更新で送信したネットワークをフィルタリングできます。 各フィルタ ルールは、1 つ以上のネット
ワーク ルールで構成されます。

フィールド

• Filter Rules テーブル：設定済み RIP フィルタ ルールを表示します。

• Add：このボタンをクリックすると、Add/Edit Filter Rule ダイアログボックスが開きます。 新し
いフィルタ ルールは、リストの最下部に追加されます。

• Edit：このボタンをクリックすると、選択したフィルタ ルールを対象とした Add/Edit Filter Rule
ダイアログボックスが開きます。

• Delete：このボタンをクリックすると、選択したフィルタ ルールが削除されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Filter Rule

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Filter Rules > Add/Edit Fitler Rule

フィルタ ルールを作成するには、Add/Edit Filter Rule ペインを使用します。 すべてのインターフェ
イスに適用されるフィルタ ルール、または特定のインターフェイスに適用されるフィルタ ルール
を作成できます。

フィールド

• Direction：フィルタが動作する方向を次の中から 1 つ選択します。

－ In：受信 RIP 更新でネットワークをフィルタリングします。

－ Out：送信 RIP 更新からのネットワークをフィルタリングします。

• Interface：フィルタ ルールに対して特定のインターフェイスを選択することも、All Interfaces オ
プションを選択してフィルタをすべてのインターフェイスに適用することもできます。

• Action：（表示のみ）受信または送信 RIP アドバタイズメントから指定されたネットワークが
フィルタリングされない場合、Permit を表示します。 受信または送信 RIP アドバタイズメント
から指定されたネットワークがフィルタリングされる場合、Deny を表示します。

• IP Address：（表示のみ）フィルタリングするネットワークの IP アドレスを表示します。

• Netmask：（表示のみ）IP アドレスに適用されるネットワーク マスクを表示します。

• Insert：リストで選択したルールの上にネットワーク ルールを追加するには、このボタンをク
リックします。 このボタンをクリックすると、Network Rule ダイアログボックスが開きます。

• Edit：選択したルールを編集するには、このボタンをクリックします。 このボタンをクリックす
ると、Network Rule ダイアログボックスが開きます。

• Add：リストで選択したルールの下にネットワーク ルールを追加するには、このボタンをク
リックします。 このボタンをクリックすると、Network Rule ダイアログボックスが開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Network Rule

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Filter Rules > Add/Edit Fitler Rule > Network 
Rule

Network Rule ペインを使用して、フィルタ ルールにある特定ネットワークのルールの Permit および
Deny を設定できます。

フィールド

• Action：RIP 更新で指定ネットワークがアドバタイズされる、または RIP ルーティング プロセ
スに受け入れられるのを許可するには、Permit を選択します。 指定ネットワークが RIP 更新で
アドバタイズされる、または RIP ルーティング プロセスに受け入れられるのを防ぐには、Deny
を選択します。

• IP Address：許可されるまたは拒否されるネットワークの IP アドレスを入力します。

• Netmask：ネットワーク IP アドレスに適用されるネットワーク マスクを指定します。 この
フィールドにネットワーク マスクを入力するか、リストから共通マスクの 1 つを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Route Redistribution

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Route Redistribution

Route Redistribution ペインでは、他のルーティング プロセスから RIP ルーティング プロセスに再配
布されるルートを表示します。

フィールド

• Protocol：（表示のみ）RIP ルーティング プロセスに再配布されるルーティング プロトコルを表
示します。

－ Static：スタティック ルートです。

－ Connected：ネットワークに直接接続されています。

－ OSPF：指定した OSPF ルーティング プロセスで検出されたネットワークです。

• Metric：再配布されたルートに適用される RIP メトリックです。

• Match：（表示のみ）RIP ルーティング プロセスに再配布される OSPF ルートのタイプを表示し
ます。 OSPF 再配布ルールに対して Match カラムが空白の場合、内部、外部 1、および外部 2
ルートは、RIP ルーティング プロセスに再配布されます。

• Route Map：（表示のみ）再配布に適用されるルート マップの名前がある場合は、その名前を表
示します。 ルート マップは、どのルートが指定したルーティング プロセスから RIP に再配布さ
れるかといった非常に詳細な内容を指定するのに使用されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Route Redistribution

Configuration > Routing > Dynamic Routing > RIP > Route Redistribution > Add/Edit Route 
Redistribution

新しい再配布ルールを追加するには、Add Route Redistribution ダイアログボックスを使用します。 既
存のルールを変更するには、Edit Route Redistribution ダイアログボックスを使用します。

フィールド

• Protocol：RIP ルーティング プロセスに再配布するルーティング プロトコルを選択します。

－ Static：スタティック ルートです。

－ Connected：ネットワークに直接接続されています。

－ OSPF and OSPF ID：OSPF ルーティング プロセスで検出されたルートです。 OSPF を選択す
る場合、OSPF プロセス ID を入力する必要もあります。さらに、Match 領域から再配布す
る OSPF ルートの特定タイプを選択できます。

• Route Map：ルートが RIP ルーティング プロセスに再配布される前に満たす必要のあるルート
マップの名前を指定します。

• Configure Metric Type：このチェックボックスをオンにして、再配布されるルートのメトリック
を指定します。 指定しない場合、ルートにはメトリック 0 が割り当てられます。

－ Transparent：このオプションを選択します。

－ Value：特定のメトリック値を割り当てるには、このオプションを選択します。 入力できる
値は、0 ～ 16 です。

• Match：OSPF ルートを RIP ルーティング プロセスに再配布する場合、ルート タイプの隣にあ
るチェックボックスをオンにすれば、再配布する OSPF ルートの特定タイプを選択できます。
いずれのルート タイプもオンにしない場合、デフォルトでは、内部、外部 1、および外部 2 ルー
トが再配布されます。

－ Internal：AS に対して内部のルートが再配布されます。

－ External 1：AS に対して外部のタイプ 1 ルートが再配布されます。

－ External 2：AS に対して外部のタイプ 2 ルートが再配布されます。

－ NSSA External 1：NSSA に対して外部のタイプ 1 ルートが再配布されます。

－ NSSA External ：NSSA に対して外部のタイプ 2 ルートが再配布されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 14章      ダイナミック ルーティングおよびスタティック ルーティングの設定
スタティック ルート

14-30
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

スタティック ルート
マルチコンテキスト モードは、ダイナミック ルーティングをサポートしていません。したがって、
セキュリティ アプライアンスが直接接続されないネットワークに対してスタティック ルートを定
義する必要があります。 

透過ファイアウォール モードでは、セキュリティ アプライアンスから直接接続されていないネッ
トワークに宛てたトラフィック用にデフォルト ルートまたはスタティック ルートを設定して、セ
キュリティ アプライアンスがトラフィックの送信先インターフェイスを認識できるようにする必
要があります。セキュリティ アプライアンスから発信されるトラフィックには、syslogサーバ、
Websense サーバまたは N2H2 サーバ、あるいは AAAサーバとの通信もあります。1 つのデフォル
ト ルートで到達できないサーバがある場合、スタティック ルートを設定する必要があります。

最も単純なオプションは、すべてのトラフィックをアップストリーム ルータに送信するようにデ
フォルト ルートを設定して、トラフィックのルーティングをルータに委せることです。しかし、デ
フォルトのゲートウェイでは宛先ネットワークに到達できない場合があるため、スタティック ルー
トをさらに詳しく設定する必要があります。たとえば、デフォルトのゲートウェイが外部インター

フェイス上にある場合、デフォルト ルートは、セキュリティ アプライアンスに直接接続されてい
ない内部ネットワークにはまったくトラフィックを転送できません。

また、スタティック ルートをダイナミック ルーティング プロトコルと共に使用し、ダイナミック
に検出されたルートがダウンしたときに使用されるフローティング スタティック ルートを提供で
きます。ダイナミック ルーティング プロトコルの管理ディスタンスよりも長い管理ディスタンス
を指定してスタティック ルートを作成すると、ルーティング プロトコルで検出される指定の宛先
へのルートがスタティック ルートより優先されます。スタティック ルートは、ダイナミックに検
出されたルートがルーティング テーブルから削除された場合に限り使用されます。 

指定したゲートウェイが使用できなくなっても、スタティック ルートはルーティング テーブルに
残ります（例外があるので P.14-31 の「スタティック ルート トラッキング」を参照してください）。
指定されたゲートウェイが利用できなくなった場合は、スタティック ルートをルーティング テー
ブルから手動で削除する必要があります。ただし、スタティック ルートは、セキュリティ アプラ
イアンスの関連インターフェイスがダウンした場合にルーティング テーブルから削除されます。こ
れらのルートは、インターフェイスが復旧すると再適用されます。

インターフェイスあたり最大 3 つの等コスト ルートが同じ宛先に定義できます。複数のインター
フェイス間を通る Equal Cost Multi-Path routing（ECMP; 等コスト マルチパス ルーティング）はサ
ポートされていません。ECMP では、トラフィックはルート間で必ずしも均等に分割されません。
トラフィックは、送信元と宛先の IP アドレスをハッシュするアルゴリズムに従って指定のゲート
ウェイ間に分散されます。 

デフォルト ルートは、既知のルートもスタティック ルートも指定されていない IP パケットすべて
をセキュリティ アプライアンスが送信する、ゲートウェイの IP アドレスを特定するルートです。
デフォルト ルートは、宛先の IP アドレスとして 0.0.0.0/0 が指定された単なるスタティック ルート
です。特定の宛先が特定されたルートはデフォルト ルートより優先されます。

デバイスあたり最大 3 つの等コスト デフォルト ルート エントリを定義することができます。複数
の等コスト デフォルト ルート エントリを定義すると、デフォルト ルートに送信されるトラフィッ
クは、指定されたゲートウェイの間に分散されます。複数のデフォルト ルートを定義する場合は、
各エントリに同じインターフェイスを指定する必要があります。

4 つ以上の等コスト デフォルト ルートを定義しようとした場合、またはすでに定義されているデ
フォルト ルートとは別のインターフェイスでデフォルト ルートを定義しようとした場合は、エ
ラー メッセージが表示されます。
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トンネル トラフィックには、標準のデフォルト ルートの他に別のデフォルト ルートを 1 つ定義す
ることができます。tunneled オプションを使用してデフォルト ルートを作成すると、セキュリティ
アプライアンスに着信し、既知のルートでもスタティック ルートでもルーティングできない暗号化
されたトラフィックはすべて、このルートに送信されます。これ以外の暗号化されていないトラ

フィックには、標準のデフォルト ルート エントリが使用されます。tunneled オプションでは、複
数のデフォルト ルートを定義することはできません。トンネル トラフィックでは ECMP がサポー
トされていないためです。

ASDM を使用したスタティック ルートおよびデフォルト ルートの表示と設定の詳細については、
P.14-32 の「スタティック ルートのフィールド情報」を参照してください。

スタティック ルート トラッキング
セキュリティ アプライアンスがマルチコンテキスト モードや透過モードの場合など、必ずしもセ
キュリティ アプライアンスでダイナミック ルーティング プロトコルを使用できるとは限りませ
ん。 この場合、スタティック ルートを使用する必要があります。 

スタティック ルートの問題の 1 つは、ルートがアップ状態なのかダウン状態なのかを判定する固有
のメカニズムがないことです。スタティック ルートは、ネクストホップ ゲートウェイがダウンし
ても、ルーティング テーブルに保持されています。スタティック ルートは、セキュリティ アプラ
イアンスの関連インターフェイスがダウンした場合にのみルーティング テーブルから削除されま
す。

スタティック ルート トラッキング機能には、スタティック ルートの可用性を追跡し、プライマリ
ルートがダウンした場合のバックアップ ルートをインストールするための方式が用意されていま
す。これを利用すると、デフォルト ルートを ISP ゲートウェイに定義し、プライマリ ISP が使用で
きない場合に備えて、バックアップ用のデフォルト ルートをセカンダリ ISP に定義することができ
ます。

セキュリティ アプライアンスでは、定義するモニタリング対象にスタティック ルートを関連付け
ることにより、これを行います。対象のモニタリングは、ICMP エコー要求を使用して行います。
指定された時間内にエコー応答がない場合は、そのオブジェクトがダウンしているとみなされ、関

連ルートがルーティング テーブルから削除されます。削除されたルートに代わって、すでに定義さ
れているバックアップ ルートが使用されます。

モニタリング対象の選択時には、その対象が ICPM エコー要求に応答できることを確認してくださ
い。 対象には、ICMP エコー要求に応答する任意のネットワーク オブジェクトを選択できます。 選
択肢として考えられるのは次のとおりです。

• ISP ゲートウェイ アドレス（デュアル ISP サポート用）。

• ネクストホップ ゲートウェイ アドレス（ゲートウェイの可用性を考慮する場合）。

• AAA サーバなど、セキュリティ アプライアンスが通信を行う必要のあるサーバ。

• 宛先ネットワーク上の永続的なネットワーク オブジェクト（夜間にシャットダウンするデスク
トップ PC やノートブック PC は適しません）。

スタティック ルート トラッキングの設定の詳細については、P.14-32 の「スタティック ルート ト
ラッキングの設定」を参照してください。 スタティック ルート トラッキング プロセスの監視方法
については、P.40-10 の「interface connection」を参照してください。
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スタティック ルート トラッキングの設定

ここで説明する手順では、スタティック ルート トラッキングの設定の概要を示します。 この機能の
設定に使用するさまざまなフィールドの詳細については、P.14-32 の「スタティック ルートのフィー
ルド情報」を参照してください。

スタティック ルートのトラッキングを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 対象を選択します。 対象がエコー要求に応答することを確認してください。

ステップ 2 Static Routes ページを開きます。 Configuration > Routing > Static Routes の順に移動します。

ステップ 3 Add をクリックし、選択した対象の使用可能状況に基づいて使用されるスタティック ルートを設定
します。 このルートのインターフェイス、IP アドレス、マスク、ゲートウェイ、およびメトリック
を入力する必要があります。これらのフィールドの詳細については、P.14-34 の「Add/Edit Static
Route」を参照してください。

ステップ 4 このルートには、Options 領域で Tracked を選択します。

ステップ 5 トラッキング プロパティを設定します。 一意のトラック ID、一意の SLA ID、および対象の IP アド
レスを入力する必要があります。これらのフィールドの詳細については、P.14-34 の「Add/Edit Static
Route」を参照してください。 

ステップ 6 （オプション）監視プロパティを設定するには、Add Static Route ダイアログボックスの Monitoring
Options をクリックします。 監視プロパティの詳細については、P.14-35 の「Route Monitoring Options」
を参照してください。 

ステップ 7 OK をクリックして変更内容を保存します。

追跡するルートを保存するとすぐに、モニタリング プロセスが開始されます。

ステップ 8 セカンダリ ルートを作成します。 セカンダリ ルートは、追跡されたルートと同じ宛先へのスタ
ティック ルートですが、異なるインターフェイスまたはゲートウェイを経由します。 このルート
は、追跡されたルートより長い管理ディスタンス（メトリック）に割り当てる必要があります。

スタティック ルートのフィールド情報
特定のペインの詳細については、次の項目を参照してください。

• Static Routes（P.14-33）

• Add/Edit Static Route（P.14-34）

• Route Monitoring Options（P.14-35）
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Static Routes

Configuration > Routing > Dynamic Routing > Static Routes

Static Route ペインでは、任意のインターフェイス上のルータに接続されたネットワークにアクセス
するスタティック ルートを作成できます。 デフォルト ルートを入力するには、IP アドレスおよび
マスクを 0.0.0.0、または短縮形式の 0 を設定します。

1 つのセキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスがゲートウェイの IP アドレス
として使用される場合、セキュリティ アプライアンスは、ゲートウェイ IP アドレスに ARP を実行
するのではなく、パケットの指定 IP アドレスに ARP を実行します。

ゲートウェイ ルータのホップ数が明確でない場合は、Metric をデフォルトの 1 のままにしておきま
す。

フィールド

Static Route ペインには、Static Route テーブルが表示されます。

• Interface：（表示のみ）インターフェイスでイネーブルになっている内部または外部ネットワー
ク インターフェイス名を一覧表示します。 

• IP Address：（表示のみ）内部または外部ネットワーク IP アドレスを一覧表示します。 デフォル
ト ルートを指定するには、0.0.0.0 を使用します。 IP アドレス 0.0.0.0 は、0 に短縮できます。 

• Netmask：（表示のみ）IP アドレスに適用されるネットワーク マスク アドレスを一覧表示しま
す。 デフォルト ルートを指定するには、0.0.0.0 を使用します。 ネットマスク 0.0.0.0 は、0 に短
縮できます。 

• Gateway IP：（表示のみ）このルートの次のホップ アドレスであるゲートウェイ ルータの IP ア
ドレスを一覧表示します。 

• Metric：（表示のみ）ルートの管理ディスタンスを一覧表示します。 メトリックが指定されない
場合、デフォルトは 1 です。

• Options：（表示のみ）スタティック ルートに指定されたオプションを表示します。

－ None：スタティック ルートにはオプションが指定されていません。

－ Tunneled：ルートを VPN トラフィックのデフォルト トンネル ゲートウェイとして指定し
ます。 デフォルト ルートにのみ使用されます。 1 つのデバイスに設定できるのは 1 つのト
ンネル ルートのみです。 透過モードではトンネル オプションがサポートされていません。

－ Tracked：ルートを追跡することを指定します。 追跡するオブジェクトの ID および追跡対
象のアドレスも表示されます。 追跡オプションは、シングルモードおよびルーテッド モー
ドでのみサポートされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit Static Route

Configuration >Routing > Static Routes > Add/Edit  Static Route

Startup Wizard > Static Routes >Add/Edit Static Route

スタティック ルート プロパティを設定するには、Add/Edit Static Route ダイアログボックスを使用
します。 このダイアログボックスは、Startup ウィザードの Static Routes 画面および Configuration >
Routing > Static Route ペインで使用できます。

フィールド

• Interface Name：ルートの出力インターフェイスを選択します。

• IP Address：内部または外部ネットワーク IP アドレスを指定します。 デフォルト ルートを指定
するには、0.0.0.0 を使用します。 IP アドレス 0.0.0.0 は、0 に短縮できます。 

• Mask：IP アドレスに適用されるネットワーク マスク アドレスを指定します。 デフォルト ルー
トを指定するには、0.0.0.0 を使用します。 ネットマスク 0.0.0.0 は、0 に短縮できます。 

• Gateway IP：このルータの次のホップ アドレスであるゲートウェイ ルータの IP アドレスを指
定します。 

• Metric：ルートの管理ディスタンスを指定できます。 メトリックが指定されない場合、デフォル
トは 1 です。

スタティック ルートには次のオプションを使用できます。 1 つのスタティック ルートには、これら
のオプションから 1 つのみ選択できます。 デフォルトでは、オプションなし（None）が選択されて
います。

• None：スタティック ルートにはオプションが指定されていません。

• Tunneled：デフォルト ルートにのみ使用されます。 セキュリティ アプライアンスごとに、デ
フォルト トンネル ゲートウェイが 1 つだけ許可されます。 透過モードではトンネル オプショ
ンがサポートされていません。

• Tracked：ルートを追跡するように指定するには、このオプションを選択します。 このオプショ
ンを指定すると、ルート トラッキング プロセスが開始されます。

－ Track ID：ルート トラッキング プロセスの一意の ID です。

－ Track IP Address/DNS Name：追跡される対象の IP アドレスまたはホスト名を入力します。
通常は、ルートの次のホップ ゲートウェイの IP アドレスですが、そのインターフェイス
で使用可能な任意のネットワーク オブジェクトの IP アドレスを指定することもできます。

－ SLA ID：SLA モニタリング プロセスの一意の ID です。

－ Monitor Options：このボタンをクリックして、Route Monitoring Options ダイアログボックス
を開きます。 Route Monitoring Options ダイアログボックスでは、追跡されるオブジェクト
のモニタリング プロセスのパラメータを設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Route Monitoring Options

Configuration > Routing > Static Routes > Add/Edit  Static Route > Route Monitoring Options

追跡するオブジェクトの監視プロパティを変更するには、Route Monitoring Options ダイアログボッ
クスを使用します。

フィールド

• Frequency：追跡対象の存在をセキュリティ アプライアンスがテストする頻度を秒数で入力し
ます。デフォルト値は、60 秒です。有効値の範囲は 1 ～ 604800 秒です。

• Threshold：しきい値を超えたイベントを示す時間をミリ秒数で入力します。 この値に、タイム
アウト値より大きい値を指定することはできません。

• Timeout：ルート監視操作が要求パケットからの応答を待つ時間をミリ秒数で入力します。デ
フォルト値は 5000 ミリ秒です。 有効値の範囲は、0 ～ 604800000 ミリ秒です。

• Data Size：エコー要求パケットで使用するデータ ペイロードのサイズを入力します。 デフォル
ト値は 28 です。有効値の範囲は 0 ～ 16384 です。

（注） この設定では、ペイロードのサイズのみが指定されます。パケット全体のサイズは指定

されません。

• ToS：エコー要求の IP ヘッダーにあるサービス バイトのタイプの値を入力します。 デフォルト
値は 0 です。有効値の範囲は 0 ～ 255 です。

• Number of Packets：各テストに送信されるエコー要求の数です。 デフォルト値は 1 です。有効値
の範囲は 1 ～ 100 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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ASR Group
Configuration > Routing > ASR Group

非同期ルーティング グループ ID 番号をインターフェイスに割り当てるには、ASR Group 画面を使
用します。

一部の場合では、セッションのリターン トラフィックが送信元とは異なるインターフェイスを経由
してルート指定されることがあります。 フェールオーバー コンフィギュレーションでは、1 つの装
置で送信元となった接続のリターン トラフィックが、ピア装置を経由して戻る場合があります。こ
れが最もよく発生するのは、1 つのセキュリティ アプライアンス上の 2 つのインターフェイス、ま
たはフェールオーバー ペアの 2 つのセキュリティ アプライアンスが、異なるサービス プロバイ
ダーに接続されており、発信接続で NAT アドレスが使用されていない場合です。 デフォルトでは、
セキュリティ アプライアンスはリターン トラフィックをドロップします。これは、トラフィック
の接続情報がないためです。 

リターン トラフィックのドロップは、ドロップが発生する可能性のあるインターフェイスで ASR
Group を使用することで防止できます。ASR Group で設定されたインターフェイスがセッション情
報を持たないパケットを受信すると、同じグループにある他のインターフェイスのセッション情報

をチェックします。 

（注） セッション情報の Stateful Failover がスタンバイ フェールオーバー グループからアクティブ フェー
ルオーバー グループに渡されるようにイネーブルにする必要があります。

一致する情報が見つからないと、パケットはドロップされます。一致する情報が見つかると、次の

動作のうちいずれかが開始します。

• 着信トラフィックがフェールオーバー コンフィギュレーションのピア装置で発信すると、レイ
ヤ 2 ヘッダーの一部またはすべてが書き直され、パケットは他の装置にリダイレクトされます。
このリダイレクトは、セッションがアクティブである限り続行されます。

• 着信トラフィックが同じ装置の別のインターフェイスで発信すると、レイヤ 2 ヘッダーの一部
またはすべてが書き直され、パケットはストリームにリダイレクトされます。 

フィールド

ASR Group テーブルには、セキュリティ アプライアンスの各インターフェイスの次の情報が表示
されます。

• Interface：セキュリティ アプライアンスのインターフェイスの名前を表示します。

• ASR Group ID：インターフェイスが属する ASR Group の数を表示します。 インターフェイスに
ASR Group 番号が割り当てられていない場合、このカラムには「-- None --」が表示されます。
有効値の範囲は 1 ～ 32 です。

ASR Group 番号をインターフェイスに割り当てるには、割り当てるインターフェイスの行の
ASR Group ID セルをクリックします。 有効な ASR Group 番号のリストが表示されます。 希望の
ASR Group 番号をリストから選択します。 1 つの ASR Group には最高 8 つのインターフェイス
を割り当てることができます。 他のコンテキストに ASR Group に割り当てられたインターフェ
イスがある場合、これらのインターフェイスは、現在設定されているコンテキストに対しても

合計 8 つにカウントされます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Proxy ARPs
Configuration > Routing > Proxy ARPs

状況によっては、グローバル アドレスのプロキシ ARP をディセーブルにする場合があります。

ホストが同じイーサネット ネットワーク上の別のデバイスに IP トラフィックを送信するとき、ホ
ストはそのデバイスの MACアドレスを知っている必要があります。 ARP は、MAC アドレスに対し
て IP アドレスを解決するレイヤ 2 プロトコルです。 ホストは、「この IP アドレスはだれのものか」
と尋ねる ARP 要求を送信します。その IP アドレスを持つデバイスは「その IP アドレスは自分のも
ので、これが MAC アドレスである」と応答します。

プロキシ ARP は、デバイスが自身の IPアドレスを持たなくても、ARP 要求に自身の MAC アドレ
スで応答する場合に使用されます。 NAT を設定し、セキュリティ アプライアンス インターフェイ
スと同じネットワーク上にあるグローバル アドレスを指定するとき、セキュリティ アプライアン
スはプロキシ ARP を使用します。 セキュリティ アプライアンスがプロキシ ARP を使用する場合、
トラフィックがホストに到達するためには、セキュリティ アプライアンスの MAC アドレスが宛先
グローバル アドレスに割り当てられている必要があります。

フィールド

• Interface：インターフェイス名を一覧表示します。

• Proxy ARP Enabled：プロキシ ARP が NAT グローバル アドレスに対してイネーブルになってい
るか、ディセーブルになっているかを Yes または No で表示します。

• Enable：選択したインターフェイスのプロキシ ARP をイネーブルにします。 デフォルトでは、
すべてのインターフェイスでプロキシ ARP がイネーブルになっています。

• Disable：選択したインターフェイスのプロキシ ARP をディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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15

マルチキャスト ルーティングの設定

マルチキャスト ルーティングは、シングルモード、ルーテッド モードでのみサポートされます。こ
こでは、次の項目について説明します。

• Multicast（P.15-2）：セキュリティ アプライアンスでのマルチキャスト ルーティングをイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

• IGMP（P.15-3）：セキュリティ アプライアンスで IGMP を設定します。

• Multicast Route（P.15-9）：スタティック マルチキャスト ルートを定義します。

• MBoundary（P.15-11）：管理用に範囲を定めたマルチキャスト アドレスの境界を設定します。

• MForwarding（P.15-13）：インターフェイスごとのマルチキャスト転送をイネーブルまたはディ
セーブルにします。

• PIM（P.15-14）：セキュリティ アプライアンスで PIM を設定します。
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Multicast
Configuration > Routing > Multicast

Multicast ペインでは、セキュリティ アプライアンスでのマルチキャスト ルーティングをイネーブ
ルにできます。 マルチキャスト ルーティングをイネーブルにすることで、デフォルトですべてのイ
ンターフェイス上の IGMP および PIM がイネーブルになります。 IGMP は、直接接続されたサブ
ネットにグループのメンバーが存在するかどうかを認識するために使用します。 ホストは、IGMP
レポート メッセージを送信してマルチキャスト グループに参加します。 PIM はマルチキャスト
データグラムを転送する転送テーブルを維持します。 

フィールド

Enable Multicast Routing：セキュリティ アプライアンスでの IP マルチキャスト ルーティングをイ
ネーブルにするには、このチェックボックスをオンにします。 IP マルチキャスト ルーティングを
ディセーブルにするには、このチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、マルチキャス

トはディセーブルになっています。 マルチキャストをイネーブルにすると、すべてのインターフェ
イス上でマルチキャストがイネーブルになります。 マルチキャストはインターフェイスごとにディ
セーブルにできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IGMP
IP ホストは、自身のグループ メンバーシップを直接接続されているマルチキャスト ルータに報告
するために IGMP を使用します。 IGMP はグループ アドレス（クラス D IP アドレス）を使用します。
ホスト グループ アドレスは、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲で使用できます。アドレス 224.0.0.0
がグループに割り当てられることはありません。アドレス 224.0.0.1 は、サブネットのシステムすべ
てに割り当てられます。アドレス 224.0.0.2 は、サブネットのルータすべてに割り当てられます。

セキュリティ アプライアンスでの IGMP の設定の詳細については、次の項目を参照してください。

• Access Group

• Join Group

• Protocol

• Static Group

Access Group
Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Access Group

アクセス グループは、インターフェイス上で許可されるマルチキャスト グループを制御します。

フィールド

• Access Groups：各インターフェイスに定義されたアクセス グループを表示します。 

テーブル エントリは、上から下の順で処理されます。 具体的なエントリはテーブルの上方に、
一般的なエントリは下方に配置してください。 たとえば、特定のマルチキャスト グループを許
可するアクセス グループ エントリはテーブルの上方に配置し、許可ルールにあるグループを
含むマルチキャスト グループの範囲を拒否するアクセス グループ エントリは下方に配置しま
す。 そのグループは、拒否ルールの前に許可ルールが強制されるため、許可されます。 

テーブルのエントリをダブルクリックすると、選択したエントリを対象とした Add/Edit Access
Group ダイアログボックスが開きます。

－ Interface：アクセス グループが関連付けられたインターフェイスを表示します。

－ Action：アクセス ルールでマルチキャスト グループ アドレスが許可される場合、「Permit」
を表示します。 アクセス ルールでマルチキャスト グループ アドレスが拒否される場合は
「Deny」を表示します。

－ Multicast Group Address：アクセス ルールが適用されるマルチキャスト グループ アドレス
を表示します。

－ Netmask：マルチキャスト グループ アドレスのネットワーク マスクを表示します。

• Insert Before：Add/Edit Access Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエン
トリの前に新しいアクセス グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Insert After：Add/Edit Access Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエント
リの後に新しいアクセス グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Add：Add/Edit Access Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルの一番下に新しいアクセ
ス グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Add/Edit Access Group ダイアログボックスが開きます。 選択したアクセス グループ エン
トリの情報を変更するには、このボタンを使用します。

• Delete：選択したアクセス グループ エントリをテーブルから削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Access Group

Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Access Group > Add/Edit Access Group

Add Access Group ダイアログボックスでは、新しいアクセス グループを Access Group テーブルに追
加できます。 Edit Access Group ダイアログボックスでは、既存のアクセス グループ エントリの情報
を変更できます。 既存のエントリを編集するとき、一部のフィールドはブロックされていることが
あります。

フィールド

－ Interface：アクセス グループが関連付けられたインターフェイスを選択します。 既存のアク
セス グループを編集するときは、関連インターフェイスを変更できません。

－ Action：選択したインターフェイスでマルチキャスト グループを許可するには「permit」を
選択します。 選択したインターフェイスからマルチキャスト グループをフィルタリングす
るには「deny」を選択します。

－ Multicast Group Address：アクセス グループが適用されるマルチキャスト グループのアド
レスを入力します。

－ Netmask：マルチキャスト グループ アドレスのネットワーク マスクを入力するか、リスト
から共通ネットワーク マスクの 1 つを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Join Group
Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Join Group

セキュリティ アプライアンスをマルチキャスト グループのメンバーとして設定できます。 Join
Group ペインでは、セキュリティ アプライアンスがメンバーになっているマルチキャスト グループ
を表示します。 

（注） 特定のグループのマルチキャスト パケットを、セキュリティ アプライアンスにグループの一部と
して受け入れさせずにインターフェイスに転送する場合は、「Static Group」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Join Group：各インターフェイスのマルチキャスト グループ メンバーシップを表示します。

－ Interface：セキュリティ アプライアンス インターフェイスの名前を表示します。

－ Multicast Group Address：インターフェイスの属するマルチキャスト グループのアドレスを
表示します。

• Add：Add/Edit IGMP Join Group ダイアログボックスが開きます。 インターフェイスに新しいマ
ルチキャスト グループ メンバーシップを追加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Add/Edit IGMP Join Group ダイアログボックスが開きます。 既存のマルチキャスト グルー
プ メンバーシップ エントリを編集するには、このボタンを使用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IGMP Join Group

Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Join Group > Add/Edit IGMP Join Group

インターフェイスをマルチキャスト グループのメンバーに設定するには、Add IGMP Join Group ダ
イアログボックスを使用します。 既存のメンバーシップ情報を変更するには、Edit IGMP Join Group
ダイアログボックスを使用します。

フィールド

• Interface：マルチキャスト グループ メンバーシップを設定するセキュリティ アプライアンス イ
ンターフェイスの名前を選択します。 既存のエントリを編集している場合、この値は変更でき
ません。

• Multicast Group Address：このフィールドにマルチキャスト グループのアドレスを入力します。
グループ アドレスは 224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 で入力する必要があります。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Protocol
Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Protocol

Protocol ペインでは、セキュリティ アプライアンス上の各インターフェイスの IGMP パラメータを
表示します。

フィールド

• Protocol：各インターフェイスに設定された IGMP パラメータを表示します。 このテーブルの行
をダブルクリックすると、選択したインターフェイスを対象とした Configure IGMP Parameters
ダイアログボックスが開きます。

－ Interface：インターフェイスの名前を表示します。

－ Enabled：IGMP がインターフェイス上でイネーブルになっている場合は「Yes」を表示し
ます。 IGMP がインターフェイス上でディセーブルになっている場合は「No」を表示しま
す。

－ Version：インターフェイス上でイネーブルになっている IGMP のバージョンを表示します。 

－ Query Interval：指定したルータが IGMP ホストクエリー メッセージを送信する間隔を秒数
で表示します。

－ Query Timeout：前のクエリアが引き継ぎを停止した後で、セキュリティ アプライアンスが
インターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでの期間を表示します。

－ Response Time：IGMP クエリーでアドバタイズされる最大応答時間を秒数で表示します。 こ
の設定への変更は、IGMP バージョン 2 に対してのみ有効です。

－ Group Limit：インターフェイスで許可される最大グループ数を表示します。

－ Forward Interface：選択したインターフェイスが IGMP ホスト レポートを転送するインター
フェイスの名前を表示します。

• Edit：選択したインターフェイスを対象とした Configure IGMP Parameters ダイアログボックス
が開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Configure IGMP Parameters

Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Protocol > Configure IGMP Parameters

Configure IGMP Parameters ダイアログボックスでは、IGMP をディセーブルにして、選択したイン
ターフェイス上の IGMP パラメータを変更できます。

フィールド

• Interface：設定しているインターフェイスの名前を表示します。 このフィールドに表示される情
報は変更できません。

• Enable IGMP：インターフェイスで IGMP をイネーブルにするには、このチェックボックスを
オンにします。 インターフェイスで IGMP をディセーブルにするには、このチェックボックス
をオフにします。 セキュリティ アプライアンスでマルチキャスト ルーティングをイネーブル
にした場合、IGMP はデフォルトでイネーブルになっています。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Version：インターフェイスでイネーブルにする IGMP のバージョンを選択します。 IGMP バー
ジョン 1 をイネーブルにするには 1 を、IGMP バージョン 2 をイネーブルにするには 2 を選択
します。一部の機能では、IGMP バージョン 2 が必要になります。デフォルトでは、セキュリ
ティ アプライアンスは IGMP バージョン 2 を使用します。

• Query Interval：指定したルータが IGMP ホストクエリー メッセージを送信する間隔を秒数で入
力します。有効値の範囲は 1 ～ 3600 秒です。デフォルト値は、125 秒です。

• Query Timeout：前のクエリアが引き継ぎを停止した後で、セキュリティ アプライアンスがイン
ターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでの期間を秒数で入力します。有効値の範囲は 60 ～
300 秒です。デフォルト値は、255 秒です。 

• Response Time：IGMP クエリーでアドバタイズされる最大応答時間を秒数で入力します。 指定
した応答時間内にセキュリティ アプライアンスがホスト レポートを受信しない場合、IGMP グ
ループはプルーニングされます。 この値を少なくすると、セキュリティ アプライアンスがグ
ループをプルーニングするのが速くなります。有効値の範囲は 1 ～ 12 秒です。デフォルト値
は、10 秒です。 この値への変更は、IGMP バージョン 2 に対してのみ有効です。

• Group Limit：インターフェイス上で加入する最大ホスト数を入力します。 有効値の範囲は 1 ～
500 です。デフォルト値は 500 です。

• Forward Interface：IGMP ホスト レポートの送信先となるインターフェイスの名前を選択しま
す。 ホスト レポートの転送をディセーブルにするには「None」を選択します。 デフォルトでは、
ホスト レポートは転送されません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Static Group
Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Static Group

一部の場合では、IGMP クエリーへの応答を防ぐコンフィギュレーションがネットワーク上のホス
トに設定されていることがあります。 それでもマルチキャスト トラフィックをそのネットワーク
セグメントに転送するとします。 その場合、マルチキャスト トラフィックをネットワーク セグメン
トに届ける方法は 2 つあります。

• Join Group ペインを使用して、インターフェイスをマルチキャスト グループのメンバーとして
設定します。 この方法では、セキュリティ アプライアンスが、マルチキャスト パケットを指定
したインターフェイスに転送するだけでなく、そのパケットを受け入れます。 

• Static Group ペインを使用して、セキュリティ アプライアンスをスタティックに接続されたグ
ループ メンバーになるように設定します。 この方法では、セキュリティ アプライアンスはパ
ケット自体を受け取ることはなく、転送するだけです。 したがって、この方法では高速スイッ
チングが実現できます。 発信インターフェイスが IGMP キャッシュに表示されますが、そのイ
ンターフェイス自身はマルチキャスト グループのメンバーではありません。 

フィールド

• Static Group：各インターフェイスの、スタティックに割り当てられたマルチキャスト グループ
を表示します。

－ Interface：セキュリティ アプライアンス インターフェイスの名前を表示します。

－ Multicast Group Address：インターフェイスに割り当てられたマルチキャスト グループのア
ドレスを表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Add：Add/Edit IGMP Static Group ダイアログボックスが開きます。 インターフェイスに新しいス
タティック グループを追加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Add/Edit IGMP Static Group ダイアログボックスが開きます。 既存のスタティック グルー
プ メンバーシップを編集するには、このボタンを使用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IGMP Static Group

Configuration > Routing > Multicast > IGMP > Static Group > Add/Edit IGMP Static Group

マルチキャスト グループをインターフェイスにスタティックに割り当てるには、Add IGMP Static
Group ダイアログボックスを使用します。 既存のスタティック グループの割り当てを変更するに
は、Edit IGMP Static Group ダイアログボックスを使用します。

フィールド

• Interface：マルチキャスト グループを設定するセキュリティ アプライアンス インターフェイス
の名前を選択します。 既存のエントリを編集している場合、この値は変更できません。

• Multicast Group Address：このフィールドにマルチキャスト グループのアドレスを入力します。
グループ アドレスは 224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 で入力する必要があります。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Multicast Route
Configuration > Routing > Multicast > MRoute

スタティック マルチキャスト ルートを定義すると、マルチキャスト トラフィックをユニキャスト
トラフィックから分離できます。 たとえば、発信元と宛先の間のパスがマルチキャスト ルーティン
グをサポートしていない場合、2 つのマルチキャスト デバイス間に GRE トンネルを設定し、その
トンネルを経由してマルチキャスト パケットを送信することが解決策となります。

スタティック マルチキャスト ルートは、セキュリティ アプライアンスに対してローカルであり、
アドバタイズまたは再配布されることはありません。

フィールド

• Multicast Route：セキュリティ アプライアンスでスタティックに定義されたマルチキャスト
ルートを表示します。 テーブルのエントリをダブルクリックすると、そのエントリを対象とし
た Add/Edit Multicast Route ダイアログボックスが開きます。

－ Source Address：マルチキャストの発信元の IP アドレスとマスクを CIDR 表記で表示しま
す。

－ Source Interface：マルチキャスト ルートの着信インターフェイスを表示します。

－ Destination Interface：マルチキャスト ルートの発信インターフェイスを表示します。

－ Admin Distance：スタティック マルチキャスト ルートの管理ディスタンスを表示します。 

• Add：Add/Edit Multicast Route ダイアログボックスが開きます。 新しいスタティック ルートを追
加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Add/Edit Multicast Route ダイアログボックスが開きます。 選択したスタティック マルチ
キャスト ルートを変更するには、このボタンを使用します。

• Delete：選択したスタティック ルートを削除するには、このボタンを使用します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Multicast Route
Configuration > Routing > Multicast > MRoute > Add/Edit Multicast Route

新しいスタティック マルチキャスト ルートをセキュリティ アプライアンスに追加するには、Add
Multicast Route ダイアログボックスを使用します。 既存のスタティック マルチキャスト ルートを変
更するには、Edit Multicast Route ダイアログボックスを使用します。

フィールド

• Source Address：マルチキャストの発信元の IP アドレスを入力します。 既存のスタティック マ
ルチキャスト ルートを編集しているときは、この値を変更できません。

• Source Mask：マルチキャストの発信元の IP アドレスのネットワーク マスクを入力するか、リ
ストから共通マスクを選択します。 既存のスタティック マルチキャスト ルートを編集してい
るときは、この値を変更できません。

• Source Interface：マルチキャスト ルートの着信インターフェイスを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Destination Interface：（オプション）マルチキャスト ルートの発信インターフェイスを選択しま
す。 宛先インターフェイスを指定した場合、選択したインターフェイスを介してルートが転送
されます。 宛先インターフェイスを選択しない場合、ルートの転送には RPF が使用されます。

• Admin Distance：スタティック マルチキャスト ルートの管理ディスタンスを入力します。 スタ
ティック マルチキャスト ルートの管理ディスタンスがユニキャスト ルートの管理ディスタン
スと同じ場合、スタティック マルチキャスト ルートが優先されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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MBoundary
Configuration > Routing > Multicast > MBoundary

MBoundary ペインでは、管理用に範囲を定めたマルチキャスト アドレスのマルチキャスト境界を設
定できます。 マルチキャスト境界は、マルチキャスト データ パケットのフローを制限し、同じマル
チキャスト グループ アドレスの異なる管理ドメインでの再使用をイネーブルにします。 インター
フェイスでマルチキャスト境界が定義されるとき、フィルタ ACL に許可されたマルチキャスト ト
ラフィックだけがインターフェイスを通過します。

フィールド

Multicast Boundary テーブルには、次の情報が含まれています。 テーブル エントリをダブルクリック
すると、マルチキャスト境界のフィルタ設定を編集できます。

• Interface：デバイス上のインターフェイスを一覧表示します。 

• Boundary Filter：指定したインターフェイスの境界フィルタ エントリを一覧表示します。 イン
ターフェイスにマルチキャスト境界が定義されていない場合、このカラムではインターフェイ

スに「No Boundary Filters Configured」が表示されます。

• AutoFilter：Auto-RP メッセージが境界 ACL で拒否されたかどうかが表示されます。 AutoFilter
がイネーブルになっている場合、ACL では Auto-RP メッセージのフローも制限されます。
AutoFilter がディセーブルになっている場合は、すべての Auto-RP メッセージがインターフェ
イスを通過します。この機能はデフォルトでディセーブルになっています。

Boundary テーブルのエントリでは、次のアクションを実行できます。

• Edit：Edit Boundary Filter ダイアログボックスが開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Boundary Filter
Edit Boundary Filter ダイアログボックスでは、マルチキャスト境界フィルタ ACL を表示します。 こ
のダイアログボックスを使用して、境界フィルタ ACL エントリを追加および削除できます。 

境界フィルタのコンフィギュレーションがセキュリティ アプライアンスに適用されるとき、実行中
のコンフィギュレーションには、interface-name_multicast という名前の ACL が表示されます。ここ
で interface-name は、マルチキャスト境界フィルタが適用されるインターフェイスの名前です。 その
名前の ACL がすでに存在する場合、inside_multicast_1 というように、名前の後ろに番号が付加され
ます。

フィールド

• Interface：マルチキャスト境界フィルタ ACL の設定先にしているインターフェイスを表示しま
す。

• Remove any Auto-RP group range：境界 ACL で拒否された発信元からの Auto-RP メッセージを
フィルタリングするには、このチェックボックスをオンにします。 チェックボックスをオフに
した場合、すべての Auto-RP メッセージが通過します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Boundary Filter テーブルには、次の情報が含まれています。

• Action：フィルタ エントリのアクションです。 Permit では、指定したトラフィックの通過を許
可します。 Deny では、指定したトラフィックによるインターフェイスの通過を拒否します。 イ
ンターフェイスでマルチキャスト境界フィルタが設定されるとき、マルチキャスト トラフィッ
クはデフォルトで拒否されます。

• Network Address：許可されるまたは拒否されるグループのマルチキャスト グループ アドレス
です。 

• Netmask：マルチキャスト グループ アドレスに適用されるネットワーク マスクです。 

Boundary Filter テーブルでは次のアクションを実行できます。

• Insert：選択したエントリの前にネイバー フィルタ エントリを挿入します。

• Add：選択したエントリの後ろにネイバー フィルタ エントリを追加します。

• Edit：選択した境界フィルタを編集します。

• Delete：選択したネイバー フィルタ エントリを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit/Insert Neighbor Filter Entry
Add/Edit/Insert Neighbor Filter Entry ダイアログボックスでは、マルチキャスト境界 ACL の ACL エ
ントリを作成できます。

フィールド

• Action：ネイバー フィルタ ACL エントリに対して Permit または Deny を選択します。 Permit を
選択すると、インターフェイスを介したマルチキャスト グループのアドバタイズメントが許可
されます。 Deny を選択すると、指定したマルチキャスト グループ アドバタイズメントによる
インターフェイスの通過を拒否します。 インターフェイスでマルチキャスト境界を設定すると
き、ネイバー フィルタ エントリで許可されていない限り、すべてのマルチキャスト トラフィッ
クによるインターフェイスの通過が拒否されます。

• Multicast Group Address：許可されるまたは拒否されるマルチキャスト グループのアドレスを入
力します。 有効なグループ アドレスの範囲は、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。

• Netmask：マルチキャスト グループ アドレスのネットマスクを入力または選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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MForwarding
Configuration > Routing > Multicast >MForwarding

MForwarding ペインでは、インターフェイスごとにマルチキャスト転送をディセーブル化および再
イネーブル化できます。 デフォルトでは、すべてのインターフェイスでマルチキャスト転送がイ
ネーブルになっています。

インターフェイスでマルチキャスト転送がディセーブルになると、他の方法で特に設定されていな

い限り、インターフェイスはマルチキャスト パケットを受け入れません。 また、IGMP パケットは、
マルチキャスト転送がディセーブルになっているときも拒否されます。

フィールド

• Multicast Forwarding テーブルには、次の情報が表示されます。

－ Interface：セキュリティ アプライアンスで設定されたインターフェイスを表示します。 イン
ターフェイスを選択するには、インターフェイス名をクリックします。 インターフェイス
名をダブルクリックすると、インターフェイスの Multicast Forwarding Enabled ステータス
が切り替わります。

－ Multicast Forwarding Enabled：指定したインターフェイスでマルチキャスト転送がイネーブ
ルになっている場合 Yes を表示します。 指定したインターフェイスでマルチキャスト転送
がディセーブルになっている場合は No を表示します。 このエントリをダブルクリックす
ると、選択したインターフェイスの Yes と No が切り替わります。

• Enable：選択したインターフェイスでのマルチキャスト転送をイネーブルにします。

• Disable：選択したインターフェイスでのマルチキャスト転送をディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

• マルチキャスト ルーティングの設定（P.15-1）

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 15章      マルチキャスト ルーティングの設定
PIM

15-14
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

PIM
ルータは、PIM を使用してマルチキャスト データグラムを転送する転送テーブルを維持します。 

セキュリティ アプライアンスでマルチキャスト ルーティングをイネーブルにするとき、PIM はデ
フォルトですべてのインターフェイスでイネーブルになります。 PIM はインターフェイスごとに
ディセーブルにできます。 

PIM の設定の詳細については、次の項目を参照してください。

• Protocol

• Neighbor Filter（P.15-15）

• Bidirectional Neighbor Filter（P.15-17）

• Rendezvous Points

• Route Tree

• Request Filter

Protocol
Configuration > Routing > Multicast > PIM > Protocol

Protocol ペインでは、インターフェイス固有の PIM プロパティが表示されます。

フィールド

• Protocol：各インターフェイスの PIM 設定を表示します。 テーブルのエントリをダブルクリック
すると、そのエントリを対象とした Edit PIM Protocol ダイアログボックスが開きます。

－ Interface：セキュリティ アプライアンス インターフェイスの名前を表示します。

－ PIM Enabled：インターフェイスで PIM がイネーブルになっている場合は「Yes」を、イ
ネーブルになっていない場合は「No」を表示します。

－ DR Priority：インターフェイスの優先度を表示します。 

－ Hello Interval：インターフェイスが PIM の hello メッセージを送信する頻度を秒数で表示し
ます。

－ Join-Prune Interval：インターフェイスが PIM の加入およびプルーニング アドバタイズメン
トを送信する頻度を秒数で表示します。

• Edit：選択したエントリを対象とした Edit PIM Protocol ダイアログボックスが開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Edit PIM Protocol

Configuration > Routing > Multicast > PIM > Protocol > Edit PIM Protocol

Edit PIM Protocol ダイアログボックスでは、選択したインターフェイスの PIM プロパティを変更で
きます。

フィールド

• Interface：表示のみ。 選択したインターフェイスの名前を表示します。 この値は編集できません。

• PIM Enabled：選択したインターフェイスで PIM をイネーブルにするには、このチェックボッ
クスをオンにします。 選択したインターフェイスで PIM をディセーブルにするには、この
チェックボックスをオフにします。

• DR Priority：選択したインターフェイスの指定ルータの優先順位を設定します。 サブネットで高
い DR 優先順位を持つルータは、指定ルータになります。 有効な値の範囲は 0 ～ 4294967294 で
す。デフォルトの DR 優先順位は 1 です。この値を 0 に設定すると、適切でないセキュリティ
アプライアンス インターフェイスがデフォルト ルータになります。

• Hello Interval：インターフェイスが PIM hello メッセージを送信する頻度を秒数で入力します。
有効値の範囲は 1 ～ 3600 秒です。デフォルト値は、30 秒です。

• Join-Prune Interval：インターフェイスが PIM 加入およびプルーニング アドバタイズメントを送
信する頻度を秒数で入力します。有効値の範囲は 10 ～ 600 秒です。デフォルト値は、60 秒です。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Neighbor Filter
Neighbor Filter ペインでは、セキュリティ アプライアンスで設定された PIM ネイバー フィルタがあ
れば、その PIM ネイバー フィルタが表示されます。 PIM ネイバー フィルタは、PIM に参加できる
ネイバー デバイスを定義する ACL です。 インターフェイスにネイバー フィルタが設定されていな
い場合、制限はありません。 PIM ネイバー フィルタが設定されている場合、フィルタ リストで許可
されるネイバーだけがセキュリティ アプライアンスでの PIM に参加できます。

PIM ネイバー フィルタのコンフィギュレーションがセキュリティ アプライアンスに適用されると
き、実行中のコンフィギュレーションには、interface-name_multicast という名前の ACL が表示され
ます。ここで interface-name は、マルチキャスト境界フィルタが適用されるインターフェイスの名
前です。 その名前の ACL がすでに存在する場合、inside_multicast_1 というように、名前の後ろに番
号が付加されます。この ACL は、どのデバイスがセキュリティ アプライアンスの PIM ネイバーに
なれるのかを定義します。

フィールド

PIM Neighbor Filter テーブルには、次の情報が表示されます。 テーブルのエントリをダブルクリック
すると、選択したエントリを対象とした Edit Neighbor Filter Entry ダイアログボックスが開きます。

• Interface：PIM ネイバー フィルタ エントリが適用されるインターフェイスの名前を表示します。

• Action：指定したネイバーが PIM に参加できる場合、「permit」を表示します。 指定したネイバー
が PIM に参加できない場合は「deny」を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Network Address：許可されるまたは拒否されるネイバーのネットワーク アドレスです。

• Netmask：Network Address と共に使用するネットワーク マスクです。

次のアクションを実行できます。

• Insert：選択したエントリの前にネイバー フィルタ エントリを挿入します。

• Add：選択したエントリの後ろにネイバー フィルタ エントリを追加します。

• Edit：選択したネイバー フィルタ エントリを編集できます。

• Delete：選択したネイバー フィルタ エントリを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

Add/Edit/Insert Neighbor Filter Entry（P.15-16）

Add/Edit/Insert Neighbor Filter Entry

Add/Edit/Insert Neighbor Filter Entry では、PIM ネイバー フィルタ ACL の ACL エントリを作成でき
ます。

フィールド

• Interface：PIM ネイバー フィルタ エントリが適用されるインターフェイスの名前をリストから
選択します。

• Action：「permit」を選択すると、指定したネイバーが PIM に参加できます。 「deny」を選択す
ると、指定したネイバーは PIM に参加できません。

• Network Address：許可または拒否されるネイバーのネットワーク アドレスです。

• Netmask：Network Address と共に使用するネットワーク マスクです。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Bidirectional Neighbor Filter
Bidirectional Neighbor Filter ペインでは、セキュリティ アプライアンスで設定された PIM 双方向ネ
イバー フィルタがあれば、その PIM 双方向ネイバー フィルタが表示されます。 PIM 双方向ネイバー
フィルタは、DF 選定に参加できるネイバー デバイスを定義する ACL です。 インターフェイスに
PIM 双方向ネイバー フィルタが設定されていない場合、制限はありません。 PIM 双方向ネイバー
フィルタが設定されている場合、ACL で許可されるネイバーだけが DF 選定プロセスに参加できま
す。

PIM 双方向ネイバー フィルタのコンフィギュレーションがセキュリティ アプライアンスに適用さ
れるとき、実行中のコンフィギュレーションには、interface-name_multicast という名前の ACL が表
示されます。ここで interface-name は、マルチキャスト境界フィルタが適用されるインターフェイ
スの名前です。 その名前の ACL がすでに存在する場合、inside_multicast_1 というように、名前の後
ろに番号が付加されます。この ACL は、どのデバイスがセキュリティ アプライアンスの PIM ネイ
バーになれるのかを定義します。

双方向 PIM により、マルチキャスト ルータは減少したステート情報を維持できます。セグメント
内のすべてのマルチキャスト ルータは、双方向ルータが DF を選定できるように、双方向にイネー
ブル化されている必要があります。 

PIM 双方向ネイバー フィルタは、DF 選定に参加するルータを指定することにより、希薄モード専
用から双方向ネットワークへの移行をイネーブルにします。すべてのルータは、そのまま希薄モー

ド ドメインにも参加できます。双方向にイネーブル化された各ルータは、セグメントに非双方向
ルータがある場合でも、それぞれのルータの中から DF を選定することができます。非双方向ルー
タ上のマルチキャスト境界は、双方向グループからの PIM メッセージやデータが双方向サブセット
クラウドを出入りしないように防ぎます。

PIM 双方向ネイバー フィルタがイネーブルになると、ACL が許可するルータは双方向機能がある
と見なされます。したがって、次のような結果になります。

• 許可されたネイバーが双方向をサポートしていない場合、DF 選定は行われません。

• 拒否されたネイバーが双方向をサポートしている場合、DF 選定は行われません。

• 拒否されたネイバーが双方向をサポートしていない場合、DF 選定が行われることがあります。

フィールド

PIM Bidirectional Neighbor Filter テーブルには、次のエントリが含まれています。 エントリをダブル
クリックすると、そのエントリを対象とした Edit Bidirectional Neighbor Filter Entry ダイアログボッ
クスが開きます。

• Interface：双方向ネイバー フィルタが適用されるインターフェイスを表示します。

• Action：双方向ネイバー フィルタが DF 選定プロセスへの参加を許可する場合、「permit」を表
示します。 エントリにより、指定したアドレスが DF 選定プロセスに参加できない場合は「deny」
を表示します。

• Network Address：許可または拒否されるアドレスです。

• Netmask：Network Address に適用されるネットワーク マスクです。

次のアクションを実行できます。

• Insert：選択したエントリの前に双方向ネイバー フィルタ エントリを挿入します。

• Add：選択したエントリの後ろに双方向ネイバー フィルタ エントリを追加します。

• Edit：選択した双方向ネイバー フィルタ エントリを編集できます。

• Delete：選択した双方向ネイバー フィルタ エントリを削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

Add/Edit/Insert Bidirectional Neighbor Filter Entry（P.15-18）

Add/Edit/Insert Bidirectional Neighbor Filter Entry

Add/Edit/Insert Bidirectional Neighbor Filter Entry ダイアログボックスでは、PIM 双方向ネイバー フィ
ルタ ACL の ACL エントリを作成できます。

フィールド

• Interface：PIM 双方向ネイバー フィルタ ACL エントリを設定するインターフェイスを選択しま
す。

• Action：指定したデバイスが DF 選定に参加できるようにするには permit を選択します。 指定し
たデバイスが DF 選定に参加できないようにするには deny を選択します。

• Network Address：許可または拒否されるネイバーのネットワーク アドレスです。

• Netmask：Network Address と共に使用するネットワーク マスクです。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rendezvous Points
Configuration > Routing > Multicast > PIM > Rendezvous Points

PIM を設定するとき、RP として動作するルータを 1 つ以上選択する必要があります。 RP は、共有
配布ツリーの単一で共通のルートで、各ルータでスタティックに設定されます。 最初のホップ ルー
タは、RP を使用し、発信元マルチキャスト ホストの代わりに登録パケットを送信します。 

1 つの RP が複数のグループに機能するように設定できます。特定のグループが指定されていない
場合は、IP マルチキャスト グループ全体の範囲（224.0.0.0/4）にグループの RP が適用されます。

複数の RP を設定できますが、同じ RP 内で保持できるエントリは 1 つです。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Generate IOS compatible register messages：RP が Cisco IOS ルータの場合、このチェックボック
スをオンにします。 セキュリティ アプライアンス ソフトウェアは、Cisco IOS ソフトウェア方
式（すべての PIM メッセージ タイプの PIM メッセージ全体のチェックサムと共に登録メッ
セージを受け入れる方法）ではなく、PIM ヘッダーにあるチェックサムおよび次の 4 バイトの
みと共に登録メッセージを受け入れます。 

• Rendezvous Points：セキュリティ アプライアンスで設定された RP を表示します。

－ Rendezvous Point：RP の IP アドレスを表示します。

－ Multicast Groups：RP に関連付けられたマルチキャスト グループを表示します。 RP がイン
ターフェイス上のすべてのマルチキャスト グループに関連付けられている場合、「--All
Groups--」を表示します。

－ Bi-directional：指定したマルチキャスト グループが双方向モードで動作する場合、「Yes」
を表示します。 指定したグループが希薄モードで動作する場合は「No」を表示します。

• Add：Add/Edit Rendezvous Point ダイアログボックスが開きます。 新しい RP エントリを追加す
るには、このボタンを使用します。

• Edit：Add/Edit Rendezvous Point ダイアログボックスが開きます。 既存の RP エントリを変更す
るには、このボタンを使用します。

• Delete：選択した RP エントリを Rendezvous Point テーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Rendezvous Point

Configuration > Routing > Multicast > PIM > Rendezvous Points >Add/Edit Rendezvous Point

Add Rendezvous Point ダイアログボックスでは、新しいエントリを Rendezvous Point テーブルに追加
できます。 Edit Rendezvous Point ダイアログボックスでは、既存の RP エントリを変更できます。

制約事項

• 同じ RP アドレスを 2 回使用することはできません。

• 複数の RP に All Groups を指定することはできません。

フィールド

• Rendezvous Point IP Address：RP の IP アドレスを入力します。 これは、ユニキャスト アドレス
です。 既存の RP エントリを編集するときは、この値を変更できません。

• Use bi-directional forwarding：指定したマルチキャスト グループを双方向モードで動作させる場
合は、このチェックボックスをオンにします。 双方向モードでは、セキュリティ アプライアン
スがマルチキャスト パケットを受信し、直接接続されたメンバーまたは PIM ネイバーが存在
しない場合、送信元にプルーニング メッセージを戻します。 指定したマルチキャスト グループ
を希薄モードで動作させる場合はこのチェックボックスをオフにします。

（注） セキュリティ アプライアンスは、実際の双方向構成にかかわらず、PIM の hello メッセージ
を使用して双方向の機能を常時アドバタイズします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Use this RP for All Multicast Groups：インターフェイス上のすべてのマルチキャスト グループの
指定した RP を使用するには、このオプションを選択します。

• Use this RP for the Multicast Groups as specified below：マルチキャスト グループを指定した RP で
使用するように指定するには、このオプションを選択します。

• Multicast Groups：指定した RP に関連付けられたマルチキャスト グループを表示します。

テーブル エントリは、上から下の順で処理されます。 特定のグループの拒否ルールをテーブル
の一番上に、マルチキャスト グループの範囲の許可ルールを deny 文の下にそれぞれ配置すれ
ば、マルチキャスト グループの範囲を含みながらその範囲内の特定グループを除外する RP エ
ントリを作成できます。

エントリをダブルクリックすると、選択したエントリを対象とした Multicast Group ダイアログ
ボックスが開きます。

－ Action：マルチキャスト グループが含まれる場合は「Permit」を、マルチキャスト グルー
プが除外される場合は「deny」を表示します。

－ Multicast Group Address：マルチキャスト グループのアドレスを表示します。

－ Netmask：マルチキャスト グループ アドレスのネットワーク マスクを表示します。

• Insert Before：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエントリの
前に新しいマルチキャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Insert After：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエントリの後
に新しいマルチキャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Add：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルの一番下に新しいマルチキャス
ト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 選択したマルチキャスト グループ エン
トリの情報を変更するには、このボタンを使用します。

• Delete：選択したマルチキャスト グループ エントリをテーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Multicast Group

Configuration > Routing > Multicast > PIM > Rendezvous Points > Add/Edit Rendezvous Point > 
Multicast Group（このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。）

マルチキャスト グループとは、どのマルチキャスト アドレスがグループの一部であるかを定義す
るアクセス ルールのリストです。 マルチキャスト グループには、1 つのマルチキャスト アドレスま
たはマルチキャスト アドレスの範囲を含めることができます。 新しいマルチキャスト グループ
ルールを作成するには、Add Multicast Group ダイアログボックスを使用します。 既存のマルチキャ
スト グループ ルールを変更するには、Edit Multicast Group ダイアログボックスを使用します。

フィールド

• Action：指定したマルチキャスト アドレスを許可するグループ ルールを作成するには、「Permit」
を選択します。指定したマルチキャスト アドレスをフィルタリングするグループ ルールを作
成するには、「Deny」を選択します。

• Multicast Group Address：グループに関連付けられたマルチキャスト アドレスを入力します。

• Netmask：マルチキャスト グループ アドレスのネットワーク マスクを入力または選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Request Filter
Configuration > Routing > Multicast > PIM > Request Filter

セキュリティ アプライアンスが RP として動作しているとき、特定のマルチキャスト送信元の登録
を制限できます。 この制限により、認可されない送信元が RP で登録されなくなります。 Request
Filter ペインでは、セキュリティ アプライアンスが PIM 登録メッセージを受け入れるマルチキャス
トの送信元を定義できます。

フィールド

• Multicast Groups：要求フィルタ アクセス ルールを表示します。

テーブル エントリは、上から下の順で処理されます。 特定のグループの拒否ルールをテーブル
の一番上に、マルチキャスト グループの範囲の許可ルールを deny 文の下にそれぞれ配置すれ
ば、マルチキャスト グループの範囲を含みながらその範囲内の特定グループを除外するエント
リを作成できます。

エントリをダブルクリックすると、選択したエントリを対象とした Request Filter Entry ダイア
ログボックスが開きます。

－ Action：マルチキャストの送信元による登録が許可される場合は「Permit」を、マルチキャ
ストの送信元が除外される場合は「deny」を表示します。

－ Source：登録メッセージの送信元のアドレスを表示します。

－ Destination：マルチキャストの宛先アドレスを表示します。

• Insert Before：Request Filter Entry ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエントリ
の前に新しいマルチキャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Insert After：Request Filter Entry ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエントリ
の後に新しいマルチキャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Add：Request Filter Entry ダイアログボックスが開きます。 テーブルの一番下に新しいマルチ
キャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Request Filter Entry ダイアログボックスが開きます。 選択したマルチキャスト グループ エ
ントリの情報を変更するには、このボタンを使用します。

• Delete：選択したマルチキャスト グループ エントリをテーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 15章      マルチキャスト ルーティングの設定
PIM

15-22
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Request Filter Entry

Configuration > Routing > Multicast > PIM > Request Filter > Request Filter Entry

Request Filter Entry ダイアログボックスでは、セキュリティ アプライアンスが RP として動作すると
きにマルチキャストの送信元がセキュリティ アプライアンスで登録できるように定義します。
フィルタ ルールは、送信元 IP アドレスおよび宛先マルチキャスト アドレスに基づいて作成します。

フィールド

• Action：指定したマルチキャスト トラフィックの指定送信元によるセキュリティ アプライアン
スでの登録を許可するルールを作成するには「Permit」を選択します。指定したマルチキャス
ト トラフィックの指定送信元によるセキュリティ アプライアンスでの登録を許可しないルー
ルを作成する場合は「Deny」を選択します。

• Source IP Address：登録メッセージの送信元の IP アドレスを入力します。

• Source Netmask：登録メッセージの送信元のネットワーク マスクを入力または選択します。 

• Destination IP Address：マルチキャスト宛先アドレスを入力します。

• Destination Netmask：マルチキャスト宛先アドレスのネットワーク マスクを入力または選択し
ます。

モード

Route Tree
Configuration > Routing > Multicast > PIM > Route Tree

デフォルトでは、PIM リーフ ルータは、新しい送信元から最初のパケットが到着した直後に、最短
パス ツリーに加入します。 この加入によって遅延は少なくなりますが、共有ツリーより多くのメモ
リが必要となります。

すべてのマルチキャスト グループに対して、または特定のマルチキャスト アドレスに対して、セ
キュリティ アプライアンスが最短パス ツリーに加入するか、共有ツリーを使用するかを設定でき
ます。

フィールド

• Use Shortest Path Tree for All Groups：すべてのマルチキャスト グループに最短パス ツリーを使
用するには、このオプションを選択します。

• Use Shared Tree for All Groups：すべてのマルチキャスト グループに共有ツリーを使用するには、
このオプションを選択します。

• Use Shared Tree for the Groups specified below：Multicast Groups テーブルで指定したグループに
共有ツリーを使用するには、このオプションを選択します。 Multicast Groups テーブルで指定さ
れていないグループには最短パス ツリーが使用されます。

• Multicast Groups：共有ツリーを使用するマルチキャスト グループを表示します。

テーブル エントリは、上から下の順で処理されます。 特定のグループの拒否ルールをテーブル
の一番上に、マルチキャスト グループの範囲の許可ルールを deny 文の下にそれぞれ配置すれ
ば、マルチキャスト グループの範囲を含みながらその範囲内の特定グループを除外するエント
リを作成できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 15章      マルチキャスト ルーティングの設定
PIM

15-23
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

エントリをダブルクリックすると、選択したエントリを対象とした Multicast Group ダイアログ
ボックスが開きます。

－ Action：マルチキャスト グループが含まれる場合は「Permit」を、マルチキャスト グルー
プが除外される場合は「deny」を表示します。

－ Multicast Group Address：マルチキャスト グループのアドレスを表示します。

－ Netmask：マルチキャスト グループ アドレスのネットワーク マスクを表示します。

• Insert Before：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエントリの
前に新しいマルチキャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Insert After：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルで選択したエントリの後
に新しいマルチキャスト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Add：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 テーブルの一番下に新しいマルチキャス
ト グループ エントリを追加するには、このボタンを使用します。

• Edit：Multicast Group ダイアログボックスが開きます。 選択したマルチキャスト グループ エン
トリの情報を変更するには、このボタンを使用します。

• Delete：選択したマルチキャスト グループ エントリをテーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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16

ファイアウォール モードの概要

この章では、各ファイアウォール モードでファイアウォールがどのように機能するかを説明しま
す。 CLI でモードを設定するには、P.2-7 の「CLI による透過ファイアウォール モードまたはルー
テッド ファイアウォール モードの設定」を参照してください。

セキュリティ アプライアンスは、次の 2 つのファイアウォール モードで動作できます。

• ルーテッド モード

• 透過モード

ルーテッド モードでは、セキュリティ アプライアンスはネットワーク内のルータ ホップと見なさ
れます。接続されたネットワーク間で NAT を実行し、（シングルコンテキスト モードで）OSPF ま
たは受動 RIP を使用することができます。ルーテッド モードは多数のインターフェイスをサポート
しています。インターフェイスはそれぞれ異なるサブネット上に置かれます。コンテキスト間でイ

ンターフェイスを共有することもできます。

透過モードでは、セキュリティ アプライアンスは「bump-in-the-wire（BITW）」または「ステルス
ファイアウォール」のように動作し、ルータ ホップではありません。セキュリティ アプライアン
スでは、内部インターフェイスと外部インターフェイスに同じネットワークが接続されます。 ダイ
ナミック ルーティング プロトコルまたは NAT は使用されません。 ただし、ルーテッド モードのよ
うに、自動的に許可される ARP パケットは例外として、透過モードにもセキュリティ アプライア
ンスを通過するトラフィックを許可するアクセスリストが必要です。 透過モードは、未サポートの
ルーティング プロトコルなど、ルーテッド モードでブロックされるアクセスリストにある特定タ
イプのトラフィックを許可できます。 また、透過モードはオプションで EtherType アクセスリスト
を使用し、IP 以外のトラフィックを許可することもできます。 透過モードは、プラットフォームで
使用可能であれば専用の管理インターフェイスをサポートしますが、それに加えて内部インター

フェイスと外部インターフェイスの 2 つのインターフェイスのみをサポートします。

（注） 透過ファイアウォール モードでは、インターフェイスごとに IP アドレスを設定するのではなく、
セキュリティ アプライアンス全体またはコンテキスト全体に IP アドレスを設定します 
（Management 0/0 管理専用インターフェイスは例外で、IP アドレスを設定できます。このインター
フェイスはトラフィックを通過させません）。 セキュリティ アプライアンスは、管理 IP アドレス全
体を、セキュリティ アプライアンスで発信されるパケットの送信元アドレスとして使用します。管
理 IP アドレスは、接続されているネットワークと同じサブネット内にある必要があります。

この章には、次の項があります。

• ルーテッド モードの概要（P.16-2）

• 透過モードの概要（P.16-9）
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ルーテッド モードの概要
• IP ルーティングのサポート（P.16-2）

• ネットワーク アドレス変換（P.16-2）

• ルーテッド ファイアウォール モードでデータがセキュリティ アプライアンスを通過する方法
（P.16-3）

IP ルーティングのサポート
セキュリティ アプライアンスは、接続されたネットワーク間のルータとして機能します。インター
フェイスごとに、異なるサブネット上の IPアドレスが必要です。シングルコンテキスト モードで
は、ルーテッド ファイアウォールは OSPF および RIP をサポートします（パッシブ モードで）。マ
ルチコンテキスト モードでは、スタティック ルートだけがサポートされます。過度なルーティン
グのニーズをセキュリティ アプライアンスに頼るのではなく、アップストリーム ルータとダウン
ストリーム ルータの拡張ルーティング機能を使用することをお勧めします。

ネットワーク アドレス変換
NAT は、パケット上のローカル アドレスを、宛先ネットワークでルーティングできるグローバル
アドレスに置換します。デフォルトでは、NAT は必要ありません。高セキュリティ インターフェ
イス（内部）上のホストに対して、低セキュリティ インターフェイス（外部）と通信する際に NAT
を使用することを要求する NAT ポリシーを強制する場合は、NAT 制御をイネーブルにします
（nat-control コマンドを参照）。

（注） NAT 制御は、バージョン 7.0 より前のソフトウェア バージョンではデフォルトの処理です。セキュ
リティ アプライアンスを以前のバージョンからアップグレードする場合は、期待される処理を維
持するために、nat-control コマンドが自動的にコンフィギュレーションに追加されます。

NAT の利点のいくつかを次に示します。

• 内部ネットワークでプライベート アドレスを使用できます。プライベート アドレスは、イン
ターネットにルーティングできません。

• NAT はローカル アドレスを他のネットワークから隠蔽するため、攻撃者はホストの実際のア
ドレスを取得できません。

• NAT は、重複 IP アドレスをサポートすることで、IP ルーティングの問題を解決できます。

図 16-1は、内部にプライベート ネットワークを持つ一般的な NAT シナリオを示しています。内部
ユーザがインターネット上の Web サーバにパケットを送信すると、パケットのローカル送信元ア
ドレスが、ルーティング可能なグローバル アドレスに変更されます。Web サーバは応答をグロー
バル アドレスに送信し、セキュリティ アプライアンスはパケットを受信します。次に、セキュリ
ティ アプライアンスはグローバル アドレスをローカル アドレスに変換してから、それをユーザに
送信します。



第 16章      ファイアウォール モードの概要
ルーテッド モードの概要

16-3
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

図 16-1 NAT の例

ルーテッド ファイアウォール モードでデータがセキュリティ アプライアンスを通過す
る方法

この項では、ルーテッド ファイアウォール モードでデータがセキュリティ アプライアンスをどの
ように通過するかを説明します。次の項目について説明します。

• 内部ユーザが Web サーバにアクセスする（P.16-4）

• 外部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする（P.16-5）

• 内部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする（P.16-6）

• 外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする（P.16-7）

• DMZ ユーザが内部ホストにアクセスしようとする（P.16-8）

www.example.com

209.165.201.2

10.1.2.1

10.1.2.27

209.165.201.1010.1.2.27 209.165.201.10 10.1.2.27
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内部ユーザが Web サーバにアクセスする

図 16-2は、内部ユーザが外部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。

図 16-2 内部から外部へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-2
を参照）。

1. 内部ネットワークのユーザは、www.example.com から Web ページを要求します。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、
セキュリティ アプライアンスはセキュリティ ポリシー（アクセスリスト、フィルタ、AAA）の
条件に従って、パケットが許可されていることを確認します。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスは、コンテキストに関連付
けられる一意なインターフェイスまたは一意な宛先アドレスに従ってパケットを分類します。

宛先アドレスは、コンテキストでのアドレス変換と照合することによって関連付けられます。

この場合、インターフェイスは固有です。www.example.com IPアドレスは、コンテキスト内に
最新のアドレス変換を持っていません。

3. セキュリティ アプライアンスは、ローカル送信元アドレス（10.1.2.27）を、外部インターフェ
イス サブネット上のグローバル アドレス 209.165.201.10 に変換します。

グローバル アドレスは任意のサブネット上に置くことができますが、外部インターフェイス サ
ブネットに置くとルーティングが簡素化されます。

4. 次に、セキュリティ アプライアンスはセッションが確立されたことを記録し、外部インター
フェイスからパケットを転送します。

10.1.1.3 

www.example.com

10.1.2.27

209.165.201.2

10.1.1.110.1.2.1
209.165.201.1010.1.2.27

DMZ
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5. www.example.com が要求に応答すると、パケットはセキュリティ アプライアンスを通過しま
す。これはすでに確立されているセッションであるため、パケットは、新しい接続に関連する

多くのルックアップをバイパスします。セキュリティ アプライアンスは、グローバル宛先アド
レスをローカル ユーザ アドレス 10.1.2.27 に変換することによって、NAT を実行します。

6. セキュリティ アプライアンスは、パケットを内部ユーザに転送します。

外部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする

図 16-3は、外部ユーザが DMZ Web サーバにアクセスしていることを示しています。

図 16-3 外部から DMZ へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-3
を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザは、外部インターフェイス サブネット上にあるグローバル宛先ア
ドレス 209.165.201.3 を使用して DMZ Web サーバから Web ページを要求します。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、
セキュリティ アプライアンスはセキュリティ ポリシー（アクセスリスト、フィルタ、AAA）の
条件に従って、パケットが許可されていることを確認します。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスは、コンテキストに関連付
けられる一意なインターフェイスまたは一意な宛先アドレスに従ってパケットを分類します。

宛先アドレスは、コンテキストでのアドレス変換と照合することによって関連付けられます。

この場合、分類子は DMZ Web サーバ アドレスがサーバ アドレス変換のため特定のコンテキス
トに属すことを「認識」しています。

3. セキュリティ アプライアンスは、宛先アドレスをローカル アドレス 10.1.1.3 に変換します。

4. 次に、セキュリティ アプライアンスはセッション エントリを高速パスに追加し、DMZ イン
ターフェイスからパケットを転送します。

10.1.1.3 

209.165.201.2

10.1.1.110.1.2.1

209.165.201.3 10.1.1.13

DMZ
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5. DMZ Web サーバが要求に応答すると、パケットはセキュリティ アプライアンスを通過します。
また、セッションがすでに確立されているため、パケットは、新しい接続に関連する多くの

ルックアップをバイパスします。セキュリティ アプライアンスは、ローカル送信元アドレスを
209.165.201.3 に変換することによって、NAT を実行します。

6. セキュリティ アプライアンスは、パケットを外部ユーザに転送します。

内部ユーザが DMZ 上の Web サーバにアクセスする

図 16-4は、内部ユーザが DMZ Web サーバにアクセスしていることを示しています。

図 16-4 内部から DMZ へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-4
を参照）。

1. 内部ネットワーク上のユーザは、宛先アドレス 10.1.1.3 を使用して DMZ Web サーバから Web
ページを要求します。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、
セキュリティ アプライアンスはセキュリティ ポリシー（アクセスリスト、フィルタ、AAA）の
条件に従って、パケットが許可されていることを確認します。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスは、コンテキストに関連付
けられる一意なインターフェイスまたは一意な宛先アドレスに従ってパケットを分類します。

宛先アドレスは、コンテキストでのアドレス変換と照合することによって関連付けられます。

この場合、インターフェイスは固有です。Web サーバ IPアドレスは、最新のアドレス変換を
持っていません。

3. 次に、セキュリティ アプライアンスはセッションが確立されたことを記録し、DMZ インター
フェイスからパケットを転送します。

10.1.1.3 10.1.2.27

209.165.201.2

10.1.1.110.1.2.1

DMZ
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4. DMZ Web サーバが要求に応答すると、パケットは高速パスを通過します。このため、パケッ
トは、新しい接続に関連する多くのルックアップをバイパスします。

5. セキュリティ アプライアンスは、パケットを内部ユーザに転送します。

外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする

図 16-5は、外部ユーザが内部ネットワークにアクセスしようとしていることを示しています。

図 16-5 外部から内部へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-5
を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします（ホストにルーティング可
能な IPアドレスがあると想定します）。

内部ネットワークがプライベート アドレスを使用している場合、外部ユーザが NAT なしで内
部ネットワークに到達することはできません。外部ユーザは既存の NAT セッションを使用し
て内部ユーザに到達しようとすることが考えられます。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、
セキュリティ アプライアンスはセキュリティ ポリシー（アクセスリスト、フィルタ、AAA）に
従って、パケットが許可されているかどうかを確認します。

3. パケットが拒否され、セキュリティ アプライアンスはパケットをドロップし、接続試行をログ
に記録します。

外部ユーザが内部ネットワークを攻撃しようとした場合、セキュリティ アプライアンスは多数
のテクノロジーを使用して、すでに確立されたセッションに対してパケットが有効かどうかを

判別します。

www.example.com

10.1.2.27

209.165.201.2

10.1.1.110.1.2.1

DMZ
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DMZ ユーザが内部ホストにアクセスしようとする

図 16-6は、DMZ 内のユーザが内部ネットワークにアクセスしようとしていることを示しています。

図 16-6 DMZ から内部へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-6
を参照）。

1. DMZ ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします。DMZ はインターネット
上のトラフィックをルーティングする必要がないので、プライベート アドレッシング方式は
ルーティングを回避しません。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信します。これは新しいセッションであるため、
セキュリティ アプライアンスはセキュリティ ポリシー（アクセスリスト、フィルタ、AAA）に
従って、パケットが許可されているかどうかを確認します。

3. パケットが拒否され、セキュリティ アプライアンスはパケットをドロップし、接続試行をログ
に記録します。

10.1.1.3 10.1.2.27

209.165.201.2

10.1.1.110.1.2.1

DMZ
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透過モードの概要

ここでは、透過ファイアウォール モードについて次の項目で説明します。

• 透過ファイアウォールの機能（P.16-9）

• ネットワークでの透過ファイアウォールの使用（P.16-10）

• 透過ファイアウォール ガイドライン（P.16-11）

• 透過モードでサポートされていない機能（P.16-11）

• 透過ファイアウォールを通過するデータの動き（P.16-12）

透過ファイアウォールの機能

通常、ファイアウォールはルーティングされたホップであり、スクリーニングされたサブネットの

いずれかに接続するホストのデフォルト ゲートウェイとして機能します。一方、透過ファイア
ウォールは、「bump-in-the-wire（BITW）」または「ステルス ファイアウォール」のように動作する
レイヤ 2 ファイアウォールであり、接続されたデバイスへのルータ ホップとは見なされません。セ
キュリティ アプライアンスでは、内部ポートと外部ポートに同じネットワークが接続されます。透
過ファイアウォールはルーティングされたホップではないので、既存のネットワークに簡単に導入

できます。IP 再アドレッシングは必要ありません。

トラブルシューティングが必要な複雑なルーティング パターンや NAT コンフィギュレーションが
ないので、メンテナンスが容易です。

透過モードはブリッジとして機能しますが、IP トラフィックなどのレイヤ 3 トラフィックは、拡張
アクセスリストで明示的に許可されない限り、セキュリティ アプライアンスを通過できません。ア
クセスリストなしで透過ファイアウォールを通過できるトラフィックは ARP トラフィックだけで
す。ARP トラフィックは ARP 検査によって制御されます。

ルーテッド モードでは、アクセスリストで許可しても、いくつかのタイプのトラフィックはセキュ
リティ アプライアンスを通過できません。一方、透過ファイアウォールは、拡張アクセスリスト
（IP トラフィックの場合）または EtherType アクセスリスト（IP 以外のトラフィックの場合）を使
用して、ほとんどすべてのトラフィックを許可することができます。次の宛先 MAC アドレスは、
透過ファイアウォールから許可されます。このリストにない MAC アドレスはすべてドロップされ
ます。

• FFFF.FFFF.FFFF の TRUE ブロードキャスト宛先 MAC アドレス

• 0100.5E00.0000 ～ 0100.5EFE.FFFF までの IPv4 マルチキャスト MAC アドレス

• 3333.0000.0000 ～ 3333.FFFF.FFFF までの IPv6 マルチキャスト MAC アドレス

• 0100.0CCC.CCCD の BPDU マルチキャストアドレス

• 0900.0700.0000 ～ 0900.07FF.FFFF までの Appletalk マルチキャストアドレス

（注） 透過モードのセキュリティ アプライアンスは、CDP パケットを通過させません。

たとえば、透過ファイアウォールでルーティング プロトコルの隣接関係を確立できます。つまり、
拡張アクセスリストに基づいて、OSPF、RIP、EIGRP、または BGP トラフィックを許可することが
できます。同様に、HSRP や VRRP などのプロトコルはセキュリティ アプライアンスを通過できま
す。

IP 以外のトラフィック（AppleTalk、IPX、BPDU、および MPLS など）は、EtherType アクセスリス
トを使用して通過するように構成できます。
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透過ファイアウォールで直接サポートされていない機能の場合は、アップストリーム ルータとダウ
ンストリーム ルータが機能をサポートできるようにトラフィックの通過を許可することができま
す。たとえば、拡張アクセスリストを使用して、DHCP トラフィック（サポートされない DHCP リ
レー機能の代わりに）または IP/TV によって作成されたマルチキャスト トラフィックを許可できま
す。

セキュリティ アプライアンスが透過モードで動作している場合、パケットの発信インターフェイス
は、ルート ルックアップではなく MAC アドレス ルックアップを実行することによって決定されま
す。この場合もルート文を設定することはできますが、セキュリティ アプライアンスから発信され
たトラフィックだけに適用されます。たとえば、syslog サーバがリモート ネットワークにある場合
は、セキュリティ アプライアンスがそのサブネットに到達できるようにスタティック ルートを使
用する必要があります。

ネットワークでの透過ファイアウォールの使用

図 16-7に、外部デバイスが内部デバイスと同じサブネット上にある一般的な透過ファイアウォール
ネットワークを示します。内部ルータとホストは、外部ルータに直接接続されているように見えま

す。

図 16-7 透過ファイアウォール ネットワーク

10.1.1.1

10.1.1.2
IP

10.1.1.3

192.168.1.2

92
41
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透過ファイアウォール ガイドライン
透過ファイアウォール ネットワークを計画する場合は、次のガイドラインに従ってください。

• 管理 IP アドレスが必要です。マルチコンテキスト モードの場合は、コンテキストごとに IP ア
ドレスが必要です。

インターフェイスごとに IP アドレスが必要なルーテッド モードと異なり、透過ファイアウォー
ルではデバイス全体に IP アドレスが割り当てられます。セキュリティ アプライアンスは、こ
の IP アドレスを、システム メッセージや AAA 通信など、セキュリティ アプライアンスで発
信されるパケットの送信元アドレスとして使用します。

管理 IP アドレスは、接続されているネットワークと同じサブネット内にある必要があります。
サブネットにホスト サブネット（255.255.255.255）を設定することはできません。

管理専用インターフェイス（Management 0/0）の IP アドレスを設定できます。この IP アドレ
スは、メインの管理 IP アドレスとは別々のサブネットに設定することができます。

• 透過セキュリティ アプライアンスは、内部インターフェイスと外部インターフェイスだけを使用
します。プラットフォームに専用の管理インターフェイスが含まれている場合は、管理トラ

フィック専用の管理インターフェイスまたはサブインターフェイスを設定することもできます。

シングルモードでは、セキュリティ アプライアンスに 3 つ以上のインターフェイスが含まれて
いる場合でも、2 つのデータ インターフェイス（および使用可能な場合は専用の管理インター
フェイス）だけを使用できます。

• 直接に接続された各ネットワークは同一のサブネット上にある必要があります。

• 接続されたデバイス用のデフォルト ゲートウェイとしてセキュリティ アプライアンス管理 IP
アドレスを指定しないでください。デバイスはセキュリティ アプライアンスの他方の側のルー
タをデフォルト ゲートウェイとして指定する必要があります。

• マルチコンテキスト モードでは、各コンテキストが別個のインターフェイスを使用する必要が
あります。コンテキスト間でインターフェイスを共有することはできません。

• マルチコンテキスト モードでは、通常、各コンテキストが別個のサブネットを使用します。重
複するサブネットを使用することもできますが、ルーティング スタンドポイントから可能にす
るため、ネットワーク トポロジにルータと NAT コンフィギュレーションが必要です。

• 拡張アクセスリストを使用し、IP トラフィックなどのレイヤ 3 トラフィックがセキュリティ ア
プライアンスを通過できるようにする必要があります。

オプションで、EtherType アクセスリストを使用して IP 以外のトラフィックの通過を許可する
こともできます。

透過モードでサポートされていない機能

表 16-1に透過モードでサポートされていない機能を示します。

表 16-1 透過モードでサポートされていない機能

機能 説明

ダイナミック DNS —

DHCP リレー 透過ファイアウォールは DHCP サーバとして機能することができます
が、DHCP リレー コマンドはサポートしません。2 つの拡張アクセス
リストを使用して DHCP トラフィックを通過させることができるの
で、DHCP リレーは必要ありません。1 つは内部インターフェイスから
外部インターフェイスへの DHCP 要求を許可し、もう 1 つはサーバか
らの応答を逆方向に許可します。

ダイナミック ルーティン
グ プロトコル

ただし、セキュリティ アプライアンスで発信されたトラフィックのス
タティック ルートを追加できます。拡張アクセスリストを使用して、
ダイナミック ルーティング プロトコルがセキュリティ アプライアン
スを通過できるようにすることもできます。
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透過ファイアウォールを通過するデータの動き

図 16-8に、パブリック Web サーバを含む内部ネットワークを持つ一般的な透過ファイアウォール
の実装を示します。内部ユーザがインターネット リソースにアクセスできるよう、セキュリティ
アプライアンスにはアクセスリストがあります。別のアクセスリストによって、外部ユーザは内部

ネットワーク上の Web サーバだけにアクセスできます。

図 16-8 一般的な透過ファイアウォールのデータ パス

IPv6 EtherType アクセスリストを使用した IPv6 は許可できません。

マルチキャスト 拡張アクセスリストで許可することによって、マルチキャスト トラ
フィックがセキュリティ アプライアンスを通過できるようにすること
ができます。

NAT NAT はアップストリーム ルータで実行されます。

QoS —

通過トラフィック用の 
VPN ターミネーション

透過ファイアウォールは、管理接続に対してのみサイトツーサイト

VPN トンネルをサポートします。これは、セキュリティ アプライアン
スを通過するトラフィックに対して VPN 接続を終端しません。拡張ア
クセスリストを使用して VPN トラフィックにセキュリティ アプライ
アンスを通過させることはできますが、非管理接続は終端されません。

WebVPN もサポートされていません。

表 16-1 透過モードでサポートされていない機能（続き）

機能 説明

www.example.com

209.165.201.2

IP
209.165.201.6

209.165.200.230

209.165.200.225

209.165.201.3

92
41

2
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この項では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを説明します。次の項
目について説明します。

• 内部ユーザが Web サーバにアクセスする（P.16-13）

• 外部ユーザが内部ネットワーク上の Web サーバにアクセスする（P.16-14）

• 外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする（P.16-15）

内部ユーザが Web サーバにアクセスする

図 16-9は、内部ユーザが外部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。

図 16-9 内部から外部へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-9
を参照）。

1. 内部ネットワークのユーザは、www.example.com から Web ページを要求します。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC
アドレス テーブルに追加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー
（アクセスリスト、フィルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを確認
します。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスは、一意なインターフェイ
スに従ってパケットを分類します。

3. セキュリティ アプライアンスは、セッションが確立されたことを記録します。

IP
209.165.201.6

www.example.com

209.165.201.2

209.165.201.3 92
40

8
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4. 宛先 MAC アドレスがテーブル内にある場合、セキュリティ アプライアンスは外部インター
フェイスからパケットを転送します。宛先 MAC アドレスは、アップストリーム ルータ
209.186.201.2 のアドレスです。

宛先 MAC アドレスがセキュリティ アプライアンスのテーブルにない場合、セキュリティ アプ
ライアンスは、ARP 要求と ping を送信して、MAC アドレスを検出しようとします。最初のパ
ケットはドロップされます。

5. Web サーバが要求に応答すると、必要な場合、セキュリティ アプライアンスは Web サーバの
MACアドレスを MAC アドレス テーブルに追加します。これはすでに確立されているセッショ
ンであるため、パケットは、新しい接続に関連付けられる多くのルックアップをバイパスしま

す。

6. セキュリティ アプライアンスは、パケットを内部ユーザに転送します。

外部ユーザが内部ネットワーク上の Web サーバにアクセスする

図 16-10は、外部ユーザが内部 Web サーバにアクセスしていることを示しています。

図 16-10 外部から内部へ

次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-10
を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザは、内部 Web サーバから Web ページを要求します。

209.165.201.2

209.165.201.1

209.165.200.230

209.165.200.225

IP
209.165.201.6

92
40

9
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2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC
アドレス テーブルに追加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー
（アクセスリスト、フィルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されていることを確認
します。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスは、一意なインターフェイ
スに従ってパケットを分類します。

3. セキュリティ アプライアンスは、セッションが確立されたことを記録します。

4. 宛先 MAC アドレスがテーブル内にある場合、セキュリティ アプライアンスは内部インター
フェイスからパケットを転送します。宛先 MAC アドレスは、ダウンストリーム ルータ
209.186.201.1 のアドレスです。

宛先 MAC アドレスがセキュリティ アプライアンスのテーブルにない場合、セキュリティ アプ
ライアンスは、ARP 要求と ping を送信して、MAC アドレスを検出しようとします。最初のパ
ケットはドロップされます。

5. Web サーバが要求に応答すると、必要な場合、セキュリティ アプライアンスは Web サーバの
MACアドレスを MAC アドレス テーブルに追加します。これはすでに確立されているセッショ
ンであるため、パケットは、新しい接続に関連付けられる多くのルックアップをバイパスしま

す。

6. セキュリティ アプライアンスは、パケットを外部ユーザに転送します。

外部ユーザが内部ホストにアクセスしようとする

図 16-11は、外部ユーザが内部ネットワーク上のホストにアクセスしようとしていることを示して
います。

図 16-11 外部から内部へ

IP
209.165.201.6

209.165.201.2

209.165.201.3

92
41

0
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次の手順では、データがセキュリティ アプライアンスをどのように通過するかを示します（図 16-11
を参照）。

1. 外部ネットワーク上のユーザが、内部ホストに到達しようとします。

2. セキュリティ アプライアンスはパケットを受信し、必要な場合、送信元 MAC アドレスを MAC
アドレス テーブルに追加します。これは新しいセッションであるため、セキュリティ ポリシー
（アクセスリスト、フィルタ、AAA）の条件に従って、パケットが許可されているかどうかを
確認します。

マルチコンテキスト モードの場合、セキュリティ アプライアンスは、一意なインターフェイ
スに従ってパケットを分類します。

3. パケットが拒否され、セキュリティ アプライアンスはパケットをドロップします。

4. 外部ユーザが内部ネットワークを攻撃しようとした場合、セキュリティ アプライアンスは多数
のテクノロジーを使用して、すでに確立されたセッションに対してパケットが有効かどうかを

判別します。
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17

アクセス ルールの設定

Access Rules
Configuration > Security Policy > Access Rules

Access Rules ウィンドウには、ルールで表現されたネットワーク全体のセキュリティ ポリシーが表
示されます。

Access Rules オプションを選択するとき、このウィンドウでは、使用可能なプロトコルやポートな
ど、特定ホストまたはネットワークによる別のホストまたはネットワークへのアクセスを制御する

アクセス コントロール リストを定義できます。 アクセスリストはコンジット リストおよびアウト
バウンド リストに取って代わります。

デフォルトではセキュリティ アプライアンスで、より高いセキュリティ レベルからのトラフィッ
ク（内部など）は低いセキュリティ レベル（外部など）にアクセスできます。内部ネットワークか
らのすべてのアウトバウンド IP トラフィックを許可する内部インターフェイスには、暗黙のアク
セスリストがあります (セキュリティ アプライアンスは、アダプティブ セキュリティ アルゴリズ
ムを使用して外部ネットワークから内部ネットワークに宛てたトラフィックを拒否します。 アダプ
ティブ セキュリティ アルゴリズムは、セキュリティへのステートフルなアプローチ方法です。 各イ
ンバウンド パケットは、アダプティブ セキュリティ アルゴリズムおよびメモリのコネクション ス
テート情報に対して検査されます）。 ASDM には暗黙のアクセスリストが表示されますが、編集す
ることはできません。 アウトバウンド トラフィックを制限するには、アクセスリストを追加します
（この場合、暗黙のアクセスリストは削除されます）。

接続がすでに確立されていない限り、各インバウンド パケットはアダプティブ セキュリティ アル
ゴリズムを使用して検査されます。 デフォルトでは、許可するアクセスリストを追加しない限り、
セキュリティ アプライアンスでトラフィックはファイアウォールを通過できません。

通常、アダプティブ セキュリティ アルゴリズムで拒否されるトラフィックを許可するには、アク
セスリストを追加します。たとえば、外部インターフェイスにアクセスリストを追加すれば、DMZ
ネットワーク上の Web サーバへのパブリック アクセスを許可できます。

制約事項

各アクセスリストの最後には、許可されないすべてのトラフィックを拒否する、表記されない暗黙

のルールがあります。 トラフィックが access control entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）
で明示的に許可されていない場合、そのトラフィックは拒否されます。このトピックでは、ACE を
ルールと呼びます。
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前提条件

必要であれば、Addresses タブでネットワーク グループを作成します。

フィールド

注：カーソルをカラムの線に重ねて二重矢印になったら、その矢印を動かしてテーブル カラムの幅
を調整できます。 カラムの線をクリックして希望のサイズにドラッグします。

• Add：新しいアクセス ルールを追加します。 

• Edit：アクセス ルールを編集します。

• Delete：アクセス ルールを削除します。

• Move Up：ルールを上に移動します。 ルールは、テーブルに表示されている順に査定されます。
したがって、重複するルールがある場合、その順序が問題になります。

• Move Down：ルールを下に移動します。

• Cut：ルールを切り取ります。

• Copy：ルールのパラメータをコピーします。Paste ボタンを使用すれば、新しいルールを同じ
パラメータで開始できます。

• Paste：コピーまたは切り取ったルールのパラメータがあらかじめ入力された Add/Edit Rule ダイ
アログボックスが開きます。 そこでルールを変更し、テーブルに追加します。 Paste ボタンでは、
ルールが選択したルールの上に追加されます。 Paste ドロップダウン リストで使用可能な Paste
After 項目では、ルールが選択したルールの後ろに追加されます。

• Find：一致するルールだけを表示するように、表示内容をフィルタリングします。 Find をクリッ
クすると、Filter フィールドが開きます。 もう 1 回 Find をクリックすると、Filter フィールドが
非表示になります。

－ Filter ドロップダウン リスト：フィルタリングする基準を、Interface、Source、Destination、
Service、または Rule Query のいずれかから選択します。 ルール クエリーとは、複数の基準
の集合で、保存して繰り返し使用できます。

－ Filter フィールド：Interface タイプの場合、このフィールドはドロップダウン リストにな
り、インターフェイス名を選択できます。 Rule Query タイプの場合、ドロップダウン リス
トにはすべての定義済みルール クエリーが含まれています。 Source および Destination タイ
プの場合は、IP アドレスを受け入れます。 IP アドレスを 1 つ手動で入力するか、... ボタン
をクリックし、Browse Address ダイアログボックスを開いて参照します。 Service タイプの
場合は、TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、または IP プロトコル タイプを受け入れます。 プ
ロトコル タイプを 1 つ手動で入力するか、... ボタンをクリックし、Browse Service Groups
ダイアログボックスを開いて参照します。 Filter フィールドは、カンマまたはスペースで区
切って、複数のエントリを受け入れます。 また、ワイルドカードも受け入れます。

－ Filter：フィルタリングを実行します。

－ Clear：一致内容および表示内容をすべてクリアします。

－ Rule Query：名前付きルール クエリーを管理できる Rule Queries ダイアログボックスが開
きます。

• Show Rule Flow Diagram：ルール テーブルの下に Rule Flow Diagram 領域を表示します。 この図
では、ネットワーク、トラフィックのタイプ、インターフェイス名、フローの方向、およびア

クションを示しています。

• Packet Trace：選択したルールの特性と共にパラメータがあらかじめ入力された Packet Tracer
ツールを開きます。

次の説明では、Access Rules テーブルのカラムをまとめています。 テーブル行をダブルクリックすれ
ば、カラムの内容を編集できます。 ルールは、実行順に表示されます。 ルールを右クリックすると、
Insert および Insert After 項目と共に、ボタンで表されているオプションがすべて上に表示されます。
これらの項目では、選択したルールの前に新しいルールが挿入されるか（Insert）、選択したルール
の後ろに新しいルールが挿入されます（Insert After）。

• No：ルールの評価順序を示します。
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• Enabled：ルールがイネーブルになっているか、またはディセーブルになっているかを示します。

• Source：Destination Type フィールドで指定された宛先へのトラフィックが許可または拒否され
る IP アドレス、ネットワーク オブジェクト グループ、インターフェイス IP、または any を指
定します。アドレス カラムには、単語 any が付いたインターフェイス名が含まれることがあり
ます（inside: any など）。これは、内部インターフェイスのすべてのホストが、このルールの影
響を受けるという意味です。

• Destination：Source Type フィールドで指定した送信元からのトラフィックを許可または拒否す
る IP アドレス、ネットワーク オブジェクト グループ、インターフェイス IP、または any を指
定します。アドレス カラムには、単語 any が付いたインターフェイス名が含まれることがあり
ます（outside: any など）。これは、外部インターフェイスのすべてのホストが、このルールの
影響を受けるという意味です。また、詳細モードでは、アドレス カラムに角カッコで囲まれた
IP アドレスが含まれることもあります（[209.165.201.1-209.165.201.30] など）。これらのアドレ
スは、変換済みアドレスです。内部ホストが外部ホストへの接続を作成すると、ファイアウォー

ルは内部ホストのアドレスをプールのアドレスにマッピングします。ホストがアウトバウンド

接続を作成した後、ファイアウォールはこのアドレス マッピングを維持します。アドレス マッ
ピング構造は xlate と呼ばれ、一定の時間、メモリに保持されます。アクセスリストで許可され
ていれば、この時間内に、外部ホストはプールの変換済みアドレスを使用して、内部ホストへ

の接続を開始できます。通常、内部ホストは常に同じ IP アドレスを使用するため、外部から内
部への接続にはスタティック トランスレーションが必要です。

• Service：ルールで指定されるサービスまたはプロトコルを表示します。

• Action：ルールに適用されるアクションです（Permit または Deny）。

• Logging：アクセスリストのロギングをイネーブルにしている場合、このカラムには、ロギング
レベル、およびログ メッセージ間の間隔が秒数で表示されます。 

• Time：ルールが適用される時間範囲が表示されます。

• Description：ルールを追加したときに入力した説明が表示されます。 暗黙のルールには、
「Implicit outbound rule」という説明が含まれます。

• Addresses：IP 名またはネットワーク オブジェクト グループを追加、編集、削除、または検索
できるタブです。 IP アドレス オブジェクトは、その後のルール作成で簡単に選択できるように、
ルール作成の間、送信元エントリおよび宛先エントリに基づいて自動的に作成されます。 手動
では追加、編集、または削除できません。

• Services：サービスを追加、編集、削除、または検索できるタブです。

• Time Ranges：時間範囲を追加、編集、または削除できるタブです。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rule Queries
Configuration > Security Policy > Rule Queries

Rule Queries ダイアログボックスでは、ルールを検索するときに Filter フィールドで使用できる名前
付きルール クエリーを管理できます。

フィールド

• Add：ルール クエリーを追加します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Edit：ルール クエリーを編集します。

• Delete：ルール クエリーを削除します。

• Name：ルール クエリーの名前を一覧表示します。

• Description：ルール クエリーの説明を一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

New/Edit Rule Query
Configuration > Security Policy > Rule Queries > New/Edit Rule Query

New/Edit Rule Query ダイアログボックスでは、ルールを検索するときに Filter フィールドで使用で
きる名前付きルール クエリーを追加または編集できます。

フィールド

• Name：ルール クエリーの名前を入力します。

• Description：ルール クエリーの説明を入力します。

• Match Criteria：この領域には、フィルタリングのための基準が一覧表示されます。

－ any of the following criteria：一覧表示された任意の基準に一致するようにルール クエリーを
設定します。

－ all of the following criteria：一覧表示されたすべての基準に一致するようにルール クエリー
を設定します。

－ Field：基準のタイプを一覧表示します。 インターフェイスまたは送信元などです。

－ Value：「inside」など、基準の値を一覧表示します。

－ Remove：選択した基準を削除します。

• Define New Criteria：この領域では、新しい基準を定義して、照合基準に追加します。

－ Field：ルール クエリーにネストされる Interface、Source、Destination、Service、Action、ま
たは他の Rule Query などの基準のタイプを選択します。

－ Value：検索する値を入力します。 Interface タイプの場合、このフィールドはドロップダウ
ン リストになり、インターフェイス名を選択できます。 Action タイプの場合、ドロップダ
ウン リストには Permit と Deny が表示されます。 Rule Query タイプの場合、ドロップダウ
ン リストにはすべての定義済みルール クエリーが含まれます。 Source および Destination タ
イプの場合は、IP アドレスを受け入れます。 IP アドレスを 1 つ手動で入力するか、... ボタ
ンをクリックし、Browse Address ダイアログボックスを開いて参照します。 Service タイプ
の場合は、TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、または IP プロトコル タイプを受け入れます。
IP アドレスを 1 つ手動で入力するか、... ボタンをクリックし、Browse Service Groups ダイ
アログボックスを開いて参照します。

－ Add：Match Criteria テーブルに基準を追加します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Access Rule
Configuration > Security Policy > Access Rules > Add/Edit Access Rule

Add/Edit Rule ダイアログボックスでは、新しいルールの作成、または既存のルールの変更が実行で
きます。 

フィールド

• Interface：ルールを適用するインターフェイスを指定します。

• Action：新しいルールのアクション タイプを決定します。 Permit または Deny のいずれかを選択
します。

－ Permit：すべての一致トラフィックを許可します。

－ Deny：すべての一致トラフィックを拒否します。

• Direction：どちらの方向のトラフィックにルールを適用するかを決定します。

－ Incoming：送信元インターフェイスへの着信トラフィックを選択します。

－ Outgoing：宛先インターフェイスからの発信トラフィックを選択します。

• Source Type：Destination Type フィールドで指定された宛先へのトラフィックが許可または拒否
される IP アドレス、ネットワーク オブジェクト グループ、インターフェイス IP、または any
を指定します。 

－ IP Address：Destination Type フィールドで指定された宛先へのトラフィックが許可または
拒否される IP アドレスを指定します。

IP address：IP アドレスを指定します。
...：既存の IP アドレス オブジェクト、IP 名、ネットワーク オブジェクト グループ、また
はすべてを選択、追加、編集、削除、または検索できます。

Netmask：ネットマスクを指定します。
－ Network Object Group：Destination Type フィールドで指定された宛先へのトラフィックが許
可または拒否されるネットワーク オブジェクト グループを指定します。

Group Name：ネットワーク オブジェクト グループ名を指定します。

...：既存の IP アドレス オブジェクト、IP 名、ネットワーク オブジェクト グループ、また
はすべてを選択、追加、編集、削除、または検索できます。

－ Interface IP：Destination Type フィールドで指定された宛先へのトラフィックが許可または
拒否されるインターフェイス IP、または any を指定します。 

－ Interface：インターフェイスを指定します。

• Destination Type：Source Type フィールドで指定した送信元からのトラフィックを許可または拒
否する IP アドレス、ネットワーク オブジェクト グループ、インターフェイス IP、または any
を指定します。 

－ IP Address：Source Type フィールドで指定された宛先へのトラフィックが許可または拒否
される IP アドレスを指定します。

IP address：IP アドレスを指定します。
...：既存の IP アドレス オブジェクト、IP 名、ネットワーク オブジェクト グループ、また
はすべてを選択、追加、編集、削除、または検索できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Netmask：ネットマスクを指定します。
－ Network Object Group：Source Type フィールドで指定された送信元からのトラフィックが許
可または拒否されるネットワーク オブジェクト グループを指定します。

Group Name： ネットワーク オブジェクト グループ名を指定します。
...：既存の IP アドレス オブジェクト、IP 名、ネットワーク オブジェクト グループ、また
はすべてを選択、追加、編集、削除、または検索できます。

－ Interface IP：Source Type フィールドで指定された送信元からのトラフィックが許可または
拒否されるインターフェイス IP、または any を指定します。 

－ Interface：インターフェイスを指定します。

• Protocol and Service: TCP and UDP：ルールの TCP または UDP プロトコルを選択します。 Source
Port および Destination Port 領域では、アクセスリストがパケットの照合に使用するポートを指
定できます。

－ Service：HTTP または FTP など、サービスのリストからポート番号、ポートの範囲、また
はウェルノウン サービス名を指定するには、このオプションを選択します。 演算子ドロッ
プダウン リストは、アクセスリストがポートを照合する方法を指定します。次のいずれか
の演算子を選択します。

= ：ポート番号と等しい。 
not = ：ポート番号と等しくない。 
> ：ポート番号より大きい。 
< ：ポート番号より小さい。 
range：その範囲のポート番号の 1 つと等しい。

－ Group：Service Group ドロップダウン リストからサービス グループを指定します。 

Browse ボタンでは Browse Source Port ダイアログボックスが表示され、事前に設定された
リストから送信元タイプを選択したり、追加、編集、削除または検索したりできます。

• Protocol and Service: IP：IP Protocol フィールドにあるルールの IP プロトコルを指定します。 

• Protocol and Service: ICMP：ICMP タイプ フィールドにあるルールまたは ICMP グループの ICMP
タイプを指定します。 

－ Browse ボタンでは Browse ICMP ダイアログボックスが表示され、事前に設定されたリスト
から送信元タイプを選択したり、追加、編集、削除または検索したりできます。 

• Rule Flow Diagram：ネットワーク、トラフィックのタイプ、インターフェイス名、フローの方
向、およびアクションを表示します。 

• Options：アクセスリストのロギングをイネーブルにして、ロギング オプションを設定します。
ロギング オプションは次のとおりです。

－ デフォルトのロギング動作を使用します。 

－ ルールのロギングをイネーブルにします。 許可ロギングおよび拒否ロギングのレベルおよ
び間隔を設定します。詳細については、「Log Options」を参照してください。

Syslog Level：emergencies、alerts、critical、errors、warnings、notifications、informational、
または debugging を指定します。
Log Interval：ロギングの間隔を指定します。

－ ルールのロギングをディセーブルにします。

－ Time Range：このルールに定義されている時間範囲をドロップダウン リストから選択しま
す。

Browse ボタンでは Browse Time Range ダイアログボックスが表示され、事前に設定された
リストから時間範囲を選択、追加、編集、または削除できます。

－ Description：（オプション）アクセス ルールの説明を入力します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Manage Service Groups
Configuration > Security Policy > Access Rules > Add/Edit Access Rule > Manage Service Groups

Manage Service Groups ダイアログボックスでは、名前付きグループにある複数の TCP、UDP、また
は TCP-UDP サービス（ポート）を関連付けます。以後、アクセスや、IPSec ルール、コンジットな
どの ASDM および CLI 内の機能でサービス グループを使用できます。

用語のサービスは、既知のポート番号と「リテラル」名（ftp、telnet、smtp など）を持つ、アプリ
ケーション レベル サービスと関連付けられた上位レイヤ プロトコルを指します。

セキュリティ アプライアンスは、次の TCP リテラル名を許可します。

bgp、chargen、cmd、daytime、discard、domain、echo、exec、finger、ftp、ftp-data、gopher、h323、hostname、
http、ident、irc、klogin、kshell、lpd、nntp、pop2、pop3、pptp、smtp、sqlnet、sunrpc、tacacs、talk、telnet、
time、uucp、whois、www。

サービス グループの名前は、オブジェクト グループの 4 つすべてのタイプで、一意である必要が
あります。たとえば、サービス グループとネットワーク グループで、同じ名前を共有することは
できません。

複数のサービス グループを「グループのグループ」にネストして、単一グループとして使用できま
す。サービス オブジェクト グループを削除すると、使用されているすべてのサービス オブジェク
ト グループから削除されます。

サービス グループがアクセス ルールで使用されている場合は、削除しないでください。アクセス
ルールで使用されているサービス グループを空にすることはできません。

フィールド

• TCP：TCP サービスまたはポート番号をオブジェクト グループに追加するには、このオプショ
ンを選択します。 

• UDP：UDP サービスまたはポート番号をオブジェクト グループに追加するには、このオプショ
ンを選択します。 

• TCP-UDP：TCP および UDP に共通のサービスまたはポート番号をオブジェクト グループに追
加するには、このオプションを選択します。 

• Service Group table：このテーブルには、各サービス オブジェクト グループの記述名を含みま
す。 このリストのグループを変更または削除するには、グループを選択して Edit または Delete
をクリックします。 新しいグループをこのリストに追加するには、Add をクリックします。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Service Group
Configuration > Security Policy > Access Rules > Add/Edit Access Rule > Manage Service Groups >
Add/Edit Service Group

Add/Edit Service Group ダイアログボックスでは、TCP および UDP サービスまたはポートのグルー
プを管理できます。

フィールド

• Service Group Name：サービス グループの名前を指定します。 名前は、すべてのオブジェクト
グループで一意である必要があります。 サービス グループ名はネットワーク グループと名前
を共有できません。

• Description：サービス グループの説明を指定します。

• Service：事前に定義されたドロップダウン リストからサービス グループのサービスを選択で
きます。

• Range/Port #：サービス グループのポートの範囲を指定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Advanced Access Rule Configuration
Configuration > Security Policy > Access Rules > Advanced Access Rule Configuration

Advanced Access Rule Configuration ダイアログボックスでは、グローバル アクセスリストのロギン
グ オプションを設定できます。 

ロギングがイネーブルで、パケットが ACE と一致した場合、セキュリティ アプライアンスはフロー
エントリを作成して、指定された時間内で受信したパケットの数を追跡します（ログ オプションを
参照）。セキュリティ アプライアンスは、最初のヒットがあったとき、および各間隔の終わりにシ
ステム ログ メッセージを生成し、その間隔におけるヒットの合計数を示します。各間隔の終わり
に、セキュリティ アプライアンスはヒット数を 0 にリセットします。1 つの間隔内で ACE と一致
するパケットがなかった場合、セキュリティ アプライアンスはそのフロー エントリを削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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どの時点でも大量のフローが同時に存在する可能性があります。メモリおよび CPU リソースが無
制限に消費されないようにするために、セキュリティ アプライアンスは同時拒否フロー数に制限を
設定します。この制限は、拒否フローに対してのみ設定されます（許可フローには設定されませ

ん）。これは、拒否フローは攻撃を示している可能性があるためです。制限に達すると、セキュリ

ティ アプライアンスは既存の拒否フローが期限切れになるまで新しい拒否フローを作成しません。
DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）が開始された場合、セキュリティ アプライアンスは非常に大量の拒
否フローをごく短時間のうちに作成する可能性があります。拒否フロー数を制限することにより、

メモリおよび CPU リソースが無制限に消費されないようにします。

前提条件

アクセスリストのアクセス コントロール エントリ（別名ルール）に対して、さらに新しいロギン
グ メカニズムをイネーブルにする場合にのみ、この設定が適用されます。 詳細については、「Log
Options」を参照してください。

フィールド

• Maximum Deny-flows：セキュリティ アプライアンスがロギングを停止する前に許可される拒否
フローの最大数で、1 とデフォルト値の間です。デフォルトは 4096 です。

• Alert Interval：拒否フローの最大数に達したことを識別するシステム ログ メッセージ（番号
106101）の間の時間（1 ～ 3600 秒）です。デフォルトは、300 秒です。

• Per User Override table：ユーザごとの上書き機能の状態を指定します。 インバウンド アクセスリ
ストでユーザごとの上書き機能がイネーブルになっている場合、RADIUS サーバによって提供
されるアクセスリストは、そのインターフェイス上で設定されたアクセスリストに置き換えら

れます。 ユーザごとの上書き機能がディセーブルになっている場合、RADIUS サーバによって
提供されるアクセスリストは、そのインターフェイス上で設定されたアクセスリストに結合さ

れます。 インターフェイスにインバウンド アクセスリストが設定されていない場合、ユーザご
との上書きは設定できません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Log Options
Configuration > Security Policy > Access Rules > Add/Edit Access Rule > Log Options（このダイアロ
グボックスに移動するパスは数種類あります。）

Log Options ダイアログボックスでは、アクセス コントロール リストの各アクセス コントロール エ
ントリ（別名ルール）のロギング オプションを設定できます。コンジット リストおよびアウトバ
ウンド リストはロギングをサポートしません。 グローバル ロギング オプションの設定については、
「高度なアクセス ルール設定」を参照してください。

このダイアログボックスでは、旧式のロギング メカニズム（拒否されたトラフィックだけが記録さ
れる）を使用したり、新しいロギング メカニズム（許可および拒否されたトラフィックがパケット
のヒット数などの追加情報と共に記録される）を使用したり、ロギングをディセーブルにしたりで

きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Log オプションをイネーブルにすると、一定量のメモリを消費します。 潜在的な DoS 攻撃のリスク
を制御するには、Access Rules ウィンドウの Advanced を選択して、Maximum Deny-flow 設定を実行
すると役立ちます。

フィールド

• Use default logging behavior：旧式のアクセスリスト ロギング メカニズムを使用します。セキュ
リティ アプライアンスは、パケットが拒否されるとシステム ログ メッセージ番号 106023 を記
録します。 デフォルト設定に戻すには、このオプションを選択します。

• Enable logging for the rule：新しいアクセスリスト ロギング メカニズムをイネーブルにします。
セキュリティ アプライアンスは、パケットが ACE（許可または拒否のいずれか）に一致した
とき、システム ログ メッセージ番号 106100 を記録します。

パケットが ACE と一致した場合、セキュリティ アプライアンスはフロー エントリを作成して、
指定された間隔で受信したパケットの数を追跡します（Logging Interval フィールドを参照）。セ
キュリティ アプライアンスは、最初のヒットがあったとき、および各間隔の終わりにシステム
ログ メッセージを生成し、その間隔におけるヒットの合計数を示します。各間隔の終わりに、
セキュリティ アプライアンスはヒット数を 0 にリセットします。1 つの間隔内で ACE と一致
するパケットがなかった場合、セキュリティ アプライアンスはそのフロー エントリを削除し
ます。

－ Logging Level：syslog サーバに送信されるロギング メッセージのレベルをドロップダウン
リストから選択します。 レベルは次のように定義されています。

Emergencies（レベル 0）：セキュリティ アプライアンスでは、このレベルは使用しません。 
Alert（レベル 1、即時対処が必要）
Critical（レベル 2、クリティカル条件）

Error（レベル 3、エラー条件）
Warning（レベル 4、警告条件）
Notification（レベル 5、正常だが顕著な条件）
Informational（レベル 6、情報メッセージのみ）
Debugging（レベル 7、デバッグ中のみ表示）

－ Logging Interval：セキュリティ アプライアンスがフロー統計情報を syslog に送信する前に
待機する時間を秒数（1 ～ 600 秒）で設定します。この設定は、ACE と一致するパケット
がない場合にフローを削除するタイムアウト値としても機能します。デフォルトは、300
秒です。

• Disable logging for the rule：ACE のすべてのロギングをディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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18

EtherType ルールの設定

Ethertype Rules（透過モード専用）
Configuration > Security Policy > Ethertype Rules

EtherType Rules ウィンドウには、パケット EtherType に基づくアクセス ルールが表示されます。
EtherType ルールは、透過モードで動作するときにセキュリティ アプライアンスで非 IP 関連トラ
フィック ポリシーを設定するのに使用されます。 透過モードでは、拡張アクセス ルールと
EtherType アクセス ルールの両方をインターフェイスに適用できます。 EtherType ルールは、拡張ア
クセス ルールに優先されます。

フィールド

• Add：新しい EtherType ルールを追加します。 追加するルールのタイプをドロップダウン リスト
から選択します。

• Edit：EtherType ルールを編集します。

• Delete：EtherType ルールを削除します。

• Move Up：ルールを上に移動します。 ルールは、テーブルに表示されている順に査定されます。
したがって、重複するルールがある場合、その順序が問題になります。

• Move Down：ルールを下に移動します。

• Cut：ルールを切り取ります。

• Copy：ルールのパラメータをコピーします。Paste ボタンを使用すれば、新しいルールを同じ
パラメータで開始できます。

• Paste：コピーまたは切り取ったルールのパラメータがあらかじめ入力された Add/Edit Rule ダイ
アログボックスが開きます。 そこでルールを変更し、テーブルに追加します。 Paste ボタンでは、
ルールが選択したルールの上に追加されます。 Paste ドロップダウン リストで使用可能な Paste
After 項目では、ルールが選択したルールの後ろに追加されます。

次の説明では、EtherType Rules テーブルのカラムをまとめています。 テーブル セルをダブルクリッ
クすれば、カラムの内容を編集できます。 カラム ヘッダーをダブルクリックすると、選択したカラ
ムが並び替えキーとして使用され、テーブルが英数字の昇順に並び替わります。 ルールを右クリッ
クすると、Insert および Insert After 項目と共に、ボタンで表されているオプションがすべて上に表
示されます。 これらの項目では、選択したルールの前に新しいルールが挿入されるか（Insert）、選
択したルールの後ろに新しいルールが挿入されます（Insert After）。

• No：ルールの評価順序を示します。

• Action：このルールの permit または deny アクションです。 
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• Ethervalue：EtherType 値で、IPX、BPDU、MPLS-Unicast、MPLS-Multicast、または 16 ビットの
16 進数値 0x600（1536）～ 0xffff のいずれかとなります。この値により EtherType が識別され
ます。

• Interface：ルールが適用されるインターフェイスです。 

• Direction Applied：このルールの方向で、着信トラフィックまたは発信トラフィックです。 

• Description：テキストによるルールの説明で、オプションです。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit EtherType Rule 
Configuration > Security Policy > Ethertype Rules > Add/Edit Ethertype Rules

Add/Edit EtherType Rules ダイアログボックスでは、EtherType ルールを追加または編集できます。

フィールド

• Action：このルールの permit または deny アクションです。 

• Interface：このルールのインターフェイス名です。 

• Apply rule to：このルールの方向で、着信トラフィックまたは発信トラフィックです。 

• Ethervalue：EtherType 値で、BPDU、IPX、MPLS-Unicast、MPLS-Multicast、any（0x600 ～ 0xffff
の間の任意の値）、または 16 ビットの 16 進数値 0x600（1536）～ 0xffff のいずれかとなります。
この値により EtherType が識別されます。

• Description：テキストによるルールの説明で、オプションです。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —
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19

AAA ルールの設定

この章では、ネットワーク アクセスに対して AAA（トリプル エー）をイネーブルにする方法につ
いて説明します。

管理アクセスの AAA については、P.11-2 の「AAA Access」を参照してください。

この章には、次の項があります。

• AAA パフォーマンス（P.19-1）

• AAA ルールの設定（P.19-2）

• 認可のための RADIUS サーバの設定（P.19-16）

AAA パフォーマンス
セキュリティ アプライアンスは「カットスルー プロキシ」を使用します。この方法により、従来
のプロキシ サーバと比較して、パフォーマンスが大幅に向上します。従来のプロキシ サーバは、
OSI モデルのアプリケーション レイヤですべてのパケットを分析するため、プロキシ サーバのパ
フォーマンスに負担がかかります。セキュリティ アプライアンス カットスルー プロキシは、アプ
リケーション レイヤで最初にユーザ確認を行い、標準 AAA サーバまたはローカル データベースで
認証します。セキュリティ アプライアンスはユーザを認証した後、セッション フローをシフトす
るため、セッション ステート情報を維持したまま、すべてのトラフィックが送信元と宛先の間で直
接かつ迅速に流れます。
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AAA ルールの設定
この項では、AAA ルールを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• AAA Rules（P.19-2）

• 認証ルールの追加および編集（P.19-5）

• 認可ルールの追加および編集（P.19-8）

• アカウンティング ルールの追加および編集（P.19-10）

• MAC 免除ルールの追加および編集（P.19-12）

• 高度な AAA 機能の設定（P.19-13）

AAA Rules
Configuration > Security Policy > AAA Rules

 Security Policy ペインには、ルールで表現されたネットワーク セキュリティ ポリシーが表示されま
す。 このウィンドウには、他のルール用のタブとともに、AAA ルール用のタブがあります。 この項
目では AAA ルールを説明します。 AAA サービスの概要については、第 10 章「AAA サーバの設定」
を参照してください。

AAA Rules タブを選択すると、MAC 免除ルールとともに、認証、認可、またはアカウンティング
（AAA）ルールを定義できます。 AAA はセキュリティ アプライアンスに、ユーザが誰か、ユーザが
何を実行できるか、およびユーザが何を実行したかを知らせます。認証のみで使用することも、認

可とともに使用することもできます。 認可には常に認証が必要です。 たとえば、内部ネットワーク
のサーバにアクセスする外部ユーザを認証する場合、認証だけで十分に対応します。 ただし、特定
のユーザがアクセスする内部サーバを制限する場合は、認可サーバを設定し、どのサーバとサービ

スにユーザがアクセスできるのかを指定することができます。

AAA には、ユーザ アクセスに対して、アクセスリストのみを使用する場合よりもレベルの高い保
護および制御機能が用意されています。たとえば、すべての外部ユーザが DMZ ネットワークのサー
バにアクセスできるようにするアクセスリストを作成できます。 登録したユーザだけがサーバに
Telnet できるようにするには、AAA を設定して、認証または認可、あるいはその両方が行われた
ユーザだけがセキュリティ アプライアンスを通過できるようにします。 サーバに独自の認証およ
び認可がある場合、ユーザは 2 番目のユーザ名とパスワードのセットを入力します（FTP の場合、
ユーザはアット マーク（@）で区切ったユーザ名とパスワードの両方を入力する必要があります）。

各 AAA ルールでは、一致トラフィックの次の特性が識別されます。

• 送信元および宛先ネットワーク

• アクション（認証、認可、またはアカウンティング。ルールでは、AAA から MAC アドレスを
除外することもできます）

• AAA サーバ グループ

• サービス グループ（Telnet や FTP など）

制約事項

ASDM は、次の AAA ルールの混合構成をサポートしていません。

• 送信元および宛先アドレスの指定

• 送信元および宛先アドレスのアクセスリストの照合

コンフィギュレーションにすでに AAA ルールが含まれている場合、追加できるのは同じ種類
の AAA ルールのみです。 AAA ルールを設定していない場合、ASDM ではアクセスリストに一
致するルールのみを追加できます。 ルールがアクセスリストに一致するように変換するには、
ASDMの AAA ルールをすべて削除し、再度追加する必要があります（このときルールは設定
せず、ASDMではアクセスリスト モードのデフォルト値となります）。 ASDM では、どちらの
モードでも AAA ルールのコンフィギュレーションは同じです。 
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• FTP 認証の場合、ユーザは次の形式で名前とパスワードを入力する必要があります。

セキュリティ アプライアンス _name@ftp_name
セキュリティ アプライアンス _password@ftp_password

• セキュリティ アプライアンスで認証が正常に行われた後、セキュリティ アプライアンスは FTP
名とパスワードを FTP サーバに転送します。 Telnet および HTTP（認証用に設定されている場
合）など他のサービスでは、宛先サーバのプロンプトで 2 番目の名前とパスワードを入力する
必要があります。 

• メールまたは SMTP など、一部のサービスの認証は確実ではありません。 すべてのサービスで
認証を必要とするように指定する場合、ユーザをまず Telnet、FTP、HTTP、または HTTPS（ま
たは確実に認証プロンプトを提供するその他のサービス）で認証し、次に他のサービスで認証

する必要があります。 

• AAA 認可ルールは TACACS+ サーバをサポートしますが、他のサーバはサポートしません。 た
だし、ローカル データベースを使用して、セキュリティ アプライアンス コマンドに対してユー
ザを認可することはできます。 

• AAA アカウンティング ルールは、AAA Server Group としてのローカル データベースの使用を
サポートしていません。

前提条件

1. Configuration > Features > Properties > AAA Setup > AAA Server Groups ペインで、各ホストまたは
サーバを定義します。 

2. ローカル データベースにユーザを追加します （Configuration > Features > Properties > 
Administration > User Accounts を参照）。 

3. ユーザが指定したネットワークにアクセスできることを確認します（必要に応じて「Access
Rules」を参照）。

4. AAA サーバを正しくセットアップします。

フィールド

• Add：新しい AAA ルールを追加します。 追加するルールのタイプをドロップダウン リストから
選択します。

• Edit：AAA ルールを編集します。

• Delete：AAA ルールを削除します。

• Move Up：ルールを上に移動します。 ルールは、テーブルに表示されている順に査定されます。
したがって、重複するルールがある場合、その順序が問題になります。

• Move Down：ルールを下に移動します。

• Cut：ルールを切り取ります。

• Copy：ルールのパラメータをコピーします。Paste ボタンを使用すれば、新しいルールを同じ
パラメータで開始できます。

• Paste：コピーまたは切り取ったルールのパラメータがあらかじめ入力された Add/Edit Rule ダイ
アログボックスが開きます。 そこでルールを変更し、テーブルに追加します。 Paste ボタンでは、
ルールが選択したルールの上に追加されます。 Paste ドロップダウン リストで使用可能な Paste
After 項目では、ルールが選択したルールの後ろに追加されます。

• Find：一致するルールだけを表示するように、表示内容をフィルタリングします。 Find をクリッ
クすると、Filter フィールドが開きます。 もう 1 回 Find をクリックすると、Filter フィールドが
非表示になります。

－ Filter ドロップダウン リスト：フィルタリングする基準を、Interface、Source、Destination、
Service、Action、または Rule Query のいずれかから選択します。 ルール クエリーとは、複
数の基準の集合で、保存して繰り返し使用できます。

－ Filter フィールド：Interface タイプの場合、このフィールドはドロップダウン リストにな
り、インターフェイス名または All Interfaces を選択できます。 Action タイプの場合、ドロッ
プダウン リストには Permit と Deny が表示されます。 Rule Query タイプの場合、ドロップ
ダウン リストにはすべての定義済みルール クエリーが含まれます。 Source および
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Destination タイプの場合は、IP アドレスを受け入れます。 IP アドレスを 1 つ手動で入力す
るか、... ボタンをクリックし、Browse Address ダイアログボックスを開いて参照します。
Service タイプの場合は、TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、または IP プロトコル タイプを受
け入れます。 IP アドレスを 1 つ手動で入力するか、... ボタンをクリックし、Browse Service
Groups ダイアログボックスを開いて参照します。

－ Filter：フィルタリングを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

－ Rule Query：名前付きルール クエリーを管理できる Rule Queries ダイアログボックスが開
きます。

• Show Rule Flow Diagram：ルール テーブルの下に Rule Flow Diagram 領域を表示します。 この図
では、ネットワーク、トラフィックのタイプ、インターフェイス名、フローの方向、およびア

クション（Authenticate または Do Not Authenticate など）を示しています。

• Packet Trace：選択したルールの特性と共にパラメータがあらかじめ入力された Packet Tracer
ツールを開きます。

次の説明では、AAA Rules テーブルのカラムをまとめています。 テーブル セルをダブルクリックす
ると、カラムの内容を編集できます。 カラム ヘッダーをダブルクリックすると、選択したカラムが
並び替えキーとして使用され、テーブルが英数字の昇順に並び替わります。 ルールを右クリックす
ると、Insert および Insert After 項目と共に、ボタンで表されているオプションがすべて上に表示さ
れます。 これらの項目では、選択したルールの前に新しいルールが挿入されるか（Insert）、選択し
たルールの後ろに新しいルールが挿入されます（Insert After）。

• No：ルールの評価順序を示します。

• Enabled：ルールがイネーブルになっているか、またはディセーブルになっているかを示します。

• Action：AAA ルールのタイプを指定します。

• Source：Destination カラムに一覧表示された IP アドレスにトラフィックが送信されたとき、
AAA の対象となる IP アドレスを一覧表示します。

• Destination：Source カラムに一覧表示された IP アドレスからトラフィックが送信されたとき、
AAA の対象となる IP アドレスを一覧表示します。

• Service：ルールで指定されるサービスまたはプロトコルを表示します。

• Action：Authenticate、Do Not Authenticate、Authorize、Do Not Authorize など、ルールで指定さ
れたアクションを表示します。

• Server Group：AAA Server Group タグを指定します。 AAA サーバ グループの設定は、Properties
> AAA Setup > AAA Server Groups で行います。 新しい AAA ルールを作成するには、サーバ グ
ループがあり、その中に 1 つ以上のサーバが存在する必要があります。

• Time：このルールで有効な時間範囲の名前を指定します。

• Description：ルールを追加したときに入力した説明です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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認証ルールの追加および編集

セキュリティ アプライアンスでは、AAA サーバまたはローカル データベースを使用するネット
ワーク アクセス認証を設定できます。

所定の IP アドレスのユーザは、認証セッションが期限切れになるまで、すべてのルールおよびタ
イプに対して一度だけ認証を受ける必要があります （タイムアウト値については、「Timeouts」を
参照）。たとえば、Telnet および FTP を認証するようにセキュリティ アプライアンスが設定されて
いて、ユーザが正常に Telnet 認証を受けた場合、認証セッションが継続している限り、ユーザは
FTP 認証を受ける必要はありません。

プロトコルまたはサービスへのネットワーク アクセス認証を要求するようにセキュリティ アプラ
イアンスを設定することは、すべてのプロトコルまたはサービスについて可能ですが、ユーザが直

接認証を受けることができるのは、HTTP（S）、Telnet、または FTP だけです。ユーザがこれらの
サービスのいずれかの認証を受けないと、セキュリティ アプライアンスは認証が必要な他のトラ
フィックを許可しません。

セキュリティ アプライアンスで HTTP（S）、Telnet、または FTP は許可しないが、他のタイプのト
ラフィックは認証する場合、仮想 Telnet を設定します。仮想 Telnet では、セキュリティ アプライア
ンス上に設定された所定の IP アドレスにユーザが Telnet 接続すると、セキュリティ アプライアン
スは Telnet プロンプトを表示します。

Telnet、HTTP（S）、および FTP の場合、セキュリティ アプライアンスは認証プロンプトを生成し
ます。宛先サーバにも独自の認証がある場合、ユーザは別のユーザ名とパスワードを入力します。

HTTP 認証では、スタティック NAT が設定されている場合、セキュリティ アプライアンスはロー
カル ポートをチェックします。セキュリティ アプライアンスは、グローバル ポートにかかわらず、
ローカル ポート 80 を宛先とするトラフィックを検出した場合、HTTP 接続を代行受信し、認証を
実行します。

たとえば、外部 TCP ポート 889 はポート 80（www）に変換され、すべての関連アクセスリストは
トラフィックを許可するものとします。

この場合、ユーザはポート 889 で 10.48.66.155 にアクセスを試み、セキュリティ アプライアンスは
そのトラフィックを代行受信し、HTTP 認証を実行します。セキュリティ アプライアンスが HTTP
接続の完了を許可する前に、ユーザの Web ブラウザには HTTP 認証ページが表示されます。

ローカル ポートがポート 80 以外の場合、ユーザには認証ページが表示されません。その代わりに、
セキュリティ アプライアンスは、要求したサービスを使用するには認証を受ける必要があることを
示すエラーメッセージを Web ブラウザに送信します。

（注） HTTP クライアント認証（「高度な AAA 機能の設定」を参照）を使用せずに HTTP 認証を使用する
場合、ユーザ名とパスワードはクリア テキストで宛先 Web サーバに送信され、AAA サーバには送
信されません。 たとえば、内部ユーザが外部の Web サーバにアクセスするときに認証すると、有効
なユーザ名とパスワードが外部から判別可能になります。 HTTP 認証をイネーブルにする場合は、
必ずセキュアな HTTP クライアント認証を使用することをお勧めします。

FTP の場合、セキュリティ アプライアンス ユーザ名、アット マーク（@）、FTP ユーザ名
（name1@name2）を入力するオプションがあります。パスワードには、セキュリティ アプライアン
ス パスワード、アット マーク（@）、FTP パスワード（password1@password2）を入力します。た
とえば、次のテキストを入力します。

name> jamiec@jchrichton
password> letmein@he110
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この機能は、複数のログインを必要とするファイアウォールをカスケード接続している場合に有用

です。複数の名前およびパスワードは、複数のアット マーク（@）で区切ることができます。

フィールド

Interface and Action：インターフェイス、アクション、および AAA サーバ グループを選択します。

• Interface：このルールを適用するインターフェイスを選択します。

• Action：Authenticate または Do not Authenticate を選択します。

• AAA Server Group：AAA サーバ グループまたはローカル データベースを選択します。 Properties
> AAA Setup > AAA Server Groups でサーバ グループを追加する必要があります。

• Add Server/User：サーバを選択した AAA サーバ グループに追加するか、ユーザをローカル デー
タベースに追加するには、このボタンをクリックします。

Source：認証するトラフィックの送信元アドレスを指定します。

• Type：any、IP アドレス、Network Object Group、または Interface IP など、使用するアドレスの
タイプを選択します。

IP address を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ IP Address：手動で入力するか、... ボタンをクリックして、Browse Address ダイアログボッ
クスから選択します。

－ Netmask：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

Network Object Group を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Group Name：ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンをクリックし
て Browse Address ダイアログボックスを開きます。 Browse Address ダイアログボックスで
は、ネットワーク オブジェクト グループを追加できます。

Interface IP を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Interface：ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

Destination：認証するトラフィックの宛先アドレスを指定します。

• Type：any、IP アドレス、Network Object Group、または Interface IP など、使用するアドレスの
タイプを選択します。

IP アドレスを選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ IP Address：手動で入力するか、... ボタンをクリックして、Browse Address ダイアログボッ
クスから選択します。

－ Netmask：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

Network Object Group を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Group Name：ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンをクリックし
て Browse Address ダイアログボックスを開きます。 Browse Address ダイアログボックスで
は、ネットワーク オブジェクト グループを追加できます。

Interface IP を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Interface：ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

Protocol and Service：認証するトラフィックのポートまたはプロトコルを指定します。

• Protocol：tcp、udp、ip、icmp、またはその他のいずれかのトラフィックのプロトコルを選択します。

tcp または udp を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Source Port：認証するトラフィックの送信元ポートを設定します。

Service：ポートまたはポートの範囲を入力するには、このオプション ボタンをクリックし
ます。 ドロップダウン リストから、=（等しい）、!=（等しくない）、>（大きい）、<（小さ
い）などの演算子および範囲を選択します。 数字を入力するか、ドロップダウン リストか
らウェルノウン ポート名を選択します。 範囲の場合、数字を指定する必要があります。
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Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプション ボ
タンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンを
クリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service Groups
ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

－ Destination Port：認証するトラフィックの宛先ポートを設定します。

Service：ポートまたはポートの範囲を入力するには、このオプション ボタンをクリックし
ます。 ドロップダウン リストから、=（等しい）、!=（等しくない）、>（大きい）、<（小さ
い）などの演算子および範囲を選択します。 数字を入力するか、ドロップダウン リストか
らウェルノウン ポート名を選択します。 範囲の場合、数字を指定する必要があります。
Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプション ボ
タンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンを
クリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service Groups
ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

icmp を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ ICMP Type：ICMP タイプを入力するには、このオプション ボタンをクリックします。 数字
を入力するか、ドロップダウン リストからウェルノウン タイプを選択します。

－ ICMP Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプショ
ン ボタンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタ
ンをクリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service
Groups ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

other を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Protocol：IP プロトコル タイプを入力するには、このオプション ボタンをクリックします。
数字を入力するか、ドロップダウン リストからウェルノウン タイプを選択します。

－ Protocol Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプ
ション ボタンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、...
ボタンをクリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse
Service Groups ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

Rule Flow Diagram：このルールの Rule Flow Diagram を表示します。 この図では、ネットワーク、ト
ラフィックのタイプ、インターフェイス名、フローの方向、およびアクション（Authenticate または
Do Not Authenticate など）を示しています。

Options：このルールのオプションを設定します。

• Time Range：ドロップダウン リストから既存の時間範囲の名前を選択します。 時間範囲では、
指定した時間だけルールがイネーブルになります。 時間範囲は「時間範囲の設定」で作成しま
す。

• Description：このルールの説明を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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認可ルールの追加および編集

TACACS+ でネットワーク アクセス認可を実行するように、セキュリティ アプライアンスを設定で
きます。

（注） RADIUS を使用してユーザによるネットワーク アクセスを認証するようにセキュリティ アプライ
アンスを設定するとき、RADIUS 認可も暗黙にイネーブルになります。 RADIUS 認可は、TACACS+
のような別の認可ルールを必要としません。 認可での RADIUS の使用の詳細については、P.19-16
の「認可のための RADIUS サーバの設定」を参照してください。

認証ルールと認可ルールは互いに依存しませんが、認可ルールで一致した未認証トラフィックはす

べて拒否されます。認可が成功するためには、ユーザは最初にセキュリティ アプライアンスで認証
を受ける必要があります。所定の IP アドレスのユーザは、すべてのルールおよびタイプに対して
一度だけ認証を受ければよいため、認証セッションが期限切れになっていなければ、トラフィック

が認証文で一致した場合でも、認可が発生することがあります。

ユーザの認証が完了すると、セキュリティ アプライアンスは、一致するトラフィックの認可ルール
をチェックします。トラフィックが認可ルールに一致した場合、セキュリティ アプライアンスは
ユーザ名を TACACS+ サーバに送信します。TACACS+ サーバはセキュリティ アプライアンスに応
答し、ユーザ プロファイルに基づいてそのトラフィックの許可または拒否を示します。セキュリ
ティ アプライアンスは、その応答内の認可ルールを実施します。

ユーザに対するネットワーク アクセス認可の設定については、ご使用の TACACS+ サーバのマニュ
アルを参照してください。

フィールド

Interface and Action：インターフェイス、アクション、および AAA サーバ グループを選択します。

• Interface：このルールを適用するインターフェイスを選択します。

• Action：Authorize または Do not Authorize を選択します。

• AAA Server Group：AAA サーバ グループまたはローカル データベースを選択します。 Properties
> AAA Setup > AAA Server Groups でサーバ グループを追加する必要があります。

• Add Server/User：サーバを選択した AAA サーバ グループに追加するか、ユーザをローカル デー
タベースに追加するには、このボタンをクリックします。

Source：認可するトラフィックの送信元アドレスを指定します。

• Type：any、IP アドレス、Network Object Group、または Interface IP など、使用するアドレスの
タイプを選択します。

IP address を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ IP Address：手動で入力するか、... ボタンをクリックして、Browse Address ダイアログボッ
クスから選択します。

－ Netmask：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

Network Object Group を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Group Name：ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンをクリックし
て Browse Address ダイアログボックスを開きます。 Browse Address ダイアログボックスで
は、ネットワーク オブジェクト グループを追加できます。

Interface IP を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Interface：ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

Destination：認可するトラフィックの宛先アドレスを指定します。
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• Type：any、IP アドレス、Network Object Group、または Interface IP など、使用するアドレスの
タイプを選択します。

IP address を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ IP Address：手動で入力するか、... ボタンをクリックして、Browse Address ダイアログボッ
クスから選択します。

－ Netmask：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

Network Object Group を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Group Name：ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンをクリックし
て Browse Address ダイアログボックスを開きます。 Browse Address ダイアログボックスで
は、ネットワーク オブジェクト グループを追加できます。

Interface IP を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Interface：ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

Protocol and Service：認可するトラフィックのポートまたはプロトコルを指定します。

• Protocol：tcp、udp、ip、icmp、またはその他のいずれかのトラフィックのプロトコルを選択します。

tcp または udp を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Source Port：認可するトラフィックの送信元ポートを設定します。

Service：ポートまたはポートの範囲を入力するには、このオプション ボタンをクリックし
ます。 ドロップダウン リストから、=（等しい）、!=（等しくない）、>（大きい）、<（小さ
い）などの演算子および範囲を選択します。 数字を入力するか、ドロップダウン リストか
らウェルノウン ポート名を選択します。 範囲の場合、数字を指定する必要があります。

Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプション ボ
タンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンを
クリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service Groups
ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

－ Destination Port：認可するトラフィックの宛先ポートを設定します。

Service：ポートまたはポートの範囲を入力するには、このオプション ボタンをクリックし
ます。 ドロップダウン リストから、=（等しい）、!=（等しくない）、>（大きい）、<（小さ
い）などの演算子および範囲を選択します。 数字を入力するか、ドロップダウン リストか
らウェルノウン ポート名を選択します。 範囲の場合、数字を指定する必要があります。
Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプション ボ
タンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンを
クリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service Groups
ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

icmp を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ ICMP Type：ICMP タイプを入力するには、このオプション ボタンをクリックします。 数字
を入力するか、ドロップダウン リストからウェルノウン タイプを選択します。

－ ICMP Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプショ
ン ボタンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタ
ンをクリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service
Groups ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

other を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Protocol：IP プロトコル タイプを入力するには、このオプション ボタンをクリックします。
数字を入力するか、ドロップダウン リストからウェルノウン タイプを選択します。

－ Protocol Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプ
ション ボタンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、...
ボタンをクリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse
Service Groups ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

Rule Flow Diagram：このルールの Rule Flow Diagram を表示します。 この図では、ネットワーク、ト
ラフィックのタイプ、インターフェイス名、フローの方向、およびアクション（Authorize または
Do Not Authorize など）を示しています。
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Options：このルールのオプションを設定します。

• Time Range：ドロップダウン リストから既存の時間範囲の名前を選択します。 時間範囲では、
指定した時間だけルールがイネーブルになります。 時間範囲は「時間範囲の設定」で作成しま
す。

• Description：このルールの説明を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

アカウンティング ルールの追加および編集
セキュリティ アプライアンスは、セキュリティ アプライアンスを通過する任意の TCP トラフィッ
クまたは UDP トラフィックについてのアカウンティング情報を RADIUS サーバまたは TACACS+
サーバに送信できます。そのトラフィックも認証されている場合、AAA サーバはユーザ名でアカ
ウンティング情報を保持できます。そのトラフィックが認証されていない場合、AAA サーバは IP
アドレスでアカウンティング情報を保持できます。アカウンティング情報には、セッションの開始

時刻と終了時刻、ユーザ名、そのセッションでセキュリティ アプライアンスを経由したバイト数、
使用されたサービス、セッションの継続時間が含まれます。

フィールド

Interface and Action：インターフェイス、アクション、および AAA サーバ グループを選択します。

• Interface：このルールを適用するインターフェイスを選択します。

• Action：Account または Do not Account を選択します。

• AAA Server Group：AAA サーバ グループまたはローカル データベースを選択します。 Properties
> AAA Setup > AAA Server Groups でサーバ グループを追加する必要があります。

• Add Server/User：サーバを選択した AAA サーバ グループに追加するか、ユーザをローカル デー
タベースに追加するには、このボタンをクリックします。

Source：認証するトラフィックの送信元アドレスを指定します。

• Type：any、IP アドレス、Network Object Group、または Interface IP など、使用するアドレスの
タイプを選択します。

IP address を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ IP Address：手動で入力するか、... ボタンをクリックして、Browse Address ダイアログボッ
クスから選択します。

－ Netmask：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

Network Object Group を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Group Name：ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンをクリックし
て Browse Address ダイアログボックスを開きます。 Browse Address ダイアログボックスで
は、ネットワーク オブジェクト グループを追加できます。

Interface IP を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Interface：ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Destination：アカウンティングするトラフィックの宛先アドレスを指定します。

• Type：any、IP アドレス、Network Object Group、または Interface IP など、使用するアドレスの
タイプを選択します。

IP address を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ IP Address：手動で入力するか、... ボタンをクリックして、Browse Address ダイアログボッ
クスから選択します。

－ Netmask：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

Network Object Group を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Group Name：ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンをクリックし
て Browse Address ダイアログボックスを開きます。 Browse Address ダイアログボックスで
は、ネットワーク オブジェクト グループを追加できます。

Interface IP を選択した場合、次のフィールドが表示されます。

－ Interface：ドロップダウン リストからインターフェイスを選択します。

Protocol and Service：アカウンティングするトラフィックのポートまたはプロトコルを指定します。

• Protocol：tcp または udpの、いずれかのトラフィックのプロトコルを選択します。

－ Source Port：アカウンティングするトラフィックの送信元ポートを設定します。

Service：ポートまたはポートの範囲を入力するには、このオプション ボタンをクリックし
ます。 ドロップダウン リストから、=（等しい）、!=（等しくない）、>（大きい）、<（小さ
い）などの演算子および範囲を選択します。 数字を入力するか、ドロップダウン リストか
らウェルノウン ポート名を選択します。 範囲の場合、数字を指定する必要があります。
Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプション ボ
タンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンを
クリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service Groups
ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

－ Destination Port：アカウンティングするトラフィックの宛先ポートを設定します。

Service：ポートまたはポートの範囲を入力するには、このオプション ボタンをクリックし
ます。 ドロップダウン リストから、=（等しい）、!=（等しくない）、>（大きい）、<（小さ
い）などの演算子および範囲を選択します。 数字を入力するか、ドロップダウン リストか
らウェルノウン ポート名を選択します。 範囲の場合、数字を指定する必要があります。

Group：Service Groupsで作成されたサービス グループを指定するには、このオプション ボ
タンをクリックします。 ドロップダウン リストからグループ名を選択するか、... ボタンを
クリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開きます。 Browse Service Groups
ダイアログボックスでは、サービス グループを追加できます。

Rule Flow Diagram：このルールの Rule Flow Diagram を表示します。 この図では、ネットワーク、ト
ラフィックのタイプ、インターフェイス名、フローの方向、およびアクション（Account または Do
Not Account など）を示しています。

Options：このルールのオプションを設定します。

• Time Range：ドロップダウン リストから既存の時間範囲の名前を選択します。 時間範囲では、
指定した時間だけルールがイネーブルになります。 時間範囲は「時間範囲の設定」で作成しま
す。

• Description：このルールの説明を入力します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

MAC 免除ルールの追加および編集
セキュリティ アプライアンスは、特定の MAC アドレスからのトラフィックの認証および認可を免
除できます。

たとえば、セキュリティ アプライアンスが特定のネットワークから発信される TCP トラフィック
を認証しても、特定のサーバからの未認証の TCP 接続を許可する場合に、MAC 免除ルールを使用
すると、このルールが指定したサーバからのすべてのトラフィックに対して認証および認可が免除

されます。

ベスト マッチ シナリオと異なり、パケットは照合する最初のエントリを使用するので、エントリ
の順番が重要になります。許可エントリがあり、そのエントリにより許可されたアドレスを拒否す

る場合は、許可エントリの前に拒否エントリを入力してください。

フィールド

• Action：MAC Exempt または No MAC Exempt を選択します。 MAC Exempt オプションでは、認
証または認可する必要なく MAC アドレスからのトラフィックを許可します。 No MAC Exempt
オプションでは、認証または認可を免除しない MAC アドレスを指定します。 ffff.ffff.0000 など
の MAC アドレス マスクを使用して MAC アドレスの範囲を許可する場合、拒否エントリを追
加する必要があります。また、その範囲で認証および認可されるように MAC アドレスを強制
します。

• MAC Address：12 桁の 16 進数の形式（nnnn.nnnn.nnnn）で送信元の MAC アドレスを指定します。

• MAC Mask：照合に使用される MAC アドレスの一部を指定します。たとえば、ffff.ffff.ffff は完
全に MAC アドレスと一致します。ffff.ffff.0000 は最初の 8 桁だけ一致します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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高度な AAA 機能の設定
Configuration > Security Policy > AAA Rules > Advanced AAA Configuration

Advanced AAA Configuration ダイアログボックスでは、Secure HTTP をイネーブルにし、Proxy Limit
を設定して、インタラクティブ認証をイネーブルにできます。

フィールド

• Secure HTTP：Secure HTTP（HTTPS）をイネーブルにするか、ディセーブルにするかを指定し
ます。

• Enable Secure HTTP：Secure HTTP 認証をイネーブルにします。HTTP 認証を保護しないと、ク
ライアントからセキュリティ アプライアンスに送信されるユーザ名およびパスワードは、クリ
ア テキストとして通過します。 このオプションをイネーブルにすることで、Web クライアント
とセキュリティ アプライアンスとの間で HTTPS を使用して行われるユーザ名とパスワードの
交換がイネーブルになります。 この機能をイネーブルにした後、ユーザが HTTP を使用してい
るときに認証を必要とした場合は、セキュリティ アプライアンスが HTTP ユーザを HTTPS プ
ロンプトにリダイレクトします。正常に認証されると、セキュリティ アプライアンスにより元
の HTTP URL にリダイレクトされます。

• Proxy Limit：Proxy Limit パラメータを指定します。

－ Enable Proxy Limit：ユーザごとに許可される同時プロキシ接続の数を制限します。 最大接
続数は 128 です。この機能をイネーブルにしない場合、制限なしになります。

－ Proxy Limit：許可される同時プロキシ接続の数を指定します。指定できる値は 1 ～ 128、デ
フォルトは 16 です。

• Interactive Authentication：HTTP および HTTPS トラフィックのインタラクティブ認証を設定し
ます。 デフォルトでは、インライン基本認証が使用されます。 また、この領域では、直接認証
も設定されます。 インタラクティブ認証の詳細については、P.19-14 の「インタラクティブ認証
ルールの追加」を参照してください。

－ Interface：インタラクティブ認証をイネーブルにしたインターフェイスを表示します。

－ Protocol：HTTP または HTTPS のプロトコルを表示します。

－ Port：受信ポートを表示します。

－ Redirect：通過トラフィックのリダイレクションをイネーブルにしたかどうかを表示しま
す。 リダイレクションなしの場合、このルールでは直接認証だけがイネーブルになります。

－ Add：インタラクティブ認証ルールを追加します。

－ Edit：インタラクティブ認証ルールを編集します。

－ Delete：インタラクティブ認証ルールを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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インタラクティブ認証ルールの追加

HTTP のデフォルトでは、セキュリティ アプライアンスは基本 HTTP 認証を使用します。 HTTPSの
場合、セキュリティ アプライアンスは同様のカスタム ログイン画面を生成します。 Configuration >
Security Policy > AAA Rules > Advanced AAA Configuration > Add Interactive Authentication ダイアログ
ボックスを使用すれば、ユーザがユーザ名とパスワードを入力できる内部 Web ページにセキュリ
ティ アプライアンスがユーザをリダイレクトするように設定できます。

HTTP および HTTPS 認証のリダイレクト方式をイネーブルにした場合、セキュリティ アプライア
ンスでの直接認証も自動的にイネーブルになります。 HTTP、HTTPS、Telnet、または FTP によるセ
キュリティ アプライアンスの通過は許可しないが他のタイプのトラフィックは認証する場合、直接
認証は役に立ちます。他のトラフィックが許可される前に、ユーザは HTTP または HTTPS を使用
するセキュリティ アプライアンスを直接認証できます。 通過トラフィックに基本 HTTP 認証を引き
続き使用する場合、直接認証は独立して設定できます。 直接認証のログイン ページにアクセスする
には、次の URL のいずれかを入力します。

http://interface_ip[:port]/netaccess/connstatus.html
https://interface_ip[:port]/netaccess/connstatus.html

リダイレクションは、基本方式を強化したものです。これは、認証時に向上したユーザ エクスペリ
エンスが提供されると同時に、Easy VPN でもファイアウォール モードでも、HTTP および HTTPS
と同じユーザ エクスペリエンスが提供されるためです。 また、セキュリティ アプライアンスでの直
接認証もサポートしています。

基本 HTTP 認証を引き続き使用するのは、セキュリティ アプライアンスに受信ポートを開かせない
場合、ルータで NAT を使用し、セキュリティ アプライアンスが提供する Web ページの変換ルール
を作成しない場合、および使用ネットワークで基本 HTTP 認証が動作に適している場合です。 たと
えば、URL が埋め込まれている電子メールなどブラウザ以外のアプリケーションは、基本認証との
互換性が高くなっています。

インタラクティブ認証ルールを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Security Policy > AAA Rules > Advanced AAA Configuration ダイアログボックスで 
Add をクリックします。

ステップ 2 Protocol メニューから、HTTP または HTTPS を選択します。

HTTP と HTTPS の両方のリスナをイネーブルにするには、2 つの別のルールを作成する必要があり
ます。

ステップ 3 Interface メニューから、リスナをイネーブルにするインターフェイス名を選択します。

ステップ 4 Port メニューから共通ポートを選択するか、リスンするポート番号を入力します。

HTTP のデフォルトは 80、HTTPS のデフォルトは 443 です。

ステップ 5 通過トラフィックを認証用の受信ポートにリダイレクトするには、Redirect network users for 
authentication requests チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにしない場合、直接認証だけがイネーブルになります。

ステップ 6 OK をクリックします。
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フィールド

• Protocol：インタラクティブ認証ルールのプロトコルを HTTP または HTTPS に設定します。

• Interface：受信ポートをイネーブルにするインターフェイス名を設定します。

• Port：リスンするポート番号を設定します。 共通ポートを選択するか、ポート番号を入力しま
す。HTTP のデフォルトは 80、HTTPS のデフォルトは 443 です。

• Redirect network users for authentication requests：通過トラフィックを認証用の受信ポートにリダ
イレクトします。 このチェックボックスをオンにしない場合、直接認証だけがイネーブルにな
ります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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認可のための RADIUS サーバの設定
認証が成功すると、RADIUS プロトコルは RADIUS サーバによって送信される access-accept メッ
セージでユーザ認可を返します。

ネットワーク アクセスについてユーザを認証するようにセキュリティ アプライアンスを設定する
と、RADIUS 認可も暗黙的にイネーブルになっています。したがって、この項では、セキュリティ
アプライアンス上の RADIUS 認可の設定については取り上げません。ここでは、セキュリティ ア
プライアンスが RADIUS サーバから受信したアクセスリスト情報をどのように処理するかについ
て説明します。

アクセスリストをセキュリティ アプライアンスにダウンロードするように RADIUS サーバを設定
できます。または、認証時にアクセスリスト名をダウンロードするようにも設定できます。ユーザ

は、ユーザ固有のアクセスリストで許可された操作だけを認可されます。

（注） access-group コマンドを使用してアクセスリストをインターフェイスに適用した場合は、
per-user-override キーワードが、ユーザ固有のアクセスリストによる認可に対して次のように影響
を与えることに注意してください。

• per-user-override キーワードを使用しない場合、ユーザ セッションのトラフィックは、イン
ターフェイス アクセスリストとユーザ固有のアクセスリストの両方によって許可される必要
があります。

• per-user-override キーワードを使用した場合、ユーザ固有のアクセスリストによって許可され
る内容が決定されます。

詳細については、『Cisco Security Appliance Command Reference』の access-group コマンドの項を参照
してください。

この項は、次の内容で構成されています。

• ダウンロード可能な ACL を送信するための RADIUS サーバの設定（P.19-16）

• ユーザごとの ACL 名をダウンロードするための RADIUS サーバの設定（P.19-20）

ダウンロード可能な ACL を送信するための RADIUS サーバの設定

この項では、Cisco Secure ACS およびサードパーティ RADIUS サーバを設定する方法について説明
します。次の項目を取り上げます。

• ダウンロード可能なアクセスリストの機能と Cisco Secure ACS について（P.19-16）

• ダウンロード可能なアクセスリストに関する Cisco Secure ACS の設定（P.19-18）

• ダウンロード可能なアクセスリストに関する任意の RADIUS サーバの設定（P.19-19）

• ダウンロード可能なアクセスリスト内のワイルドカード ネットマスク表現の変換（P.19-20）

ダウンロード可能なアクセスリストの機能と Cisco Secure ACS について

ダウンロード可能なアクセスリストは、Cisco Secure ACS を使用して各サーバに適切なアクセスリ
ストを提供する場合に最もスケーラブルな方法です。次の機能があります。

• 無制限のアクセスリスト サイズ：ダウンロード可能なアクセスリストは、完全なアクセスリス
トを Cisco Secure ACS からセキュリティ アプライアンスに転送するために必要な数の RADIUS
パケットを使用して送信されます。
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• アクセスリスト管理の簡素化および集中化：ダウンロード可能なアクセスリストにより、一度

記述したアクセスリスト セットを多数のユーザ プロファイルまたはグループ プロファイルに
適用することや、多数のセキュリティ アプライアンスに配布することができます。

この方法は、複数の Cisco Secure ACS ユーザまたはグループに適用する非常に大きいアクセスリス
ト セットがある場合に最適ですが、Cisco Secure ACS ユーザおよびグループの管理を簡素化できる
ことから、アクセスリストのサイズを問わず有用です。

セキュリティ アプライアンスは、ダウンロード可能なアクセスリストを Cisco Secure ACS から次の
プロセスで受信します。

1. セキュリティ アプライアンスがユーザ セッションのための RADIUS 認証要求パケットを送信
します。

2. Cisco Secure ACS がそのユーザを正常に認証した場合、Cisco Secure ACS は、該当するダウン
ロード可能なアクセスリストの内部名が含まれた RADIUS access-accept メッセージを返しま
す。Cisco IOS cisco-av-pair RADIUS VSA（ベンダー 9、アトリビュート 1）には、ダウンロード
可能なアクセスリスト セットを特定する次の AV のペアが含まれています。

ACS:CiscoSecure-Defined-ACL=acl-set-name

acl-set-name はダウンロード可能なアクセスリストの内部名です。この名前は、Cisco Secure ACS
管理者がアクセスリストに割り当てた名前とアクセスリストが最後に変更された日時の組み

合せです。

3. セキュリティ アプライアンスはダウンロード可能なアクセスリストの名前を検査し、以前にそ
の名前のダウンロード可能なアクセスリストを受信したことがあるかどうかを判別します。

－ セキュリティ アプライアンスが以前にその名前のダウンロード可能アクセスリストを受
信したことがある場合は、Cisco Secure ACS との通信は完了し、セキュリティ アプライア
ンスはアクセスリストをユーザ セッションに適用します。ダウンロード可能なアクセスリ
ストの名前には最後に変更された日時が含まれているため、Cisco Secure ACS から送信さ
れた名前と、以前にダウンロードしたアクセスリストの名前が一致するということは、セ

キュリティ アプライアンスはダウンロード可能なアクセスリストの最新バージョンを
持っていることになります。

－ セキュリティ アプライアンスが以前にその名前のダウンロード可能なアクセスリストを
受信したことがない場合は、そのアクセスリストの古いバージョンを持っているか、その

アクセスリストのどのバージョンもダウンロードしたことがないことになります。いずれ

の場合でも、セキュリティ アプライアンスは、ダウンロード可能なアクセスリスト名を
RADIUS 要求内のユーザ名として使用し、ヌル パスワード アトリビュートとともに
RADIUS 認証要求を発行します。cisco-av-pair RADIUS VSA では、この要求に次の AV の
ペアも含まれます。

AAA:service=ip-admission
AAA:event=acl-download

これに加えて、セキュリティ アプライアンスは Message-Authenticator アトリビュート（IETF
RADIUS アトリビュート 80）で要求に署名します。

4. ダウンロード可能なアクセスリストの名前が含まれているユーザ名アトリビュートを持つ
RADIUS 認証要求を受信すると、Cisco Secure ACS は Message-Authenticator アトリビュートを
チェックして要求を認証します。Message-Authenticator アトリビュートがない場合、または正
しくない場合、Cisco Secure ACS はその要求を無視します。Message-Authenticator アトリビュー
トの存在により、ダウンロード可能なアクセスリスト名がネットワーク アクセスの不正取得に
悪用されることが防止されます。Message-Authenticator アトリビュートとその使用方法は、RFC
2869「RADIUS Extensions」で定義されています。この文書は、http://www.ietf.org で入手できます。

5. 要求されたアクセスリストの長さが約 4 KB 未満の場合、Cisco Secure ACS はそのアクセスリス
トを含めた access-accept メッセージで応答します。メッセージには他の必須アトリビュートを
含める必要があるので、1 つの access-accept メッセージに収まるアクセスリストの最大サイズ
は 4 KB よりわずかに小さくなります。

http://www.ietf.org
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Cisco Secure ACS はダウンロード可能なアクセスリストを cisco-av-pair RADIUS VSA で送信し
ます。アクセスリストは、一連の AV のペアという形式をとります。各ペアには ACE が 1 つ含
まれ、シリアル番号が付けられます。

ip:inacl#1=ACE-1
ip:inacl#2=ACE-2
.
.
.
ip:inacl#n=ACE-n

AV のペアの例を次に示します。
ip:inacl#1=permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0

6. 要求されたアクセスリストの長さが約 4 KB を超える場合、Cisco Secure ACS は、上記の形式の
アクセスリストの一部が含まれた access-challenge メッセージで応答します。メッセージには、
State アトリビュート（IETF RADIUS アトリビュート 24）も含まれています。State アトリビュー
トには、Cisco Secure ACS がダウンロードの進捗を追跡するために使用する制御データが含ま
れています。Cisco Secure ACS は、RADIUS メッセージの最大サイズ以内で可能な限り多数の
完全な AV のペアを cisco-av-pair RADIUS VSA に含めます。

セキュリティ アプライアンスはアクセスリストの一部を受信すると、それを保存し、新しい
access-request メッセージで応答します。これには、ダウンロード可能なアクセスリストを求め
る最初の要求と同じアトリビュートと、access-challenge メッセージで受信した State アトリ
ビュートのコピーが含まれています。

これは、Cisco Secure ACS がアクセスリストの最後の部分を access-accept メッセージで送信す
るまで続行されます。

ダウンロード可能なアクセスリストに関する Cisco Secure ACS の設定

Cisco Secure ACS 上のダウンロード可能なアクセスリストを共有プロファイル コンポーネントとし
て設定し、そのアクセスリストをグループまたは個々のユーザに割り当てることができます。

アクセスリスト定義は、次のプレフィックスがない点を除いて拡張 access-list コマンドに類似する、
1 つまたは複数のセキュリティ アプライアンス コマンドで構成されます。

access-list acl_name extended

Cisco Secure ACS バージョン 3.3 上のダウンロード可能なアクセスリスト定義の例を次に示します。

+--------------------------------------------+
| Shared profile Components                  |
|                                            |
|      Downloadable IP ACLs Content          |
|                                            |
| Name:    acs_ten_acl                       |
|                                            |
|      ACL Definitions                       |
|                                            |
| permit tcp any host 10.0.0.254             |
| permit udp any host 10.0.0.254             |
| permit icmp any host 10.0.0.254            |
| permit tcp any host 10.0.0.253             |
| permit udp any host 10.0.0.253             |
| permit icmp any host 10.0.0.253            |
| permit tcp any host 10.0.0.252             |
| permit udp any host 10.0.0.252             |
| permit icmp any host 10.0.0.252            |
| permit ip any any                          |
+--------------------------------------------+
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ダウンロード可能なアクセスリストを作成する方法、およびそれらをユーザと関連付ける方法の詳

細については、ご使用のバージョンの Cisco Secure ACS のマニュアルを参照してください。

セキュリティ アプライアンス上では、ダウンロードされたアクセスリストの名前は次のようになり
ます。

#ACSACL#-ip-acl_name-number

acl_name 引数は Cisco Secure ACS で定義された名前（上記の例では acs_ten_acl）、number は Cisco
Secure ACS が生成した一意のバージョン ID です。

セキュリティ アプライアンス上にダウンロードされたアクセスリストは、次の行で構成されます。

access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit tcp any host 10.0.0.254
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit udp any host 10.0.0.254
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit icmp any host 10.0.0.254
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit tcp any host 10.0.0.253
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit udp any host 10.0.0.253
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit icmp any host 10.0.0.253
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit tcp any host 10.0.0.252
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit udp any host 10.0.0.252
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit icmp any host 10.0.0.252
access-list #ACSACL#-ip-asa-acs_ten_acl-3b5385f7 permit ip any any

ダウンロード可能なアクセスリストに関する任意の RADIUS サーバの設定

ユーザ固有のアクセスリストを Cisco IOS RADIUS cisco-av-pair VSA（ベンダー 9、アトリビュート
1）でセキュリティ アプライアンスに送信するように、Cisco IOS RADIUS VSA をサポートする任意
の RADIUS サーバを設定できます。

cisco-av-pair VSA で、access-list extended コマンドと類似する 1 つまたは複数の ACE を設定します。
ただし、次のコマンド プレフィックスを置き換える必要があります。

access-list acl_name extended

次のテキストに置き換えます。

ip:inacl#nnn=

nnn 引数は、0 ～ 999999999 の番号で、セキュリティ アプライアンス上に設定するコマンド文の順
序を指定します。このパラメータを省略すると、順番は 0 となり、cisco-av-pair RADIUS VSA 内部
の ACE の順序が使用されます。

RADIUS サーバ上の cisco-av-pair VSA に対して設定されている必要のあるアクセスリスト定義の例
を次に示します。

ip:inacl#1=permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
ip:inacl#99=deny tcp any any
ip:inacl#2=permit udp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
ip:inacl#100=deny udp any any
ip:inacl#3=permit icmp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0

cisco-av-pair アトリビュートで送信されるアクセスリストをユーザごとに一意にする方法について
は、ご使用の RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

セキュリティ アプライアンス上では、ダウンロードされたアクセスリストの名前は次の形式になり
ます。

AAA-user-username
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username  引数は、認証を受けるユーザの名前です。

セキュリティ アプライアンス上にダウンロードされたアクセスリストは、次の行で構成されます。
RADIUS サーバ上で指定された番号に基づいた順序になっています。

access-list AAA-user-bcham34-79AD4A08 permit tcp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
access-list AAA-user-bcham34-79AD4A08 permit udp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
access-list AAA-user-bcham34-79AD4A08 permit icmp 10.1.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0
access-list AAA-user-bcham34-79AD4A08 deny tcp any any
access-list AAA-user-bcham34-79AD4A08 deny udp any any

ダウンロードされたアクセスリストの「access-list」という単語と名前の間には、2 個のスペースが
あります。これらのスペースにより、ダウンロードされたアクセスリストとローカルのアクセスリ

ストが区別されます。この例では、「79AD4A08」はセキュリティ アプライアンスが作成したハッ
シュ値で、RADIUS サーバ上でアクセスリスト定義がいつ変更されたかを判別するために役立ちま
す。

ダウンロード可能なアクセスリスト内のワイルドカード ネットマスク表現の変換

RADIUS サーバを使用して、ダウンロード可能なアクセスリストを Cisco VPN 3000 Series
Concentrator およびセキュリティ アプライアンスに提供する場合は、ワイルドカード ネットマスク
表現を標準のネットマスク表現に変換するようにセキュリティ アプライアンスを設定しなければ
ならない場合があります。これは、Cisco VPN 3000 Series Concentrator はワイルドカード ネットマ
スク表現をサポートしますが、セキュリティ アプライアンスは標準のネットマスク表現しかサポー
トしないためです。これらの違いは、RADIUS サーバ上のダウンロード可能なアクセスリストを設
定する方法に影響しますが、ワイルドカード ネットマスク表現を変換するようにセキュリティ ア
プライアンスを設定することで、その影響を最小限に抑えることができます。ワイルドカード ネッ
トマスク表現の変換により、RADIUS サーバ上のダウンロード可能なアクセスリストのコンフィ
ギュレーションを変更することなく、Cisco VPN 3000 Series Concentrator 用に記述されたダウンロー
ド可能なアクセスリストをセキュリティ アプライアンスで使用できます。

アクセスリスト ネットマスク変換は、acl-netmask-convert コマンドを使用してサーバごとに設定で
きます。このコマンドは aaa サーバ コンフィギュレーション モードで使用できます。RADIUS サー
バの設定方法の詳細については、「AAA のセットアップ」を参照してください。acl-netmask-convert
コマンドの詳細については、『Cisco Security Appliance Command Reference』を参照してください。

ユーザごとの ACL 名をダウンロードするための RADIUS サーバの設定

ユーザ認証時に、セキュリティ アプライアンスで作成済みのアクセスリストの名前を RADIUS サー
バからダウンロードするには、IETF RADIUS filter-id アトリビュート（アトリビュート番号 11）を
次のように設定します。

filter-id=acl_name

（注） Cisco Secure ACS では、filter-id アトリビュートの値は、HTML インターフェイスのボックスで、
filter-id= を省略し、acl_name だけを入力して指定します。

filter-id アトリビュートの値をユーザごとに一意にする方法については、ご使用の RADIUS サーバ
のマニュアルを参照してください。
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20

フィルタ ルールの設定

ここでは、次の項目について説明します。

• URL Filtering（P.20-1）

• Filter Rules（P.20-6）

URL Filtering
Configuration > Properties > URL Filtering

フィルタリングは、セキュリティの高いネットワークからセキュリティの低いネットワークに発信

される接続要求に対して適用できます。ACL を使用して特定のコンテンツ サーバに対する発信ア
クセスを禁止することはできますが、サイズおよびインターネットのダイナミックな性質により、

このような手段で使用方法を管理することは困難です。次のインターネット フィルタリング製品の
いずれかを実行する別個のサーバを使用することにより、コンフィギュレーションを簡素化し、セ

キュリティ アプライアンスのパフォーマンスを向上できます。

• HTTP、HTTPS、および FTP フィルタリング用の Websense Enterprise

•  HTTP のフィルタリング専用の Secure Computing SmartFilter （Sentian の一部のバージョンでは
HTTPS をサポートしていますが、セキュリティ アプライアンスでは、Sentian での HTTP のフィ
ルタリングのみをサポートしています。）

セキュリティ アプライアンスのパフォーマンスへの影響は、外部サーバを使用した方が小さくなり
ますが、フィルタリング サーバがセキュリティ アプライアンスから離れている場合は、Web サイ
トまたは FTP サーバへのアクセス時間が長くなることもあります。

フィルタリングがイネーブルで、コンテンツを求める要求がセキュリティ アプライアンスを経由し
て送信された場合、その要求はコンテンツ サーバとフィルタリング サーバに同時に送信されます。
フィルタリング サーバがその接続を許可した場合、セキュリティ アプライアンスはコンテンツ
サーバからの応答を発信元クライアントに転送します。フィルタリング サーバがその接続を拒否し
た場合、セキュリティ アプライアンスは応答をドロップし、接続が成功しなかったことを示すメッ
セージまたはリターン コードを送信します。 

セキュリティ アプライアンス上でユーザ認証がイネーブルの場合、セキュリティ アプライアンス
はフィルタリング サーバにユーザ名も送信します。フィルタリング サーバは、ユーザ固有のフィ
ルタリング設定を使用したり、使用方法に関する高度なレポートを提供したりすることができま

す。 
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一般的な手順

次に、外部フィルタリング サーバを使用するフィルタリングをイネーブルにする手順をまとめま
す。 

ステップ 1 フィルタリング サーバを指定します。 

ステップ 2 （オプション）コンテンツ サーバからの応答をバッファに格納します。 

ステップ 3 （オプション）コンテンツ サーバのアドレスをキャッシュしてパフォーマンスを向上させます。

ステップ 4 フィルタリング ルールを設定します。「Filter Rules」を参照してください。

ステップ 5 外部フィルタリング サーバを設定します。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

• http://www.websense.com

• http://www.securecomputing.com

コンテキストごとに最大 4 つのフィルタリング サーバを指定できます。 シングルモードでは、最大
16 個のサーバを指定できます。セキュリティ アプライアンスは、1 つのサーバが応答するまで、そ
れらのサーバを順番に使用します。コンフィギュレーション内に設定できるサーバのタイプは、1
つだけ（Websense または Secure Computing SmartFilter）です。

（注） HTTP、HTTPS、または FTP フィルタリング ルールのフィルタリングを設定する前に、フィルタリ
ング サーバを追加する必要があります。

フィールド

• URL Filtering Server 領域

－ Websense：Websense URL フィルタリング サーバをイネーブルにします。

－ Secure Computing SmartFilter：Secure Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバをイ
ネーブルにします。

－ Secure Computing SmartFilter Port：Secure Computing SmartFilter ポートを指定します。デフォ
ルトは 4005 です。

－ Interface：フィルタリング サーバに接続しているインターフェイスを表示します。

－ IP Address：フィルタリング サーバの IP アドレスを表示します。

－ Timeout：フィルタリング サーバへの要求がタイムアウトになってからの秒数を表示しま
す。

－ Protocol：フィルタリング サーバとの通信に使用されるプロトコルを表示します。

－ TCP Connections：URL フィルタリング サーバと通信できる TCP 接続の最大数を表示しま
す。

－ Add：Websense または Secure Computing SmartFilter を選択したかどうかにより、新しいフィ
ルタリング サーバを追加します。

－ Insert Before：現在選択しているサーバより優先順位の高い位置に新しいフィルタリング 
サーバを追加します。 

－ Insert After：現在選択しているサーバより優先順位の低い位置に新しいフィルタリング 
サーバを追加します。 

http://www.websense.com
http://www.securecomputing.com/
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－ Edit：選択したフィルタリング サーバのパラメータを変更できます。

－ Delete：選択したフィルタリング サーバを削除します。

• Apply：実行中のコンフィギュレーションに変更を適用します。 

• Reset：まだ適用されていない変更を削除します。

• Advanced：バッファリング キャッシング、長い URL のサポートなど、高度なフィルタリング
パラメータを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

Filter Rules

Add/Edit Parameters for Websense URL Filtering
Configuration > Properties > URL Filtering > Add/Edit Parameters for Websense URL Filtering

• Interface：URL フィルタリング サーバの接続を行うインターフェイスを指定します。

• IP Address：URL フィルタリング サーバの IP アドレスを指定します。

• Timeout：フィルタリング サーバへの要求がタイムアウトになってからの秒数を指定します。

• Protocol 領域

－ TCP 1：Websense URL フィルタリング サーバとの通信に TCP バージョン 1 を使用します。

－ TCP 4：Websense URL フィルタリング サーバとの通信に TCP バージョン 4 を使用します。

－ UDP 4：Websense URL フィルタリング サーバとの通信に UDP バージョン 4 を使用します。

• TCP Connections：URL フィルタリング サーバと通信できる TCP 接続の最大数を指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit Parameters for Secure Computing SmartFilter URL Filtering
Configuration > Properties > URL Filtering > Add/Edit Parameters for Secure Computing SmartFilter
URL Filtering

• Interface：URL フィルタリング サーバの接続を行うインターフェイスを指定します。

• IP Address：URL フィルタリング サーバの IP アドレスを指定します。

• Timeout：フィルタリング サーバへの要求がタイムアウトになってからの秒数を指定します。

• Protocol 領域

－ TCP：Secure Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバとの通信に TCP を使用しま
す。

－ UDP：Secure Computing SmartFilter URL フィルタリング サーバとの通信に UDP を使用しま
す。

TCP Connections：URL フィルタリング サーバと通信できる TCP 接続の最大数を指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Advanced URL Filtering
Configuration > Properties > URL Filtering > Advanced URL Filtering

フィールド

URL Cache Size 領域

ユーザがサイトにアクセスすると、フィルタリング サーバはセキュリティ アプライアンスに
対して、サーバ アドレスを一定時間キャッシュすることを許可できます。ただし、そのアドレ
スでホストされているサイトはいずれも、常に許可されるカテゴリに属している必要がありま

す。これによって、そのユーザがそのサーバに再度アクセスするか、別のユーザがそのサーバ

にアクセスしたときに、セキュリティ アプライアンスがフィルタリング サーバに再度照会す
る必要がなくなります。

（注） キャッシュされた IP アドレス要求は、フィルタリング サーバに渡されず、記録もされ
ません。そのため、このアクティビティはどのレポートにも表示されません。

• Enable caching based on：指定した基準に基づいて、キャッシングをイネーブルにします。

• Destination Address：URL 宛先アドレスに基づいてエントリをキャッシュします。このモー
ドは、すべてのユーザが Websense サーバ上で同一の URL フィルタリング ポリシーを共有
している場合に選択します。

－ Source/Destination Address：URL 要求を開始した送信元アドレスと、URL 宛先アドレスの
両方に基づいてエントリをキャッシュします。このモードは、ユーザがサーバ上で同じ

URL フィルタリング ポリシーを共有していない場合に選択します。

－ Cache size：キャッシュのサイズを指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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URL Buffer Size 領域

ユーザがコンテンツ サーバへの接続要求を発行した場合、その要求は、セキュリティ アプラ
イアンスによって、コンテンツ サーバとフィルタリング サーバの両方に同時に送信されます。
フィルタリング サーバがコンテンツ サーバより早く応答しなかった場合、サーバ応答はドロッ
プされます。これによって、Web クライアント側の視点で Web サーバ応答が表示されます。こ
れは、クライアントが要求を再発行する必要があるためです。 

HTTP 応答バッファをイネーブルにすると、Web コンテンツ サーバからの応答はバッファリン
グされ、フィルタリング サーバによって接続が許可された場合に、要求クライアントに転送さ
れます。これによって、バッファリングしない場合に発生する可能性のある遅延が回避されま

す。

• Enable buffering：要求のバッファリングをイネーブルにします。

－ Number of 1550-byte buffers：1550 バイト バッファの数を指定します。

• Long URL Support 領域

デフォルトでは、セキュリティ アプライアンスは、1159 文字を超える HTTP URL を長い URL
と見なします。 Websense サーバの場合、最大許容長を増やすことができます。

－ Use Long URL：Websense フィルタリング サーバの長い URL をイネーブルにします。

－ Maximum Long URL Size：URL の最大許容長を 4 KB を上限として指定します。

－ Memory Allocated for Long URL：長い URL に割り当てるメモリを指定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Filter Rules
Configuration > Security Policy > Filter Rules

Filter Rules ウィンドウには設定済みのフィルタ ルールが表示され、新しいフィルタ ルールを追加、
または既存のルールを変更するためのオプションが提供されます。 フィルタ ルールでは、適用する
フィルタリングのタイプと、適用先となるトラフィックの種類が指定されます。 

（注） HTTP、HTTPS、または FTP フィルタ ルールを追加する前に、URL フィルタリング サーバをイネー
ブルにする必要があります。 URL フィルタリング サーバをイネーブルにするには、Features >
Configuration > Properties > URL Filtering 画面を使用します。詳細については、「URL Filtering」を
参照してください。 

利点

Filter Rules ウィンドウでは、現在セキュリティ アプライアンス上に設定されているフィルタ ルー
ルについての情報が提供されます。 また、フィルタ ルールを追加または変更し、ウィンドウに表示
される詳細の量の増減に使用できるボタンも提供されます。

フィルタリングにより、セキュリティ ポリシーでセキュリティ アプライアンスの通過を許可する
トラフィックを自在に制御できます。アクセスを全面的にブロックする代わりに、ActiveX オブジェ
クトや Java アプレットなど、特定の状況でセキュリティ上の脅威をもたらす可能性のある特定の不
適切なオブジェクトを HTTP トラフィックから取り除くことができます。また、URL フィルタリン
グを使用して、Secure Computing SmartFilter や Websense などの外部フィルタリング サーバに特定の
トラフィックを誘導することもできます。これらのサーバは、セキュリティ ポリシーで指定されて
いる特定のサイトまたは特定のタイプのサイトに向かうトラフィックをブロックできます。 

URL フィルタリングは CPU に大きな負荷がかかるため、外部フィルタリング サーバを使用するこ
とにより、他のトラフィックのスループットに影響を与えることがなくなります。ただし、ネット

ワークの速度および URL フィルタリング サーバのキャパシティによっては、フィルタ対象のトラ
フィックの最初の接続に必要な時間が著しく長くなる場合もあります。

フィールド

• No：ルールの数値識別子。 数値の順序でルールが適用されます。 

• Source：フィルタリング アクションが適用されるソース ホストまたはネットワーク。 

• Destination：フィルタリング アクションが適用される宛先ホストまたはネットワーク。 

• Service：フィルタリング アクションが適用されるプロトコルまたはサービスを指定します。

• Action：適用するフィルタリング アクションのタイプ。

• Options：特定のアクションに対してイネーブルになっているオプションを示します。

• Add：新しいフィルタリング ルールを追加するための Add Filter Rule ダイアログボックスを表
示します。

• Edit：選択したフィルタリング ルールを編集するための Edit Filter Rule ダイアログボックスを
表示します。 

• Delete：選択したフィルタリング ルールを削除します。

• MoveUp：フィルタ ルールを上に移動します。

• MoveDown：フィルタ ルールを下に移動します。

• Cut：フィルタ ルールを切り取って別の場所に配置します。

• Copy：フィルタ ルールをコピーできます。

• Paste：フィルタ ルールを別の場所に貼り付けます。
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• Find：フィルタ ルールを検索します。 このボタンをクリックすると、拡張ツールバーが表示さ
れます。

－ Filter：ドロップダウン メニューを使用して、送信元、宛先、ソース、アクション、または
ルール クエリーで検索できます。

－ ....：フィルタのソースを選択し、Select Source ダイアログボックスが表示されます。 

－ Filter：フィルタを入力します。

－ Clear：フィルタ ルールをクリアします。

－ Rule Query：ルールを検索するクエリーを作成します。

• 選択しているフィルタ ルールのソースを選ぶには、Addresses タブを使用します。 

－ Type：ドロップダウン メニューからソースを選択します。All、IP Address Objects、IP Names、
または Network Object の各グループから選択します。

－ Name：フィルタ ルール名を一覧表示します。

－ Add：フィルタ ルールを追加します。

－ Edit：フィルタ ルールを編集します。

－ Delete：フィルタ ルールを削除します。

－ Find：フィルタ ルールを検索します。

• 事前定義済みフィルタ ルールを選択するには、Services タブを使用します。

－ Type：ドロップダウン メニューからソースを選択します。All、IP Address Objects、IP Names、
または Network Object の各グループから選択します。

－ Name：フィルタ ルール名を一覧表示します。

－ Edit：フィルタ ルールを編集します。

－ Delete：フィルタ ルールを削除します。

－ Find：フィルタ ルールを検索します。

• フィルタ ルールの時間範囲を選択するには、Time Ranges を使用します。

－ Add：フィルタ ルールの時間範囲を追加します。

－ Edit：フィルタ ルールの時間範囲を編集します。

－ Delete：フィルタ ルールの時間範囲を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select Source
Configuration > Security Policy > Filter Rules >Select Source

閉じているフィルタ ルールのソースを選択するには、Select Source ダイアログボックスを使用しま
す。

フィールド

• Type：ドロップダウン メニューからソースを選択します。All、IP Address Objects、IP Names、
または Network Object の各グループから選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Name：フィルタ ルール名を一覧表示します。

• IP Address：フィルタ ルールの IP アドレスを一覧表示します。

• Netmask：フィルタ ルールのネットマスクを一覧表示します。

• Description（オプション）：フィルタ ルールの説明を一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rule Query
Configuration > Security Policy > Filter Rules >Select Source > Rule Query

フィールド

• Name：クエリー用のフィルタ ルールの名前を入力します。

• Description（オプション）：クエリー用のフィルタ ルールの説明を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Filter Rule
Configuration > Security Policy > Filter Rules > Add/Edit Filter Rule

ルールを適用するインターフェイスの指定、ルールを適用するトラフィックの指定、または特定タ

イプのフィルタリング アクションの設定には、Add Filter Rule ダイアログボックスを使用します。 

（注） HTTP、HTTPS、または FTP フィルタ ルールを追加する前に、URL フィルタリング サーバをイネー
ブルにする必要があります。 URL フィルタリング サーバをイネーブルにするには、Features >
Configuration > Properties > URL Filtering 画面を使用します。詳細については、「URL Filtering」を
参照してください。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

• Action：適用するさまざまなフィルタリング アクションに関して、次に挙げるドロップダウン
リストを提供します。

－ Filter ActiveX

－ Do not filter ActiveX

－ Filter Java Applet

－ Do not filter Java Applet

－ Filter HTTP (URL)

－ Do not filter HTTP (URL)

－ Filter HTTPS

－ Do not filter HTTPS

－ Filter FTP

－ Do not filter FTP

Rule Flow Diagram and the Filtering Option 領域は、選択するフィルタリング アクションによって
変わります。 

• Source 領域

－ IP Address：フィルタリング アクションの適用先であるトラフィックの指定に IP アドレス
を使用します。 

－ ...：Browse Source Address ダイアログボックスが開きます。

－ Netmask：IP Address が選択されているとき、フィルタリング アクションの適用先であるト
ラフィックの指定に使用されるサブネット マスクを指定します。

• Destination 領域

－ IP Address：フィルタリング アクションの適用先であるトラフィックを指定します。 

－ Netmask：IP Address が選択されているとき、フィルタリング アクションの適用先であるト
ラフィックの指定に使用されるサブネット マスクを指定します。

• Rule Flow Diagram 領域：セキュリティ アプライアンスを介して転送されるトラフィックに特定
のフィルタリング アクションが適用されるしくみをグラフィカルな表現で示します。

• ActiveX Filtering Option 領域：この領域は、ドロップダウン リストで Filter ActiveX オプション
を選択したときにのみ表示されます。

－ ActiveX Filtering Option：このフィールドは、ドロップダウン リストで Filter ActiveX オプ
ションを選択したときに表示され、セキュリティ アプライアンスがフィルタリング アク
ションの適用先であるトラフィックをリスンする TCP/UDP ポートを指定できます。 

• Java Filtering Option：この領域は、ドロップダウン リストで Filter Java オプションを選択したと
きにのみ表示されます。

－ Java Filtering Option：このフィールドは、ドロップダウン リストで Filter Java オプションを
選択したときに表示され、セキュリティ アプライアンスがフィルタリング アクションの適
用先であるトラフィックをリスンする TCP/UDP ポートを指定できます。 

• HTTP Filtering Option：この領域は、ドロップダウン リストで Filter HTTP オプションを選択し
たときにのみ表示されます。

－ Filter HTTP on port(s)：セキュリティ アプライアンスがフィルタリング アクションの適用
先であるトラフィックをリスンする TCP/UDP ポートを指定します。

－ Block connections to proxy server：プロキシ サーバを介した HTTP 要求を禁止します。

－ Allow outbound traffic if URL server is not available：イネーブルになっているとき、URL フィ
ルタリング サーバがダウンしたり、セキュリティ アプライアンスへの接続が中断されたり
する場合、ユーザは URL フィルタリングが実行されない状態で接続できます。 このオプ
ションがディセーブルの場合、URL サーバが使用不能になると、ユーザはインターネット
Web サイトに接続できません。 
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－ Truncate CGI requests by removing the CGI parameters：セキュリティ アプライアンスは、パ
ラメータなしの CGI スクリプトの場所とスクリプト名だけをフィルタリング サーバに転
送します。

• HTTPS Filtering Option：この領域は、ドロップダウン リストで Filter HTTPS オプションを選択
したときにのみ表示されます。

－ Filter HTTPS on port(s)：セキュリティ アプライアンスがフィルタリング アクションの適用
先であるトラフィックをリスンする TCP/UDP ポートを指定します。

－ Allow outbound traffic if URL server is not available：イネーブルになっているとき、URL フィ
ルタリング サーバがダウンしたり、セキュリティ アプライアンスへの接続が中断されたり
する場合、ユーザは URL フィルタリングが実行されない状態で接続できます。 このオプ
ションがディセーブルになっている場合、URL サーバが使用不能になると、ユーザはイン
ターネット Web サイトに接続できません。 

• FTP Filtering Option：この領域は、ドロップダウン リストで Filter FTP オプションを選択したと
きにのみ表示されます。

－ Filter FTP on port(s)：セキュリティ アプライアンスがフィルタリング アクションの適用先
であるトラフィックをリスンする TCP/UDP ポートを指定します。

－ Allow outbound traffic if URL server is not available：イネーブルになっているとき、URL フィ
ルタリング サーバがダウンしたり、セキュリティ アプライアンスへの接続が中断されたり
する場合、ユーザは URL フィルタリングが実行されない状態で接続できます。 このオプ
ションがディセーブルになっている場合、URL サーバが使用不能になると、ユーザはイン
ターネット Web サイトに接続できません。 

－ Block outbound traffic if absolute FTP path is not provided：イネーブルになっているとき、FTP
ディレクトリへの相対パス名を使用している場合は、FTP 要求がドロップされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Browse Source/Destination Address
Configuration > Security Policy > Filter Rules > Add/Edit Filter Rule >Browse Source Address

フィールド

• Type：IP Address Objects、IP Names、または Network Address Groups のソース タイプのいずれ
かを選択します。

• Name：Name ボタンが選択されているとき、フィルタリング アクションの適用先であるトラ
フィックの指定に使用される名前を指定します。 

• IP Address：フィルタリング アクションの適用先であるトラフィックの指定に使用される IP ア
ドレスを指定します。

• Netmask：IP Address が選択されているとき、フィルタリング アクションの適用先であるトラ
フィックの指定に使用されるサブネット マスクを指定します。

• Description（オプション）：フィルタの説明を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

Filter Rules

URL Filtering

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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21

サービス ポリシー ルールの設定

この章では、サービス ポリシー ルールをイネーブルにする方法を説明します。 サービス ポリシー
ルールでは、特定の種類のアプリケーション検査を、セキュリティ アプライアンスが受信するさま
ざまなタイプのトラフィックに適用する方法を定義します。 定義により、特定のルールを 1 つのイ
ンターフェイスに、またはすべてのインターフェイスに対してグローバルに適用します。

サービス ポリシー ルールの設定
この項では、サービス ポリシー ルールを設定する方法について説明します。次の項目を取り上げ
ます。

• Service Policy Rules（P.21-2）

• SUNRPC Server（P.21-33）
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Service Policy Rules
Configuration > Security Policy > Service Policy Rules

一部のアプリケーションは、セキュリティ アプライアンスによる特殊な処理を必要としており、こ
の処理のための固有のアプリケーション検査エンジンが用意されています。特別なアプリケーショ

ン検査エンジンを必要とするのは、ユーザのデータ パケット内に IP アドレッシング情報を埋め込
むか、またはダイナミックに割り当てられたポートでセカンダリ チャネルを開くアプリケーション
です。 アプリケーション検査は、多くのプロトコルではデフォルトでイネーブルになっていますが、
それ以外のプロトコルではディセーブルになっています。 多くの場合、アプリケーション検査でト
ラフィックをリスンするポートを変更することができます。 

アプリケーション検査エンジンは、埋め込まれたアドレッシング情報の場所を特定する NAT と連
動します。これによって NAT では、それらの埋め込まれたアドレスを変換したり、変換の影響を
受けるチェックサムやその他のフィールドをアップデートしたりできます。

サービス ポリシー ルールでは、特定の種類のアプリケーション検査を、セキュリティ アプライア
ンスが受信するさまざまなタイプのトラフィックに適用する方法を定義します。 定義により、特定
のルールを 1 つのインターフェイスに、またはすべてのインターフェイスに対してグローバルに適
用します。

トラフィック照合基準を使用して、アプリケーション検査を適用するトラフィックのセットを定義

します。たとえば、ポートの値が 23 の TCP トラフィックは Telnet トラフィック クラスに分類でき
ます。 トラフィック クラスを使用して、変更が許可されているプロトコルの場合に、アプリケー
ション検査で使用するデフォルト ポートを変更できます。 

1 つのインターフェイスに複数のトラフィック照合基準を割り当てることができますが、パケット
は特定のサービス ポリシー ルール内の最初の基準にのみ一致します。 

フィールド

• Add：新しいサービス ポリシー ルールを追加します。 ドロップダウン リストから、追加する
ルールのタイプを選択します。

• Edit：サービス ポリシー ルールを編集します。

• Delete：サービス ポリシー ルールを削除します。

• Move Up：ルールを上に移動します。 ルールは、このテーブルに表示される順序で評価される
ため、重複するルールがあると順序によって評価が異なります。

• Move Down：ルールを下に移動します。

• Cut：ルールを切り取ります。

• Copy：ルールのパラメータをコピーし、Paste ボタンを使用して、同じパラメータを持つ新し
いルールを開始します。

• Paste：コピーまたは切り取られたルールのパラメータがあらかじめ入力された状態で、Add/Edit
Rule ダイアログボックスを開きます。 ダイアログボックスで何らかの修正を行い、ルールを
テーブルに追加することができます。 Paste ボタンをクリックすると、選択したルールの上に
ルールが追加されます。 Paste ドロップダウン リストから Paste After 項目を選択すると、選択し
たルールの後にルールが追加されます。

• Find：表示をフィルタリングして、一致するルールのみを表示します。 Find をクリックすると、
Filter フィールドが開きます。 Filter フィールドを非表示にするには、もう一度 Find をクリック
します。

－ Filter ドロップダウン リスト：Interface、Source、Destination、Service、または Rule Query
の中から、フィルタの基準を選択します。 ルール クエリーは複数の基準の集合であり、保
存して繰り返し使用することができます。
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－ Filter フィールド：Interface タイプの場合は、このフィールドがドロップダウン リストにな
ります。リストでは、インターフェイス名または All Interfaces を選択できます。 Rule Query
タイプの場合は、ドロップダウン リストにすべての定義済みルール クエリーが表示されま
す。 Source タイプと Destination タイプの場合には、IP アドレスを指定できます。 アドレス
を手動で入力するか、または ... ボタンをクリックして Browse Address ダイアログボックス
を開き、アドレスを参照します。 Service タイプとしては、TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、
または IP プロトコル タイプを指定できます。 プロトコル タイプを手動で入力するか、ま
たは ... ボタンをクリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開き、プロトコ
ル タイプを参照します。

－ Filter：フィルタリングを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

－ Rule Query：Rule Queries ダイアログボックスを開き、名前付きルール クエリーを管理でき
ます。

• Show Rule Flow Diagram：ルール テーブルの下に Rule Flow Diagram 領域を表示します。 この図
には、ネットワーク、トラフィックのタイプ、インターフェイス名、フロー方向、およびアク

ションが表示されます。

• Packet Trace：選択したルールの特性を示すパラメータがあらかじめ入力された状態で Packet
Tracer ツールが開きます。

次に、Service Policy Rules テーブルのカラムの概要を説明します。 これらのカラムの内容は、テーブ
ル セルをダブルクリックすると編集できます。 カラム ヘッダーをダブルクリックすると、選択した
カラムをソート キーとして、テーブルの内容がアルファベットの昇順で並べ替えられます。 ルール
を右クリックすると、上のボタンで示されるオプションすべてとともに、Insert 項目と Insert After
項目が表示されます。 これらの項目により、選択したルールの前（Insert）または後（Insert After）
に新しいルールを挿入します。

• Name：ルールの名前を示します。

• No：ルールの評価順序を示します。

• Enabled：ルールのイネーブル /ディセーブルを示します。

• Match：トラフィックを含める（一致する）か除外する（一致しない）ために基準を使用する
かどうかを示します。 

• Source：Destination カラムのリストにある IP アドレス宛てにトラフィックが送信されるときの
サービス ポリシーに従う IP アドレスを一覧表示します。

• Destination：Source カラムのリストにある IP アドレスからトラフィックが送信されるときの
サービス ポリシーに従う IP アドレスを一覧表示します。

• Service：ルールで指定されるサービスまたはプロトコルを表示します。

• Time：ルールを適用する時間範囲を表示します。

• Rule Actions：ルールで適用されるアクションを表示します。

• Description：ルールの追加時に入力した説明です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Service Policy
Add Service Policy Rule Wizard > Service Policy

Service Policy ダイアログボックスでは、新しいサービス ポリシー ルールを追加したり、そのルー
ルを特定のインターフェイスに適用したり、そのルールをすべてのインターフェイスに対してグ

ローバルに適用したりすることができます。

フィールド

• Create a service policy and apply to 領域

－ Interface：ルールを特定のインターフェイスに適用します。 アクセスリストを使用し、送信
元または宛先 IP アドレスに基づいてトラフィックを照合する場合は、このフィールドを選
択する必要があります。

－ Interface：ルールを適用するインターフェイスを指定します。

－ Policy Name：インターフェイス サービス ポリシーの名前を指定します。 

－ Description：ポリシーの説明をテキストで入力します。 

－ Global - applies to all interfaces：ルールをすべてのインターフェイスに適用します。 アクセス
リストを使用し、送信元または宛先 IP アドレスに基づいてトラフィックを照合する場合
は、このフィールドを一緒に選択できません。

－ Policy Name：グローバル サービス ポリシーの名前を指定します。 グローバル サービス ポ
リシーは、1 つしか適用できません。また、名前を変更することはできません。 

－ Description：ポリシーの説明をテキストで入力します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Service Policy
Configuration > Security Policy > Service Policy Rules > Edit Service Policy

Edit Service Policy ダイアログボックスでは、選択したサービス ポリシーの説明を変更できます。 

フィールド

• Description：サービス ポリシーの説明をテキストで入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Traffic Classification Criteria
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Classification Criteria

Edit Service Policy Rule 画面の Traffic Classification タブでは、セキュリティ ポリシー ルールを適用
するトラフィックの照合の際に使用する基準を指定できます。 

フィールド

• Name：トラフィック クラスの名前を特定します。

• Description (optional)：新しいトラフィック クラスの説明をテキストで入力します。

• Traffic match criteria 領域：

－ Default Inspection Traffic：デフォルトの検査トラフィック ポリシーで指定された基準を使
用します。 

－ Source and Destination IP Address (uses ACL)：ACL を使用し、送信元と宛先 IP アドレスに基
づいてトラフィックを照合します。 このフィールドは、インターフェイス サービス ポリ
シーを使用して特定のインターフェイスにルールを適用する場合にのみ選択できます。

－ Tunnel Group：トンネル グループに基づいてトラフィックを照合します。 

－ TCP or UDP Destination Port：TCP または UDP 宛先ポートに基づいてトラフィックを照合し
ます。

－ RTP Range：RTP ポートの範囲に基づいてトラフィックを照合します。

－ IP DiffServ CodePoints (DSCP)：QoS の Differentiated Services モデルに基づいてトラフィッ
クを照合します。

－ IP Precedence：QoS の IP precedence モデルに基づいてトラフィックを照合します。 

－ Any traffic：トラフィック タイプに関係なくすべてのトラフィックを照合します。

• Add rule to existing traffic class：ドロップダウン リストで選択した既存のトラフィック クラスに
ルールを追加します。

• Use class-default as the traffic class：トラフィックが他のトラフィック クラスのどれとも一致し
ない場合は、class-default トラフィック クラスを使用するように指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Default Inspections

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Classification Criteria > Default Inspections 

Default Inspections ダイアログボックスには、Traffic Classification Criteria ダイアログボックスで
Default Inspection Traffic 基準を選択する場合に使用される、デフォルトのポート割り当てがリスト
で表示されます。 

• Service：アプリケーション検査エンジンのタイプをリストで表示します。

• Protocol：トランスポート プロトコルとして、TCP と UDP のどちらをアプリケーション検査で
使用するかを特定します。

• Port：デフォルトの検査トラフィック基準で使用されるポート番号を特定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Management Type Traffic Class and Action
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Management Type Traffic Class and Action

Management Class ダイアログボックスでは、管理トラフィック分類を設定し、分類されたトラフィッ
クのアクションを定義できます。

フィールド

• Name：トラフィック管理クラスの名前を特定します。

• Description (optional)：新しいトラフィック管理クラスの説明をテキストで入力します。

• Match on Destination Port 領域：

－ Protocol：TCP または UDP の宛先ポートに基づいてトラフィックを照合します。

－ Service：=（等号）演算子または範囲を選択して、ポート範囲を指定します。 番号を入力す
るか、またはドロップダウン リストからウェルノウン ポート名を選択します。 範囲指定す
る場合は、両端の番号を指定する必要があります。

• Protocol Inspection 領域：

－ RADIUS Accounting Map：ドロップダウン リストから定義済みの RADIUS アカウンティン
グ マップを選択します。

• Configure：Select RADIUS Accounting Map ダイアログボックスを開き、定義済み RADIUS アカ
ウンティング マップを選択するか、RADIUS アカウンティング マップを追加することにより、
検査機能をきめ細かく制御します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select RADIUS Accounting Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Management Type Traffic Class and Action > Select RADIUS
Accounting Map

Select RADIUS Accounting Map ダイアログボックスでは、定義済み RADIUS アカウンティング マッ
プを選択するか、新しい RADIUS アカウンティング マップを定義できます。

フィールド

• Add：新しい RADIUS アカウンティング マップを追加できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add RADIUS Accounting Policy Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Management Type Traffic Class and Action > Select RADIUS 
Accounting Map > Add RADIUS Accounting Policy Map

Add RADIUS Accounting Policy Map ダイアログボックスでは、RADIUS アカウンティング マップの
基本設定を追加できます。

フィールド

• Name：事前設定されている RADIUS アカウンティング マップの名前を入力します。 

• Description：RADIUS アカウンティング マップの説明を入力します（最大 100 文字）。 

• Host Parameters タブ：

－ Host IP Address：RADIUS メッセージの送信元となるホストの IP アドレスを指定します。

－ Key: (optional)：キーを指定します。

－ Add：Host テーブルにホスト エントリを追加します。 

－ Delete：Host テーブルからホスト エントリを削除します。

• Other Parameters タブ：

－ Attribute Number：Accounting Start を受信したときに確認するアトリビュート番号を指定し
ます。

－ Add：Attribute テーブルにエントリを追加します。

－ Delete：Attribute テーブルからエントリを削除します。

－ Send response to the originator of the RADIUS message：RADIUS メッセージの送信元ホストに
メッセージを返信します。

－ Enforce timeout：ユーザのタイムアウトをイネーブルにします。

• Users Timeout：データベース内のユーザのタイムアウト（hh:mm:ss）。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

デフォルトの検査トラフィック基準の使用

PIX Firewall Version 6.3 およびそれ以前のリリースで使用できた fixup コマンドは、アプリケーショ
ン検査に簡易でグローバルなポリシーを提供しました。 モジュラ ポリシー フレームワークには、さ
らにきめ細かなトラフィックの検査方法が用意されています。モジュラ ポリシー フレームワーク
では、特定のアプリケーション検査で使用するトラフィックを選択することができ、これによって、

セキュリティ アプライアンスのパフォーマンスを向上させることができます。 パフォーマンスが
向上する理由は、アプリケーション検査エンジンが限定された量のトラフィックのみを検査するか

らです。

デフォルト ポートでのアプリケーション検査のイネーブル化を簡単にするため、デフォルトの検査
トラフィック基準を使用します。 デフォルトの検査トラフィック基準を指定すると、セキュリティ
アプライアンスは、ウェルノウン ポートのアプリケーション検査で使用するトラフィックをプロト
コルごとに選択します。表 21-1 に、プロトコルごとのデフォルト ポートの割り当てを示します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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デフォルトの検査トラフィック基準を選択する場合は、Rule Actions 画面の Protocol Inspection タ
ブで各プロトコルをイネーブルにすることができます。 プロトコルは、そのプロトコルのデフォル
ト ポートでイネーブルにされます。 検査対象を特定のフローに限定するには、Source and
destination IP address (uses ACL) ボタンを使用し、Service Policy Rule 画面から Source Host/Network
または Destination Host/Network などの具体的な基準を選択します。

（注） デフォルトの検査トラフィック基準は、Protocol and Service グループ ボックスのどのポート設定よ
りも優先されます。 つまり、デフォルトの検査トラフィック基準を使用している間は、どのプロト
コルの場合にもデフォルト ポートの割り当てを一切変更できません。 

inspection_default セキュリティ ポリシーは、デフォルトの検査トラフィック基準を使用したアプリ
ケーション検査を可能にする事前設定済みのグローバル ポリシーです。 このグローバル ポリシー
は、セキュリティ アプライアンスの工場出荷時のデフォルト コンフィギュレーションでイネーブ
ルに設定されます。

（注） デフォルトの検査トラフィック基準をトラフィック照合基準に指定する場合は、指定されたイン

ターフェイスのセキュリティ ポリシーで検査ルール アクションのみを適用できます。 QoS Settings
タブと Connection Settings タブのアクションを適用することはできません。 

表 21-1 デフォルト ポートの割り当て

プロトコル名 プロトコル セキュア ポート 宛先ポート

ctiqbe tcp 該当なし 2748

dns udp 53 53

esmtp/smtp tcp 該当なし 25

ftp tcp 該当なし 21

gtp udp 2123、3386 2123、3386

h323 h225 tcp 該当なし 1720

h323 ras udp 該当なし 1718 ～ 1719

http tcp 該当なし 80

icmp icmp 該当なし 該当なし

ils tcp 該当なし 389

mgcp udp 2427、2727 2427、2727

netbios udp 137 ～ 138 該当なし

pptp tcp 1723 1723

rsh tcp 該当なし 514

rtsp tcp 該当なし 554

sip tcp、udp 該当なし 5060

skinny tcp 該当なし 2000

sqlnet tcp 該当なし 1521

sunrpc udp 111 111

tftp udp 該当なし 69

xdmcp udp 177 177
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アプリケーション検査のデフォルト ポートの変更
デフォルトの検査トラフィック基準は、Protocol and Service グループ ボックスのどのポート設定よ
りも優先されます。 つまり、デフォルトの検査トラフィック基準を使用している間は、どのプロト
コルの場合にもデフォルト ポートの割り当てを一切変更できません。 

任意のプロトコルのデフォルト ポート割り当てを変更するには、各検査エンジンを手動で設定して
イネーブルにする必要があります。 

モジュラ ポリシー フレームワークを使用してプロトコルのデフォルト ポート割り当てを変更する
には、次の手順を実行します。

ステップ 1 Security Policy パネルで Service Policy Rules をクリックし、次に Add をクリックします。

Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy 画面が表示されます。

ステップ 2 サービス ポリシーを作成します。 

特定のインターフェイスのセキュリティ ポリシーを作成するには、Create a service policy and apply
to グループ ボックスで Interface オプション ボタンをクリックし、選択リストから使用可能なイン
ターフェイスを選択します。

すべてのインターフェイスに適用するグローバル セキュリティ ポリシーを作成するには、Create a
service policy and apply to グループ ボックスで Global オプション ボタンをクリックします。

ステップ 3 Policy Name ボックスに最大 40 文字の名前を入力し、Next をクリックします。 

Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria 画面が表示されます。

ステップ 4 Source and destination IP address (uses ACL) ボタンをクリックします。 

ステップ 5 Protocol and Service グループ ボックスで、プロトコルの Source Port および Destination Port を選
択し、Next をクリックします。 

Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions 画面が表示されます。

ステップ 6 イネーブルにするプロトコルのチェックボックスをオンにし、Finish をクリックします。

Security Policy パネルの Service Policy Rules テーブルに、新しいサービス ポリシーが表示されます。 

ステップ 7 別の検査エンジンをイネーブルにするには、サービス ポリシーを選択して Add をクリックします。

Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy 画面が表示されます。

ステップ 8 Next をクリックします。 

Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria 画面が表示されます。

ステップ 9 Create a new traffic class をクリックし、必要に応じてトラフィック クラスの名前を変更します。

デフォルトでは、新しいクラスを追加するたびに各トラフィック クラスの名前の終わりにある番号
が増分されます。 
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ステップ 10 Source and destination IP address (uses ACL) をクリックします。 

ステップ 11 Traffic Match タブをクリックします。

ステップ 12 Protocol and Service グループ ボックスのプロトコル用に 2 番目のポート番号を選択し、OK をク
リックします。 

Security Policy パネルの Service Policy Rules テーブルに新しいアクセス コントロール エントリが表
示されます。 

複数ポートによるアプリケーション検査の設定

モジュラ ポリシー フレームワークを使用して複数のポートを使用するプロトコルのデフォルト
ポート割り当てを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Security Policy パネルで Service Policy Rules をクリックし、次に Add をクリックします。

Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy 画面が表示されます。

ステップ 2 サービス ポリシーを作成します。 

特定のインターフェイスのセキュリティ ポリシーを作成するには、Create a service policy and apply
to グループ ボックスで Interface オプション ボタンをクリックし、選択リストから使用可能なイン
ターフェイスを選択します。

すべてのインターフェイスに適用するグローバル セキュリティ ポリシーを作成するには、Create a
service policy and apply to グループ ボックスで Global オプション ボタンをクリックします。

ステップ 3 Policy Name ボックスに最大 40 文字の名前を入力し、Next をクリックします。 

Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Classification Criteria 画面が表示されます。

ステップ 4 Source and destination IP address (uses ACL) ボタンをクリックします。 

ステップ 5 Protocol and Service グループ ボックスのプロトコル用に最初のポート番号を選択し、Next をクリッ
クします。 

Add Service Policy Rule Wizard - Rule Actions 画面が表示されます。

ステップ 6 次のタブのいずれかを使用して、指定したトラフィック フローに適用するルール アクションを定
義します。

• Protocol Inspection

• Connection Settings

• QoS

ステップ 7 Finish をクリックします。

Security Policy パネルの Service Policy Rules テーブルに、新しいサービス ポリシーが表示されます。 
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ステップ 8 Service Policy Rules テーブルでセキュリティ ポリシーを右クリックします。

ステップ 9 表示されるポップアップ メニューで、Insert After を選択します。

Insert Service Policy Rule After 画面が表示されます。

ステップ 10 Traffic Match タブをクリックします。

ステップ 11 Protocol and Service グループ ボックスのプロトコル用に 2 番目のポート番号を選択し、OK をク
リックします。 

Security Policy パネルの Service Policy Rules テーブルに新しいアクセス コントロール エントリが表
示されます。 

Source and Destination Address（他のコンテキストでの名称は「ACL」）

（このダイアログボックスは、サービス ポリシー ルールを編集する場合は ACL と呼ばれます）

• Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Match > Source and Destination Address 

• Configuration > Security Policy > Edit Service Policy Rule > ACL タブ

（このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。）

このダイアログボックスでは、送信側または受信側ホストの IP アドレスまたは TCP/UDP ポートに
基づいて、サービス ポリシー ルールを適用するトラフィックを特定できます。 また、このダイアロ
グボックスを使用して、ポリシー ルールを有効にする Time Range を選択することもできます。

フィールド

• Select an action：このダイアログボックスで指定した基準にトラフィックが一致する必要があ
る、またはその基準に一致しないようにするかを指定できます。

• Time Range 領域

－ Time Range：ポリシー ルールを有効にする時間範囲を選択できます。

－ New：Add Time Range ダイアログボックスにアクセスできます。詳細については、「Add/Edit
Time Range」を参照してください。

• Source Host/Network 領域

－ IP Address：トラフィックの送信元を IP アドレスによって識別するように指定します。 この
ボタンを選択すると、領域内に、Interface ドロップダウン リスト、IP address フィールド、
. . . ボタン、および Mask ドロップダウン リストが表示されます。

－ Name：トラフィックの送信元をインターフェイス名によって識別するように指定します。
このボタンを選択すると、領域内に Name ドロップダウン リストが表示されます。

－ Group：トラフィックの送信元をオブジェクト グループによって識別するように指定しま
す。 このボタンを選択すると、領域内に Interface ドロップダウン リストと Group ドロップ
ダウン リストが表示されます。

－ Interface：トラフィックの送信元がオンになっているインターフェイスの名前を指定しま
す。 ドロップダウン リストは、IP Address ボタンか Group ボタンが選択されている場合に
のみ表示されます。

－ IP address：トラフィックの送信元を識別するために使用する IP アドレスを指定します。 こ
のフィールドは、IP Address ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。
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－ . . .：Select host/network ダイアログボックスにアクセスできます。このダイアログボックス
では、事前に設定されたドロップダウン リストからホストまたはネットワークを選択でき
ます。 このボタンは、IP Address ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ Mask：IP address フィールドに入力したアドレスのサブネット マスクを指定します。 この
フィールドは、IP Address ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ Name：トラフィックの送信元がオンになっているインターフェイスの名前を指定します。
このドロップダウン リストは、Name ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ Group：トラフィックの送信元が属しているオブジェクト グループを指定します。ドロッ
プダウン リストの項目は、Hosts/Networks ウィンドウで制御されます。このウィンドウの
詳細については、「Network Object Groups」を参照してください。 Group ドロップダウン リ
ストは、Group ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

• Destination Host/Network 領域

－ IP Address：トラフィックの宛先を IP アドレスによって識別するように指定します。 このボ
タンを選択すると、領域内に、Interface ドロップダウン リスト、IP address フィールド、. . .
ボタン、および Mask ドロップダウン リストが表示されます。

－ Name：トラフィックの宛先をインターフェイス名によって識別するように指定します。 こ
のボタンを選択すると、領域内に Name ドロップダウン リストが表示されます。

－ Group：トラフィックの宛先をオブジェクト グループによって識別するように指定します。
このボタンを選択すると、領域内に Interface ドロップダウン リストと Group ドロップダウ
ン リストが表示されます。

－ Interface：トラフィックの宛先がオンになっているインターフェイスの名前を指定します。
このドロップダウン リストは、IP Address ボタンまたは Group ボタンが選択されている場
合にのみ表示されます。

－ IP address：トラフィックの宛先を識別するために使用する IP アドレスを指定します。 この
フィールドは、IP Address ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ . . .：Select host/network ダイアログボックスにアクセスできます。このダイアログボックス
では、事前に設定されたドロップダウン リストからホストまたはネットワークを選択でき
ます。 このボタンは、IP Address ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ Mask：IP address フィールドに入力したアドレスのサブネット マスクを指定します。 この
フィールドは、IP Address ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ Name：トラフィックの宛先がオンになっているインターフェイスの名前を指定します。 こ
のドロップダウン リストは、Name ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

－ Group：トラフィックの宛先が属しているオブジェクト グループを指定します。ドロップ
ダウン リストの項目は、Hosts/Networks ウィンドウで制御されます。このウィンドウの詳
細については、「Network Object Groups」を参照してください。 Group ドロップダウン リス
トは、Group ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

• Rule Flow Diagram：セキュリティ アプライアンスによって転送されるトラフィックに対する、
特定のフィルタリング アクションの適用方法をグラフィカルに表現します。

• Protocol and Service 領域

－ TCP：TCP プロトコルまたはサービスに基づいてトラフィックを照合します。

－ UDP：UDP プロトコルまたはサービスに基づいてトラフィックを照合します。

－ ICMP：ICMP プロトコルの値に基づいてトラフィックを照合します。

－ IP：IP プロトコルの値に基づいてトラフィックを照合します。

－ Manage Service Groups：Manage Service Groups ダイアログボックスを表示します。このダイ
アログボックスでは、サービス グループを作成および編集できます。 このボタンは、TCP
ボタンが選択されている場合にのみ使用できます。
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－ Source Port：TCP または UDP のオプション ボタンが選択されている場合にのみ表示されま
す。

Service：送信元ポートの値に基づいてトラフィックを照合します。
Operator：照合する 1 つのポート、またはポートの範囲を特定するかどうかを指定します。
ドロップダウン リストから、=（と等しい）、not=（と等しくない）、>（より大きい）、<
（より小さい）を選択すると、. . . ボタンが表示されます。このボタンにより、特定の名前
付きポートを選択できます。 ドロップダウン リストから range を選択すると、2 つのフィー
ルドが表示されます。それらのフィールドに、範囲の開始ポートと終了ポートを入力でき
ます。

...：Service ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、照合する TCP
または UDP ポートの名前付きの値を選択できます。 

Service Group：送信元サービス グループに基づいてトラフィックを照合します。 ドロップ
ダウン リストの項目を制御するには、Manage Service Groups ボタンを使用します。

－ Destination Port：TCP または UDP のオプション ボタンが選択されている場合にのみ表示さ
れます。

Service：宛先ポートの値に基づいてトラフィックを照合します。
Operator：照合する 1 つのポート、またはポートの範囲を特定するかどうかを指定します。
ドロップダウン リストから、=（と等しい）、not=（と等しくない）、>（より大きい）、<
（より小さい）を選択すると、. . . ボタンが表示されます。このボタンにより、特定の名前
付きポートを選択できます。 ドロップダウン リストから range を選択すると、2 つのフィー
ルドが表示されます。それらのフィールドに、範囲の開始ポートと終了ポートを入力でき
ます。

...：Service ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、照合する TCP
または UDP ポートの名前付きの値を選択できます。 
Service Group：宛先サービス グループに基づいてトラフィックを照合します。 ドロップダ
ウン リストの項目を制御するには、Manage Service Groups ボタンを使用します。

－ ICMP Type：ICMP オプション ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

ICMP type：トラフィックの ICMP タイプを入力できます。
...：Service ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、事前に設定
されたドロップダウン リストから ICMP タイプを選択できます。

－ IP Protocol：IP オプション ボタンが選択されている場合にのみ表示されます。

IP protocol：トラフィックの IP プロトコルを入力できます。

...：Service ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、事前に設定
されたドロップダウン リストから IP プロトコルを選択できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Destination Port

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Match > Destination Port

Destination Port ダイアログボックスは、Traffic Match Criteria ダイアログボックスで TCP or UDP
destination port を選択する場合、またはサービス ポリシー ルールの編集時に対応するタブを選択す
る場合に表示されます。 このダイアログボックスでは、TCP または UDP の宛先ポートに基づいて、
サービス ポリシー ルールを適用するトラフィックを特定できます。

フィールド 

• TCP：宛先で使用される TCP ポートに基づいてトラフィックを照合します。 

• UDP：宛先で使用される UDP ポートに基づいてトラフィックを照合します。

• Operator：照合する 1 つのポート、またはポートの範囲を特定するかどうかを指定します。

ドロップダウン リストから =（等号）を選択すると、. . . ボタンが表示されます。このボタン
により、特定の名前付きポートを選択できます。

ドロップダウン リストから range を選択すると、2 つのフィールドが表示されます。それらの
フィールドに、範囲の開始ポートと終了ポートを入力できます。

• ...：Service ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、照合する TCP ま
たは UDP ポートの名前付きの値を選択できます。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

RTP Ports

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Match > RTP Ports

RTP Ports ダイアログボックスは、Traffic Match Criteria ダイアログボックスで RTP range を選択する
場合、またはサービス ポリシー ルールの編集時に対応するタブを選択する場合に表示されます。 こ
のダイアログボックスでは、RTP ポートの範囲に基づいて、サービス ポリシー ルールを適用する
トラフィックを特定できます。 

• RTP Port Range：トラフィックの照合で使用される RTP ポートの範囲を示す開始ポートと終了
ポートを指定します。 RTP ポート番号は、2000 ～ 65535 の範囲で指定します。範囲内の RTP
ポートの最大数は 16383 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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IP Precedence

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Match > IP  Precedence

IP Precedence ダイアログボックスは、Traffic Match Criteria ダイアログボックスで IP Precedence を選
択する場合、またはサービス ポリシー ルールの編集時に対応するタブを選択する場合に表示され
ます。 このダイアログボックスでは、IP precedence に基づいて、サービス ポリシー ルールを適用す
るトラフィックを特定できます。 

フィールド

• Available IP Precedence：トラフィックの照合に使用できる使用可能な IP Precedence 値を一覧表
示します。 IP Precedence は、IP トラフィックに QoS プライオリティを割り当てる 1 つのモデル
です。 

• Add：選択した IP Precedence 値を Match on IP Precedence リストに追加します。

• Delete：選択した IP Precedence 値を Match on IP Precedence リストから削除します。

• Match On IP Precedence：トラフィックを照合するために選択された IP Precedence 値を一覧表示
します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IP DiffServ CodePoints (DSCP)

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Traffic Match > IP DiffServ CodePoints (DSCP)

IP DiffServ Code Points (DSCP) ダイアログボックスでは、QoS の Differentiated Services モデルに割り
当てられた値に基づいて、トラフィックを照合できます。 DiffServ では、EF と AF という 2 つの
DSCP 値のセットを定義します。

フィールド

• Expedited Forwarding (EF)：マーク付きパケットにネットワークの最高レベルのサービスを付与
する、1 つの DSCP 値（101110）を提供します。 EF は一般に、Voice over IP（VoIP）の場合に
最適です。

• Assured Forwarding (AF)：それぞれが 3 つのドロップ優先レベルを持つ 4 つのクラスを提供しま
す。

選択ドロップダウン リストから名前付き DSCP 値を選択するか、または数値を入力できます。 

• Named DSCP Values：照合基準として選択できる名前付き DSCP 値を一覧表示します。 照合する
値を選択し、Add を選択します。 

• Enter DSCP value (0-63)：数字の DSCP 値を指定します。 

• Add：選択した DSCP 値を Match on DSCP テーブルに追加します。 

• Delete：選択した DSCP 値を Match on DSCP テーブルから削除します。

• Match on DSCP：照合基準として選択された DSCP 値を一覧表示します。

• Enter DSCP value (0-63)：照合用の基準として数値を使用します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rule Actions > Protocol Inspection タブ
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ
（このタブに移動するパスは数種類あります。） 

Protocol Inspection タブでは、使用可能なさまざまなタイプのアプリケーション検査をイネーブルま
たはディセーブルにすることができます。 特定のアプリケーション検査タイプの設定を表示または
変更するには、Configure を選択します。これによって、プロトコルで使用するマップ名を選択で
きます。 マップの設定については、P.6-30 の「検査マップの設定」を参照してください。

フィールド

• CTIQBE：CTIQBE プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• DCERPC：DCERPC プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select DCERPC Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボック
スでは、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• DNS：DNS プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select DNS Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで
は、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• ESMTP：ESMTP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select ESMTP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックス
では、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• FTP：FTP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select FTP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで
は、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• GTP：GTP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select GTP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで
は、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

（注） GTP 検査は、特別なライセンスがなければ使用できません。 

• H323 H225：H323 H225 プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select H323 H225 Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボッ
クスでは、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• H323 RAS：H323 RAS プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select H323 RAS Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボック
スでは、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• HTTP：HTTP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select HTTP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックス
では、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• ICMP：ICMP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• ICMP Error：ICMP Error プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• ILS：ILS プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• IM：IM プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select IM Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスでは、
このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• IPSec-Pass-Thru：IPSec プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select IPSec Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで
は、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• MGCP：MGCP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select MGCP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックス
では、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• NETBIOS：NetBIOS プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select NETBIOS Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボック
スでは、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• PPTP：PPTP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• RSH：RSH プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• RTSP：RTSP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• SCCP SKINNY：Skinny プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select SCCP (Skinny) Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログ
ボックスでは、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• SIP：SIP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select SIP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで
は、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• SNMP：SNMP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

－ Configure：Select SNMP Map ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックス
では、このプロトコルで使用するマップ名を選択できます。

• SQLNET：SQLNET プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• SUNRPC：SunRPC プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• TFTP：TFTP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

• XDMCP：XDMCP プロトコルでのアプリケーション検査をイネーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

検査マップの設定

『Cisco Security Appliance Command Reference』にあるプロトコルごとの Inspect コマンド ページ

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Select DCERPC Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > 
Select DCERPC Map

Select DCERPC Map ダイアログボックスでは、新しい DCERPC マップを選択または作成できます。
DCERPC マップにより、DCERPC アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値
を変更できます。 Select DCERPC Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設
定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• No DCERPC map for inspection：DCERPC マップを指定しません。

• Select a DCERPC map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを
選択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Configure DNS

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Configure DNS

フィールド

Maximum DNS packet length (default 512)：セキュリティ アプライアンスの通過が許可されている
DNS メッセージの最大パケット長を変更します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Select DNS Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select DNS Map

Select DNS Map ダイアログボックスでは、新しい DNS マップを選択または作成できます。 DNS マッ
プにより、DNS アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更できます。
Select DNS Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップのリス
トが表示されます。

フィールド

• No DNS map for inspection：DNS マップを指定しません。

• Select a DNS map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選択
するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select ESMTP Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select ESMTP Map

Select ESMTP Map ダイアログボックスでは、新しい ESMTP マップを選択または作成できます。
ESMTP マップにより、ESMTP アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を
変更できます。 Select ESMTP Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定さ
れたマップのリストが表示されます。

フィールド

• No ESMTP map for inspection：ESMTP マップを指定しません。

• Select an ESMTP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを
選択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Select FTP Map 

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select FTP Map

Select FTP Map ダイアログボックスでは、厳密な FTP アプリケーション検査のイネーブル化、FTP
マップの選択、または新しい FTP マップの作成を行うことができます。 FTP マップにより、FTP ア
プリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更できます。Select FTP Map
テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されま

す。

フィールド

• FTP Strict (prevent web browsers from sending embedded commands in FTP requests)：厳密な FTP ア
プリケーション検査をイネーブルにします。これによってセキュリティ アプライアンスは、埋
め込みコマンドが FTP 要求に含まれている場合には接続をドロップします。 

• No FTP map for inspection：FTP マップを指定しません。

• Select an FTP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選択
するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select GTP Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ >　Select GTP Map

Select GTP Map ダイアログボックスでは、新しい GTP マップを選択または作成できます。 GTP マッ
プにより、GTP アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更できます。
Select GTP Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップのリス
トが表示されます。

（注） GTP 検査には、特別なライセンスが必要です。必要なライセンスがないときにセキュリティ
アプライアンスで GTP アプリケーション検査のイネーブル化を試みると、セキュリティ ア
プライアンスはエラー メッセージを表示します。 

フィールド

• No GTP map for inspection：GTP マップを指定しません。

• Select an GTP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選択
するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select H.323 Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select H.323 Map

Select H.323 Map ダイアログボックスでは、新しい H.323 マップを選択または作成できます。 H.323
マップにより、H.323 アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更でき
ます。 Select H.323Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップ
のリストが表示されます。

フィールド

• No H.323 map for inspection：H.323 マップを指定しません。

• Select an H.323 map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選
択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select HTTP Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select HTTP Map

Select HTTP Map ダイアログボックスでは、新しい HTTP マップを選択または作成できます。 HTTP
マップにより、HTTP アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更でき
ます。 Select HTTP Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップ
のリストが表示されます。

フィールド

• No HTTP map for inspection：HTTP マップを指定しません。

• Select an HTTP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選
択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select IM Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select IM Map

Select IM Map ダイアログボックスでは、新しい IM マップを選択または作成できます。 IM マップに
より、IM アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更できます。 Select
IM Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップのリストが表
示されます。

フィールド

• No IM map for inspection：IM マップを指定しません。

• Select an IM map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選択
するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select IPSec-Pass-Thru Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > 
Select IPSec-Pass-Thru Map

Select IPSec-Pass-Thru ダイアログボックスでは、新しい IPSec マップを選択または作成できます。
IPSec マップにより、IPSec アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更
できます。 Select IPSec Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定された
マップのリストが表示されます。

フィールド

• No IPSec map for inspection：IPSec マップを指定しません。

• Select an IPSec map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選
択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 21章      サービス ポリシー ルールの設定
Service Policy Rules

21-23
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select MGCP Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select MGCP Map

Select MGCP Map ダイアログボックスでは、新しい MGCP マップを選択または作成できます。
MGCP マップにより、MGCP アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変
更できます。 Select MGCP Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定され
たマップのリストが表示されます。

フィールド

• No MGCP map for inspection：MGCP マップを指定しません。

• Select an MGCP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選
択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select NETBIOS Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select NetBIOS Map

Select NETBIOS Map ダイアログボックスでは、新しい NetBIOS マップを選択または作成できます。
NetBIOS マップにより、NetBIOS アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値
を変更できます。 Select NetBIOS Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設
定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• No IM map for inspection：NetBIOS マップを指定しません。

• Select a NetBIOS map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを
選択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select SCCP (Skinny) Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select SCCP Map

Select SCCP (Skinny) Map ダイアログボックスでは、新しい SCCP (Skinny) マップを選択または作成
できます。 SCCP (Skinny) マップにより、SCCP (Skinny) アプリケーション検査で使用されるコンフィ
ギュレーションの値を変更できます。 Select SCCP (Skinny) Map テーブルには、アプリケーション検
査で選択可能な事前に設定されたマップのリストが表示されます。

フィールド

• No SCCP (Skinny) map for inspection：SCCP (Skinny) マップを指定しません。

• Select an SCCP (Skinny) map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マッ
プを選択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select SIP Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select SIP Map

Select SIP Map ダイアログボックスでは、新しい SIP マップを選択または作成できます。 SIP マップ
により、SIP アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更できます。
Select SIP Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマップのリス
トが表示されます。

フィールド

• No SIP map for inspection：SIP マップを指定しません。

• Select a SIP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選択
するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Select SNMP Map

Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Protocol Inspectionタブ > Select SNMP Map

Select SNMP Map ダイアログボックスでは、新しい SNMP マップを選択または作成できます。 SNMP
マップにより、SNMP アプリケーション検査で使用されるコンフィギュレーションの値を変更でき
ます。 Select SNMP Map テーブルには、アプリケーション検査で選択可能な事前に設定されたマッ
プのリストが表示されます。

フィールド

• No SNMP map for inspection：SNMP マップを指定しません。

• Select an SNMP map for fine control over inspection：定義済みのアプリケーション検査マップを選
択するか、新しいマップを追加できます。

• Add：その検査の Add Policy Map ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rule Actions > Intrusion Prevention タブ
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Intrusion Preventionタブ

Intrusion Prevention タブでは、1 つのトラフィック クラスのポリシー マップ内で実行される侵入防
御のアクションを設定できます。 このウィンドウは、セキュリティ アプライアンスに Intrusion
Prevention System（IPS; 侵入防護システム）ハードウェアがインストールされている場合にのみ表
示されます。

フィールド

• Enable IPS for this traffic flow：このトラフィック フローでの侵入防御をイネーブルまたはディ
セーブルにします。 このチェックボックスをオンにすると、このウィンドウの他のパラメータ
がアクティブになります。

• Mode：侵入防御の動作モードを設定します。

－ Inline Mode：インライン モードを選択します。このモードでは、パケットが IPS に転送さ
れます。 パケットは、IPS の働きによりドロップされる場合があります。

－ Promiscuous Mode：無差別モードを選択します。このモードでは、元のパケットの複製パ
ケットに対して IPS が作動します。 元のパケットがドロップされることはありません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• If IPS card fails, then：IPS カードが動作不能になった場合に実行するアクションを設定します。

－ Permit traffic：IPS カードで障害が発生した場合はトラフィックを許可します。

－ Close traffic：IPS カードで障害が発生した場合はトラフィックをブロックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rule Actions > CSC Scan タブ
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > CSC Scanタブ

CSC Scan タブでは、Content Security and Control（CSC）SSM により、現在のトラフィック クラス
によって識別されるトラフィックをスキャンするかどうかを指定できます。 このウィンドウは、セ
キュリティ アプライアンスに CSC SSM がインストールされている場合にのみ表示されます。

CSC SSM は、HTTP、SMTP、POP3、および FTP のトラフィックのみをスキャンします。 使用する
サービス ポリシーで、これら 4 種類のプロトコル以外のプロトコルを含むトラフィックを選択する
と、他のプロトコルのパケットは、スキャンされることなく CSC SSM を通過します。

CSC SSM の負荷を軽減するには、CSC SSM にパケットを送信するサービス ポリシー ルールで、
HTTP、SMTP、POP3、または FTP パケットのみを選択するように設定します。

フィールド

• Enable CSC scan for this traffic flow：このトラフィック フローでの CSC SSM の使用をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。 このチェックボックスをオンにすると、このウィンドウの他
のパラメータがアクティブになります。

• If CSC card fails, then：CSC SSM が動作不能になった場合に実行するアクションを設定します。

－ Permit traffic：CSC SSM で障害が発生した場合はトラフィックを許可します。

－ Close traffic：CSC SSM で障害が発生した場合はトラフィックをブロックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Rule Actions > Connection Settings タブ
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > Connection Settingsタブ
（このタブに移動するパスは数種類あります。）

 Connection Settings タブでは、最大接続数、最大初期接続、およびホストまたはネットワークでの
TCP パケットのランダム化で使用するシーケンス番号を設定できます。 また、接続タイムアウトと
TCP 正規化も設定できます。

フィールド

• Maximum Connections 領域

－ TCP & UDP Connections：トラフィック クラスのすべてのクライアントで同時に接続され
る TCP および UDP 接続の最大数を 65,536 までの範囲で指定します。どちらのプロトコル
ともデフォルトは 0 で、接続可能な最大許容数に設定されています。

－ Embryonic Connections：初期接続の最大数を 65,536 までの範囲で指定します。初期接続は、
送信元と宛先の間で必要なハンドシェイクを終了していない接続要求です。 この制限によ
り、TCP 代行受信機能をイネーブルにします。 デフォルトは 0 で、最大初期接続数である
ことを示します。 TCP 代行受信により、TCP SYN パケットによってインターフェイスをフ
ラッディングさせる DoS 攻撃から内部システムを保護します。 初期接続の制限値を超える
と、クライアントからセキュリティ レベルのより高いサーバへ送信される TCP SYN パ
ケットが TCP 代行受信機能によって代行受信されます。 SYN クッキーは、検証プロセス中
に使用され、ドロップされる有効なトラフィックの量を最小限に抑えるのに役立ちます。

したがって、到達不能なホストからの接続試行がサーバに到達することはありません。

－ Per Client Connections：クライアントごとに、同時接続できる TCP 接続と UDP 接続の最大
数を指定します。 クライアントあたりの最大接続数の接続をすでに開いているクライアン
トが新しい接続を試みると、セキュリティ アプライアンスは、その接続を拒否してパケッ
トをドロップします。

－ Per Client Embryonic Connections：クライアントごとに、同時接続できる TCP 初期接続の最
大数を指定します。 クライアントあたりの最大初期接続数の接続をセキュリティ アプライ
アンスからすでに開いているクライアントが新しい TCP 接続を要求すると、セキュリティ
アプライアンスは、その要求の処理を TCP 代行受信機能に代行させ、接続を阻止します。

• Randomize Sequence Number：Randomize Sequence Number 機能の状態を、イネーブルまたはディ
セーブルに設定します。 この機能は、別のインライン セキュリティ アプライアンスもシーケン
ス番号をランダム化していて、結果としてデータ順序が変わる場合にのみディセーブルにして

ください。各 TCP 接続には、2 つの Initial Sequence Number（ISN; 初期シーケンス番号）があり
ます。1 つはクライアントが生成し、もう 1 つはサーバが生成します。 セキュリティ アプライ
アンスは、高位のセキュリティ インターフェイスで動作するホスト /サーバによって生成される
ISN をランダム化します。少なくとも 1 つの ISN をランダムに生成して、攻撃者が次の ISN を
予想してセッションを乗っ取ることができないようにする必要があります。

• TCP Timeout 領域

－ Connection Timeout：接続スロットを解放するまでのアイドル時間を指定します。 接続のタ
イムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。 継続時間は 5 分以上にする必
要があります。デフォルトは 1 時間です。

－ Send reset to TCP endpoints before timeout：セキュリティ アプライアンスが、接続スロット
を解放する前に接続のエンドポイントに TCP リセット メッセージを送信するように指定
します。

－ Embryonic Connection Timeout：初期接続スロットが解放されるまでのアイドル時間を指定
します。 接続のタイムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。デフォルト
は 30 秒です。

－ Half Closed Connection Timeout：ハーフ クローズ接続スロットが解放されるまでのアイドル
時間を指定します。 接続のタイムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。
継続時間は 5 分以上にする必要があります。デフォルトは 10 分です。
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• TCP Normalization 領域

－ Use TCP Map：TCP 正規化をイネーブルにするかどうかを選択します。 TCP マップを使用
するには、この機能をイネーブルにします。

－ TCP Map：既存の TCP マップを選択します。

－ New：新しい TCP マップを追加します。

－ Edit：既存の TCP マップを編集します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rule Actions > QoS タブ
Add/Edit Service Policy Rule Wizard > Rule Actions > QoSタブ
（このタブに移動するパスは数種類あります。）

QoS タブでは、厳密なスケジュール プライオリティとレート制限トラフィックを適用できます。 

制限事項

既存の VPN クライアント トラフィック、LAN-to-LAN トラフィック、または非トンネル トラフィッ
クが確立されているインターフェイスを対象として、サービス ポリシーを適用または削除した場
合、QoS ポリシーは適用されず、トラフィック ストリームから削除されません。このような接続を
対象として QoS ポリシーを適用または削除するには、接続を消去（ドロップ）して再確立する必要
があります。 

フィールド

• Enable Priority for this flow：このフローでの厳密なスケジュール プライオリティをイネーブル
またはディセーブルにします。 プライオリティ（LLQ）は、プライオリティ キューが設定され
ていなければ有効になりません。 プライオリティ キューを設定するには、Configuration >
Properties > Priority Queue を選択します。詳細については、「Priority Queue」を参照してくだ
さい。

• Enable policing：入力方向または出力方向でのトラフィックのポリシングをイネーブルにします。

－ Direction：ポリシングを入力方向または出力方向のどちらでイネーブルにするかを選択し
ます。

－ Committed Rate：このトラフィック フローのレート制限。これは、8000 ～ 2000000000 の
範囲の値で、許容最大速度（bps）を指定します。

－ Conform Action：レートが適合バースト値未満の場合に実行するアクション。 値は、transmit
または drop です。

－ Exceed Action：レートが適合レート値と適合バースト値の間になっている場合にこのアク
ションを実行します。 値は、transmit または drop です。

－ Burst Rate：1000 ～ 512000000 の範囲の値で、適合レート値までトラフィックを抑制するま
でに、持続したバーストにおいて許可される瞬間的なバイト数を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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（注） Enable Policing チェックボックスをオンにすると、最大速度とバースト レートが適用さ
れ、適合レート値になるよう強制されます。 適合アクションまたは超過アクションの指
定があっても、それらは適用されません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Class Map
Configuration > Features > Security Policy > Edit > Edit Class Map

Edit Class Map ダイアログボックスでは、クラスマップの説明を追加または編集できます。

フィールド

• Description：クラスマップ説明の名前を追加または変更します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Rule
Configuration > Security Policy > Access Rules > Edit Rule

Edit Rule ダイアログボックスでは、既存のルールを変更できます。 

フィールド

• Select an action：新しいルールのアクション タイプを決定します。 Select an action ドロップダウ
ン リストから、Permit または Deny のいずれかを選択します。

－ Permit：すべての一致したトラフィックを許可します。

－ Deny：すべての一致したトラフィックを拒否します。

• Apply to traffic：ルールを適用するトラフィックのタイプを決定します。

－ Incoming to source interface：送信元インターフェイスへの着信トラフィックを選択します。

－ Outgoing from destination interface：宛先インターフェイスからの発信トラフィックを選択し
ます。

• Syslog：syslog がイネーブルかどうかを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• More Options：アクセスリストのロギングをイネーブルにし、ロギング オプションを設定しま
す。 More Options ボタンにより、ロギング オプションを設定できます。 このボタンにより、次
の操作を実行できます。

－ デフォルトのロギング動作を使用する。 

－ ルールのロギングをイネーブルにする。

－ ルールのロギングをディセーブルにする。

－ 許可と拒否のログ レベルとロギング間隔を設定する。 このオプションは、Enable Logging
チェックボックスをオンにします。 

詳細については、「Log Options」を参照してください。 また、グローバル ロギング オプショ
ンの設定については、「Advanced Access Rule Configuration」を参照してください。

• Time Range：ドロップダウン リストからこのルールに定義されている時間範囲を選択します。

• New：このルールの新しい時間範囲を作成します。 Add Time Range を参照してください。

• Source and Destination Host/Network IP Address：IP アドレスによってネットワークを識別するに
は、このボタンを選択します。

－ Interface：ホストまたはネットワークが常駐するインターフェイス。

－ IP address：ホストまたはネットワークの IP アドレス。 

－ Browse：Select Host/Network ウィンドウの下のオプションを選択して既存のホストまたは
ネットワークを選択し、Name、Interface、IP address、および Mask の各フィールドに、選
択したホストまたはネットワークのプロパティ値を入力することができます。

－ Mask：ホストまたはネットワークのサブネットマスク。

• Name：ネットワークを名前で特定するには、このボタンを選択します。 ホスト /ネットワーク
への名前付けについては、Hosts/Networks タブを参照してください。

ホストまたはネットワークの名前。 このオプションを選択し、再びルールを開いて編集すると、
ボタン選択が IP Address に復帰し、名前付きホスト /ネットワーク IP アドレス情報がフィール
ドに表示されます。

• Group：Hosts/Networks タブでグループ化したネットワークとホストのグループを特定するに
は、このボタンを選択します。

－ Interface：グループ内のホストおよびネットワークに接続されたインターフェイス。

－ Group：グループ名。

• Protocol and Service: TCP ボタンと UDP ボタン：ルールの TCP/UDP プロトコルを選択します。
Source Port 領域と Destination Port 領域では、パケットの照合のためにアクセスリストで使用さ
れるポートを指定できます。

－ Source Port Service：サービスのドロップダウン リストから、ポート番号、ポート範囲、ま
たは HTTP や FTP などのウェルノウン サービス名を指定するには、このオプションを選択
します。 

－ Source Port Service：演算子のドロップダウン リストで、アクセスリストがポートを照合す
る方法を指定します。次のいずれかの演算子を選択します。

－ =：ポート番号と等しい。 

－ not = ：ポート番号と等しくない。 

－ > ：ポート番号より大きい。 

－ < ：ポート番号より小さい。 

－ range：範囲内のいずれかのポート番号と等しい。

－ Source Port Service：サービスのドロップダウン リストから、ポート番号、ポート範囲、ま
たは HTTP や FTP などのウェルノウン サービス名を指定します。 Browse ボタンをクリッ
クすると Service ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、事前
に設定されたドロップダウン リストから TCP または UDP サービスを選択できます。

－ Source Port Service Group：Service Group ドロップダウン リストからサービス グループを指
定するには、このオプションを選択します。 
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• Protocol and Service: ICMP：ICMP タイプのフィールドで、ルールの ICMP タイプを指定します。
Browse ボタンをクリックすると Service ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ
ボックスでは、事前に設定されたドロップダウン リストから ICMP タイプを選択できます。 

• Protocol and Service: IP：IP プロトコルのフィールドで、ルールの IP プロトコルを指定します。
Browse ボタンをクリックすると Protocols ダイアログボックスが表示されます。このダイアロ
グボックスでは、事前に設定されたドロップダウン リストから IP プロトコルを選択できます。 

• Manage Service Groups：サービス グループを管理します。サービス グループを使用して、アク
セスリストと照合させる複数の連続していないポート番号を特定できます。たとえば、HTTP、
FTP、およびポート番号 5、8、9 をフィルタリングする場合は、これらのすべてのポートを含
むサービス グループを定義します。サービス グループを使用しない場合は、ポートごとに個
別のルールを作成する必要があります。

TCP、UDP、および TCP-UDP のサービス グループを作成できます。 TCP-UDP プロトコルのサー
ビス グループには、TCP または UDP プロトコルのどちらかを使用する可能性があるサービス、
ポート、および範囲が含まれています。 詳細については、「Manage Service Groups」を参照して
ください。

• Description：（オプション）アクセス ルールの説明を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Service Policy Rule > Traffic Classification タブ
Configuration > Security Policy > Edit Service Policy Rule> Traffic Classificationタブ

Traffic Classification タブでは、セキュリティ ポリシー ルールを適用するトラフィックの照合に使用
する基準を指定できます。 

フィールド

• Description：トラフィック分類の説明を指定します。

• Default Inspection Traffic：デフォルトの検査トラフィック ポリシーで指定されている基準を使
用します。 

• Source and destination IP address (uses ACL)：アクセス コントロール リストを使用し、送信元と
宛先 IP アドレスに基づいてトラフィックを照合します。 このフィールドは、インターフェイス
サービス ポリシーを使用して特定のインターフェイスにルールを適用する場合にのみ選択で
きます。

• Tunnel Group：トンネル グループに基づいてトラフィックを照合します。 

• TCP or UDP destination port：TCP または UDP 宛先ポートに基づいてトラフィックを照合します。

• RTP Range：RTP ポートの範囲に基づいてトラフィックを照合します。

• IP DiffServ CodePoints (DSCP)：QoS の Differentiated Services モデルに基づいてトラフィックを
照合します。

• IP Precedence：QoS の IP precedence モデルに基づいてトラフィックを照合します。 

• Any traffic：トラフィック タイプに関係なくすべてのトラフィックを照合します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Tunnel Group

Add Service Policy Rule Wizard >Traffic Match > Tunnel Group

Tunnel Group ダイアログボックスにより、トンネル グループに基づいて、サービス ポリシー ルー
ルを適用するトラフィックを特定できます。

フィールド

• Tunnel Group：トラフィックの照合を行うトンネル グループを選択します。

• New：Add Tunnel Group ウィンドウを表示します。このウィンドウでは、新しいトンネル グ
ループを設定できます。

• Match flow destination IP address：トンネル グループとともに、フロー宛先の IP アドレスを照合
する場合の要件を追加します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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SUNRPC Server
Configuration > Properties > SUNRPC Server

SUNRPC Server ウィンドウには、セキュリティ アプライアンスを通過できる SunRPC サービスとそ
れらのタイムアウトが、サーバ単位で表示されます。 

フィールド

• Interface：SunRPC サーバが常駐するインターフェイスを表示します。 

• IP address：SunRPC サーバの IP アドレスを表示します。 

• Mask：SunRPC サーバの IP アドレスのサブネット マスクを表示します。 

• Service ID：セキュリティ アプライアンスを通過することを許可する、SunRPC プログラム番
号、またはサービス ID を表示します。

• Protocol：SunRPC 転送プロトコル（TCP または UDP）を表示します。

• Port：SunRPC プロトコルのポート範囲を表示します。

• Timeout：SunRPC サービス トラフィックへのアクセスが閉じられるまでのアイドル時間を表示
します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit SUNRPC Service
Configuration > Properties > SUNRPC Server > Add/Edit SUNRPC Service

Add/Edit SUNRPC Service ダイアログボックスでは、セキュリティ アプライアンスを通過すること
を許可する SunRPC サービス、およびそれらの固有タイムアウトをサービス単位で指定できます。 

フィールド

• Interface Name：SunRPC サーバが常駐するインターフェイスを指定します。 

• Protocol：SunRPC 転送プロトコル（TCP または UDP）を指定します。

• IP address：SunRPC サーバの IP アドレスを指定します。 

• Port：SunRPC プロトコルのポート範囲を指定します。

• Mask：SunRPC サーバの IP アドレスのサブネット マスクを指定します。 

• Timeout：SunRPC サービス トラフィックへのアクセスが閉じられるまでのアイドル時間を指定
します。 形式は、HH:MM:SS です。

• Service ID：セキュリティ アプライアンスを通過することを許可する、SunRPC プログラム番
号、またはサービス ID を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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22

NAT

セキュリティ アプライアンスは、発信ホスト セッションごとに一意のグローバル アドレスを提供
する Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）機能と、最大で 64,000 件まで
の同時に行われる発信または着信ホスト セッションに一意のグローバル アドレスを 1 つ提供する
Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）機能の両方をサポートしています。 NAT で使
用されるグローバル アドレスは、特にアドレス変換で使用されるアドレス プールから選択されま
す。 PAT で使用される一意のグローバル アドレスには、1 つのグローバル アドレスまたは所定のイ
ンターフェイスの IP アドレスのいずれかを指定できます。

セキュリティ アプライアンスは、着信接続と発信接続の両方で NAT または PAT を実行できます。
着信アドレスを変換する機能は、外部の、つまり安全性の低いインターフェイスのアドレスが使用

可能な内部の IP アドレスに変換されるため、外部 NAT と呼ばれます。 外部 NAT 機能では、外部ホ
ストまたはネットワークを内部ホストまたはネットワークに変換するオプションを選択すること

ができ、双方向 NAT と呼ばれることもあります。NAT によって発信トラフィックを変換する場合
と同様に、ダイナミック NAT、スタティック NAT、ダイナミック PAT、およびスタティック PAT
を選択できます。 必要に応じて、外部 NAT を内部 NAT と一緒に使用し、パケットの送信元 IP アド
レスと宛先 IP アドレスの両方を変換することも可能です。
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NAT
Configuration > Security Policy > NAT

NAT ペインでは、ネットワークに適用されるすべてのアドレス変換ルールまたは NAT 免除ルール
を表示できます。 

NAT ペインでは、変換免除ルールを作成することもでき、変換または暗号化の対象から免除するト
ラフィックを指定できます。 免除ルールはテーブル内でインターフェイスごとにグループ化され、
次いで方向ごとにグループ化されます。 変換される IP アドレスのグループがある場合は、免除ルー
ルを使用して、変換されることのないように特定のアドレスを免除することができます。 事前に設
定したアクセスリストを使用して免除ルールを定義できます。ASDM は、コマンドライン インター
フェイスに nat 0 コマンドを書き込みます。 免除の表示は、カラム ヘッダーをクリックして再ソー
トできます。 

また、ポリシー NAT を使用してアクセスリストの送信元アドレスと宛先アドレス（またはポート）
を指定することにより、アドレス変換するローカル トラフィックを特定することもできます。ポリ
シー NAT を使用することにより、それぞれの文で送信元 /ポートと宛先 /ポートの組み合せが一意
である限り、同じローカル アドレスを特定する複数の NAT 文またはスタティック文を作成できま
す。 その後、異なるグローバル アドレスを各送信元 /ポートと宛先 /ポートのペアに対して照合で
きます。

前提条件

• ネットワークのアクセス ルールと変換ルールを指定する前に、まずルールを適用する各ホスト
またはサーバを定義する必要があります。 

注意 ネットワーク グループとサービス グループの命名に関するオブジェクト グループについては、特
記事項を確認してください。

制限事項

• ネットワークまたはホストを定義するまでは、使用不可の変換コマンドを使用することはでき

ません。 使用不可のコマンドは、メニューでグレー表示されます。

• 変換ルールの適用順序は、ルールの動作に影響する可能性があることに注意してください。

ASDM は、まずスタティック変換をリストしてからダイナミック変換をリストします。 NAT を
処理する場合、セキュリティ アプライアンスは設定されている順序でまずスタティック変換を
実行します。 Insert または Insert After を使用して、スタティック変換が処理される順序を決定す
ることができます。 動的に変換されるルールは最も適合するルールから処理されるため、ダイ
ナミック変換の前後にルールを挿入するオプションはディセーブルになっています。 

• セキュア ネットワークにルーティング可能な IP アドレスが存在する場合でも、NAT を実行す
る必要があります。 ルーティング可能な IP アドレスで NAT を実行する場合は、ルーティング
可能な IP アドレスを外部にあるそのアドレス自体に変換します。 

• 中間（DMZ）インターフェイス宛てのよりセキュアな（内部）インターフェイスが送信元に
なっているパケットは、安全性の低い（外部）インターフェイスの発信パケットである場合、

同じ変換済みアドレスを持つことはできません。 さらに、発信インターフェイスのいずれかで
1 つのダイナミック ルールが削除されると、同じインターフェイスで発信される変換のすべて
の発信ダイナミック ルールが削除されます。 

• トラフィックがインターネットまたは安全性の低いインターフェイスに暗号化なしで送信さ

れるように、そのトラフィックの免除ルールを作成することが可能です。 この方法は、別のリ
モート VPN ネットワークへの一部のトラフィックを暗号化し、それ以外の場所宛てのトラ
フィックは暗号化しないようにするシナリオで役立ちます。 
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フィールド

• Add：新しい NAT ルールを追加します。 ドロップダウン リストから、追加するルールのタイプ
を選択します。

• Edit：NAT ルールを編集します。

• Delete：NAT ルールを削除します

• Move Up：ルールを上に移動します。 ルールは、このテーブルに表示される順序で評価される
ため、重複するルールがあると順序によって評価が異なります。

• Move Down：ルールを下に移動します。

• Cut：ルールを切り取ります。

• Copy：ルールのパラメータをコピーし、Paste ボタンを使用して、同じパラメータを持つ新し
いルールを開始できます。

• Paste：コピーまたは切り取られたルールのパラメータがあらかじめ入力された状態で、Add/Edit
Rule ダイアログボックスを開きます。 ダイアログボックスで何らかの修正を行い、ルールを
テーブルに追加することができます。 Paste ボタンをクリックすると、選択したルールの上に
ルールが追加されます。 Paste ドロップダウン リストから Paste After 項目を選択すると、選択し
たルールの後にルールが追加されます。

• Find：表示をフィルタリングして、一致するルールのみを表示します。 Find をクリックすると、
Filter フィールドが開きます。 Filter フィールドを非表示にするには、もう一度 Find をクリック
します。

－ Filter ドロップダウン リスト：Interface、Source、Destination、Service、Action、または Rule
Query の中からフィルタの基準を選択します。 ルール クエリーは複数の基準の集合であり、
保存して繰り返し使用することができます。

－ Filter フィールド：Interface タイプの場合は、このフィールドがドロップダウン リストにな
ります。リストでは、インターフェイス名を選択できます。 Action タイプの場合は、ドロッ
プダウン リストに Exempt、Static、および Dynamic が表示されます。 Rule Query タイプの
場合は、ドロップダウン リストにすべての定義済みルール クエリーが表示されます。
Source タイプと Destination タイプの場合には、IP アドレスを指定できます。 アドレスを手
動で入力するか、または ... ボタンをクリックして Browse Address ダイアログボックスを開
いてアドレスを参照します。 Service タイプとしては、TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、また
は IP プロトコル タイプを指定できます。 プロトコル タイプを手動で入力するか、または
... ボタンをクリックして Browse Service Groups ダイアログボックスを開き、プロトコル タ
イプを参照します。

－ Filter：フィルタリングを実行します。

－ Clear：Filter フィールドをクリアします。

－ Rule Query：Rule Queries ダイアログボックスを開き、名前付きルール クエリーを管理でき
ます。

• Show Rule Flow Diagram：ルール テーブルの下に Rule Flow Diagram 領域を表示します。 この図
には、ネットワーク、トラフィックのタイプ、インターフェイス名、フロー方向、およびアク

ションが表示されます。

• Packet Trace：選択したルールの特性を示すパラメータがあらかじめ入力された状態で Packet
Tracer ツールが開きます。

次に、NAT Rules テーブルのカラムの概要を説明します。 これらのカラムの内容は、テーブル セル
をダブルクリックすると編集できます。 カラム ヘッダーをダブルクリックすると、選択したカラム
をソート キーとして、テーブルの内容がアルファベットの昇順で並べ替えられます。 ルールを右ク
リックすると、上のボタンで示されるオプションすべてとともに、Insert 項目と Insert After 項目が
表示されます。 これらの項目により、選択したルールの前（Insert）または後（Insert After）に新し
いルールを挿入します。

• No：ルールの評価順序を示します。
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• Type：dynamic または static のうち、所定の行に適用される変換ルール タイプを表示します。 

－ Dynamic：内部 IP アドレスは、グローバル アドレスのプールにある IP アドレスを使用し
て、あるいは PAT の場合であれば 1 つのアドレスを使用して、動的に変換されます。 これ
らのルールは、セキュリティ レベルの高いインターフェイス上にあるホストのアドレス
を、セキュリティ レベルの低いインターフェイスに送信されるトラフィック用のアドレス
プールから選択されるアドレスに変換します。 多くの場合、ダイナミック変換は、ローカ
ルの RFC 1918 IP アドレスを、インターネットへルーティング可能なアドレスにマッピン
グするために使用されます。 ダイナミック変換はダイナミック アイコンで表示されます。 

－ Static：内部 IP アドレスは、グローバル IP アドレスに永続的にマッピングされます。 これ
らのルールは、セキュリティ レベルの低いインターフェイス上のホスト アドレスを、セ
キュリティ レベルの高いインターフェイス上のグローバル アドレスにマッピングします。
たとえば、境界ネットワークの Web サーバのローカル アドレスを、外部インターフェイ
ス上のホストが Web サーバにアクセスするために使用するグローバル アドレスにマッピ
ングする場合には、スタティック ルールを使用します。 スタティック変換はスタティック
アイコンで表示されます。 

• Real：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていたインター
フェイスを表示します。 

－ Source Network：ポリシー NAT の場合には、変換対象のトラフィックが常駐する送信元
ネットワーク。通常の NAT の場合には、any と表示されます。 

－ Destination Network：ポリシー NAT の場合は、変換対象のトラフィックが常駐する宛先ネッ
トワーク。通常の NAT の場合には、any と表示されます。 

• Translated：ネットワーク変換が適用された後の変換済みアドレス、および関連付けられたイン
ターフェイスを表示します。 

－ Interface：変換済みアドレスが存在するインターフェイス。 

－ Address：変換済みのアドレス。 

• Options：次の項目を含みます。

－ DNS Rewrite：外部クライアントが内部 DNS サーバを使用して内部ホストの名前を解決し
たり、またはその逆を行ったりすることができるように、セキュリティ アプライアンスで
DNS レコードをリライトできます。 たとえば、内部 Web サーバ www.example.com の IP ア
ドレスが 192.168.1.1 のときに、外部インターフェイスの 10.1.1.1 に変換されるとします。
この場合、外部クライアントは DNS 要求を内部 DNS サーバに送り、内部 DNS サーバは
www.example.com を 192.168.1.1 に名前解決します。 DNS Rewrite がイネーブルになってい
るセキュリティ アプライアンスに応答が返されると、セキュリティ アプライアンスはペイ
ロードの IP アドレスを 10.1.1.1 に変換するため、外部クライアントは正しい IP アドレスを
取得することになります。 

－ Maximum TCP Connections：スタティックに変換された IP アドレスへの接続を許可される
TCP 接続の最大数。 有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制
限になります。 

－ Embryonic Limit：セキュリティ アプライアンスが接続の拒否を開始するまでの初期接続の
許容数。 この制限を設定して、初期接続のフラッディングによる攻撃を防止します。 初期接
続は、3 ウェイ TCP ハンドシェイク状態などのように、開始されてはいても確立されてい
ない接続です。 有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限に
なります。 正の数を設定すると、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。

－ Maximum UDP Connections：スタティックに変換された IP アドレスへの接続を許可される
UDP 接続の最大数。 有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制
限になります。 

－ Randomize Sequence Number：このチェックボックスをオンにすると、セキュリティ アプラ
イアンスは TCP パケットのシーケンス番号をランダム化します。 この機能は、別のインラ
イン セキュリティ アプライアンスもシーケンス番号をランダム化していて、結果として
データ順序が変わる場合にのみディセーブルにしてください。 このオプションを使用する
と、セキュリティ アプライアンスのセキュリティ ホールが開いた状態になります。デフォ
ルトで選択されています。

• Description（Policy NAT の場合のみ）：ルールの説明がある場合は、このカラムに表示されます。



第 22章      NAT
NAT

22-5
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Enable traffic through the firewall without address translation：トラフィックがアドレス変換なしで
セキュリティ アプライアンスを通過できるようにします。

• Addresses：IP アドレス オブジェクト、IP 名、またはネットワーク オブジェクト グループを追
加、編集、削除、または検索するためのタブ。

• Services：サービスを追加、編集、削除、または検索するためのタブ。

• Global Pools：ダイナミック NAT コンフィギュレーションで使用されるグローバル アドレスの
NAT プールを管理するためのタブ。 Global Pools のアドレスは、そのアドレスが設定されてい
る外部または安全性の低いインターフェイスにセキュリティ アプライアンスが提示する IP ア
ドレスです。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Static NAT Rule
Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Static NAT Rule

Add/Edit Static NAT Rule ダイアログボックスでは、使用するセキュリティ アプライアンスの変換
ルールを追加、編集、および貼り付けできます。変換ルールは、NAT Rules テーブルに表示されま
す。 スタティック NAT ルールにより、そのアドレス変換が、プライベート（無効）IP アドレスか
らグローバル（有効）IP アドレスに対して行われる、1 対 1 の IP アドレス スタティック変換であ
ることを指定します。 Static または Dynamic を選択できますが、両方は選択できません。

（注） ネットワーク グループとサービス グループの命名に関するオブジェクト グループについては、特
記事項を確認してください。

フィールド

• Real Address：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていた
インターフェイス。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイスを選択します。 

－ IP address：ルールを適用するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 

－ Mask：アドレスのネットワーク マスク（ネットマスク）を選択します。 

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。 

• Static Translation：スタティック インターフェイスと IP アドレスを指定できます。 

－ Interface：スタティック変換用のセキュリティ アプライアンスのネットワーク インター
フェイスを選択します。 

－ IP address：スタティック変換用の IP アドレスを選択します。 

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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• Enable Port Address Translation (PAT)：このオプションを選択して、PAT 用のプロトコル、元の
ポート、および変換後のポートを指定します。 

－ Protocol：TCP または UDP。

－ Original Port：ポートのリストから選択します。

－ Translated Port：ポートのリストから選択します。

• NAT Options：DNS Rewrite、Maximum Connections、Embryonic Limit、および Randomize Sequence
Number を設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Dynamic NAT Rule
Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Dynamic NAT Rule

Add/Edit Dynamic NAT Rule ダイアログボックスでは、使用するセキュリティ アプライアンスの変
換ルールを追加、編集、および貼り付けできます。変換ルールは、NAT Rules テーブルに表示され
ます。 ダイナミック NAT ルールでは、IP アドレスの事前定義済みプールを指定するか、あるいは、
PAT をグローバル IP アドレスで、またはよりセキュアなインターフェイス上にある複数のホスト
の安全性の低いインターフェイスで実行するかを指定します。 たとえば、内部ネットワークに複数
のホストが存在する場合は、ダイナミック NAT を使用することによってプールまたは PAT アドレ
スを介した発信アクセスを許可し、発信接続を要求しているホストごとにグローバル IP アドレス
をダイナミックに割り当てることができます。 Static または Dynamic を選択できますが、両方は選
択できません。

（注） ネットワーク グループとサービス グループの命名に関係するオブジェクト グループについては、
特記事項を確認してください。

フィールド

• Real Address：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていた
インターフェイス。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイスを選択します。 

－ IP Address：ルールを適用するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。

－ Mask：アドレスのネットワーク マスク（ネットマスク）を選択します。

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。

• Dynamic Translation：ダイナミック インターフェイスとグローバル アドレス プールを指定でき
ます。

－ Interface：ダイナミック変換用のセキュリティ アプライアンスのネットワーク インター
フェイスを選択します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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－ Add：グローバル プールを追加します。

－ Edit：グローバル プールを編集します。

－ Delete：グローバル プールを削除します。

• NAT Options：DNS Rewrite、Maximum Connections、Embryonic Limit、および Randomize Sequence
Number を設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

NAT Options

Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit NAT Rule> NAT Options

NAT Options ダイアログボックスでは、NAT およびポリシー NAT の DNS Rewrite、Maximum 
Connections、Embryonic Limit、および Randomize Sequence Number を設定できます。

フィールド

• DNS Rewrite：外部クライアントが内部 DNS サーバを使用して内部ホストの名前を解決したり、
またはその逆を行ったりすることができるように、セキュリティ アプライアンスで DNS レ
コードをリライトできます。 たとえば、内部 Web サーバ www.example.com の IP アドレスが
192.168.1.1 のときに、外部インターフェイスの 10.1.1.1 に変換されるとします。 この場合、外
部クライアントは DNS 要求を内部 DNS サーバに送り、内部 DNS サーバは www.example.com
を 192.168.1.1 に名前解決します。 DNS Rewrite がイネーブルになっているセキュリティ アプラ
イアンスに応答が返されると、セキュリティ アプライアンスはペイロードの IP アドレスを
10.1.1.1 に変換するため、外部クライアントは正しい IP アドレスを取得することになります。 

• Maximum TCP Connections：スタティックに変換された IP アドレスへの接続を許可される TCP
接続の最大数。 有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になり
ます。 

• Maximum UDP Connections：スタティックに変換された IP アドレスへの接続を許可される UDP
接続の最大数。 有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になり
ます。 

• Embryonic Limit：セキュリティ アプライアンスが接続の拒否を開始するまでの初期接続の許容
数。 この制限を設定して、初期接続のフラッディングによる攻撃を防止します。 初期接続は、3
ウェイ TCP ハンドシェイク状態などのように、開始されてはいても確立されていない接続で
す。 有効な値は 0 ～ 65,535 です。この値を 0 に設定すると、接続数は無制限になります。 正の
数を設定すると、TCP 代行受信機能がイネーブルになります。 

• Randomize Sequence Number：このチェックボックスをオンにすると、セキュリティ アプライア
ンスは TCP パケットのシーケンス番号をランダム化します。 この機能は、別のインライン セ
キュリティ アプライアンスもシーケンス番号をランダム化していて、結果としてデータ順序が
変わる場合にのみディセーブルにしてください。 このオプションを使用すると、セキュリティ
アプライアンスのセキュリティ ホールが開いた状態になります。 デフォルトで選択されていま
す。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Global Pools

Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Address Translation Rule > Global Pools

Global Pools ダイアログボックスでは、ダイナミック NAT ルールで使用されるグローバル アドレス
プールを表示、新規プールを定義、または既存プールを削除できます。 ダイナミック NAT ルールと
その使用の詳細については、ダイナミック NAT の説明を参照してください。

フィールド

• Interface：ダイナミック アドレス変換で使用するアドレス プールに関連付けられたインター
フェイス名を特定します。 

• Pool ID：アドレス プールの ID 番号を特定します。 

• IP Address(es)：プールに含めるアドレスのタイプと値を特定します。 次のタイプのいずれか 1
つを指定できます。

－ アドレス範囲

－ PAT アドレス

－ インターフェイスに関連付けられた PAT アドレス

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Global Address Pool

Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Address Translation Rule > Global Pools > 
Add/Edit Global Address Pool

Add/Edit Global Address Pool ダイアログボックスでは、新しいグローバル アドレス プールの設定を
定義したり、既存プールの設定を編集したりできます。

フィールド

• Interface：インターフェイス名を指定して新しいアドレス プールに関連付けます。 Interface ド
ロップダウン リストで名前を選択します。 

• Pool ID：このアドレス プールを参照するためにダイナミック NAT ルールが使用する ID 番号
を指定します。 Pool ID フィールドに番号を入力します。 

• Range：このオプションを選択して、IP アドレスの範囲を新しいアドレス プールで使用するこ
とを指定します。 このオプションを選択する場合は、次の値を指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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－ 範囲として使用する開始アドレスと終了アドレスを IP Address フィールドに入力します。
これらのアドレスは、元のアドレスの変換後のアドレスです。 セキュリティ アプライアン
スがホストまたはネットワークをインターネットのユーザに公開している場合、これらの

IP アドレスは American Registry for Internet Numbers に登録された有効な IP アドレスである
必要があります。 

－ Network Mask (optional) フィールドにマスクを入力します。 この値により、変換後の IP ア
ドレスがメンバーになっているネットワークのマスクを特定します。 

• Port Address Translation (PAT)：このオプションを選択して、IP アドレスを PAT で使用すること
を指定します。 このオプションを選択する場合は、次の値を指定します。 

－ PAT で使用される IP アドレスを IP Address フィールドに入力します。
この値は、変換済みホストまたはネットワークの元のアドレスの変換先となる、固有の変

換済み IP アドレスです。 セキュリティ アプライアンスがホストまたはネットワークをイ
ンターネットのユーザに公開している場合、この IP アドレスは ARIN に登録された有効な
IP アドレスである必要があります。 

• Port Address Translation (PAT) using the IP address of the interface：このオプションを選択して、
Interface ドロップダウン リストで選択したインターフェイスに割り当てられている IP アドレ
スを、PAT の変換後アドレスとして使用することを指定します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Static Policy NAT Rule
Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Static Policy NAT Rule

Add/Edit Static Policy NAT Rule ダイアログボックスでは、トラフィックの変換でポリシー NAT が使
用するプロトコルとサービスを設定できます。

フィールド

• Real Address：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていた
インターフェイス。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイスを選択します。

－ Source：タイプ、IP アドレス、およびネットマスクを選択します。

－ Destination：タイプ、IP アドレス、およびネットマスクを選択します。

• Protocol and Service：ポリシー NAT で使用するプロトコルとサービスを定義できます。

－ TCP：ポリシー NAT による変換で使用する TCP プロトコル タイプを定義する場合に選択
します。 

－ UDP：ポリシー NAT による変換で使用する UDP プロトコル タイプを定義する場合に選択
します。 

－ ICMP：ポリシー NAT による変換で使用する ICMP プロトコル タイプを定義する場合に選
択します。 

－ IP：ポリシー NAT による変換で使用する IP プロトコル タイプを定義する場合に選択しま
す。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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－ IP Protocol：選択するプロトコルに応じて、TCP、UDP、ICMP、または IP プロトコル タイ
プを表示します。 ポートまたはプロトコル番号を入力するか、参照（...）ボタンを使用して
ドロップダウン リストからプロトコルを選択できます。 

• Static Translation：スタティック インターフェイスと IP アドレスを指定できます。 

－ Interface：スタティック変換用のセキュリティ アプライアンスのネットワーク インター
フェイスを選択します。 

－ IP address：スタティック変換用の IP アドレスを選択します。 

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。

• Enable Port Address Translation (PAT)：このオプションを選択して、PAT 用のプロトコル、元の
ポート、および変換後のポートを指定します。 

－ Protocol：TCP または UDP。

－ Original Port：ポートのリストから選択します。

－ Translated Port：ポートのリストから選択します。

• NAT Options：DNS Rewrite、Maximum Connections、Embryonic Limit、および Randomize Sequence
Number を設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Dynamic Policy NAT Rule
Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Dynamic Policy NAT Rule

Add/Edit Dynamic Policy NAT Rule ダイアログボックスでは、トラフィックの変換でポリシー NAT
が使用するプロトコルとサービスを設定できます。

フィールド

• Real Address：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていた
インターフェイス。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイスを選択します。

－ Source：タイプ、IP アドレス、およびネットマスクを選択します。

－ Destination：タイプ、IP アドレス、およびネットマスクを選択します。

• Protocol and Service：ポリシー NAT で使用するプロトコルとサービスを定義できます。 

－ TCP：ポリシー NAT による変換で使用する TCP プロトコル タイプを定義する場合に選択
します。 

－ UDP：ポリシー NAT による変換で使用する UDP プロトコル タイプを定義する場合に選択
します。 

－ ICMP：ポリシー NAT による変換で使用する ICMP プロトコル タイプを定義する場合に選
択します。 

－ IP：ポリシー NAT による変換で使用する IP プロトコル タイプを定義する場合に選択しま
す。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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－ IP Protocol：選択するプロトコルに応じて、TCP、UDP、ICMP、または IP プロトコル タイ
プを表示します。 ポートまたはプロトコル番号を入力するか、参照（...）ボタンを使用して
ドロップダウン リストからプロトコルを選択できます。 

• Dynamic Translation：ダイナミック インターフェイスとグローバル アドレス プールを指定でき
ます。 

• Real Address：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていた
インターフェイス。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイスを選択します。 

－ IP Address：ルールを適用するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 

－ Mask：アドレスのネットワーク マスク（ネットマスク）を選択します。 

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。 

• Dynamic Translation：ダイナミック インターフェイスとグローバル アドレス プールを指定でき
ます。 

－ Interface：ダイナミック変換用のセキュリティ アプライアンスのネットワーク インター
フェイスを選択します。 

－ Add：グローバル プールを追加します。

－ Edit：グローバル プールを編集します。

－ Delete：グローバル プールを削除します。

• NAT Options：DNS Rewrite、Maximum Connections、Embryonic Limit、および Randomize Sequence
Number を設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit NAT Exempt Rule
Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit NAT Exempt Rule

Add/Edit NAT Exempt Rule ダイアログボックスでは、セキュリティ アプライアンスでの NAT 免除
ルールを追加および編集できます。 Translation Rules メニューで選択したコマンドに応じて、このダ
イアログボックスのタイトルには、Add Address Exemption Rule または Edit Address Exemption Rule
と表示されます。

フィールド

• Action：アクションのドロップダウン リストでは、定義された基準にホスト / ネットワークが
一致する場合に免除ルールが実行するアクション（免除する、免除しない）を選択できます。

Select an action リストには、次のオプションが表示されます。 

－ Exempt：定義されたトラフィックが NAT から免除されることを指定します。 

－ Do Not Exempt：定義されたトラフィックが NAT から免除されないことを指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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• IP Address：免除ルールのアクションが適用されるかどうかを決定する、送信元ホストまたは
ネットワークの IP アドレスのテスト基準を選択します。 このオプションを選択すると、次の
フィールドが表示されます。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイス名を選択します。 

－ IP address：ルールを適用するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。

－ Mask：アドレスのネットワーク マスク（ネットマスク）を選択します。 

• Name：免除ルールのアクションが適用されるかどうかを決定する、送信元ホストまたはネット
ワークの名前のテスト基準を選択します。 このオプションを選択すると、次のフィールドが表
示されます。 

－ Name：ルールを適用するホストまたはネットワークについて、事前に定義された名前を選
択できます。 また、セキュリティ アプライアンスは、内部または外部などのインターフェ
イス名を使用することにより、インターフェイスごとのホスト名を自動的に生成します。 

• Group：免除ルールのアクションが適用されるかどうかを決定する、送信元ホストまたはネッ
トワークのグループのテスト基準を選択します。 このオプションを選択すると、次のフィール
ドが表示されます。 

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイス名を選択します。 

－ Group：ルールを適用するホストまたはネットワークのグループを選択します。 

• When Connecting To：When Connecting To 領域では、アクションを実行するために満たす必要の
ある基準を定義できます。 基準は、IP アドレス、名前、グループを選択することによって、ま
たは事前に定義されたホスト /ネットワークのドロップダウン リストを参照することによって
定義できます。

• IP address：免除ルールを適用する宛先ホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイス名を選択します。 

－ IP address：ルールを適用するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。

－ Mask：アドレスのネットワーク マスク（ネットマスク）を選択します。 

• Name：免除ルールのアクションが適用されるかどうかを決定する、送信元ホストまたはネット
ワークの名前のテスト基準を選択します。 このオプションを選択すると、次のフィールドが表
示されます。 

－ Name：ルールを適用するホストまたはネットワークについて、事前に定義された名前を選
択できます。 また、セキュリティ アプライアンスは、内部または外部などのインターフェ
イス名を使用することにより、インターフェイスごとのホスト名を自動的に生成します。 

• Group：免除ルールのアクションが適用されるかどうかを決定する、送信元ホストまたはネッ
トワークのグループのテスト基準を選択します。 このオプションを選択すると、次のフィール
ドが表示されます。 

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイス名を選択します。 

－ Group：ルールを適用するホストまたはネットワークのグループを選択します。 
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Identity NAT Rule
Configuration > Security Policy > NAT > Add/Edit Identity NAT Rule

Add/Edit Identity NAT Rule ダイアログボックスでは、アイデンティティ NAT の設定値を設定できま
す。

フィールド

• Real Address：ネットワーク変換が適用される前の元のアドレスと、それに関連付けられていた
インターフェイス。

－ Interface：元のホストまたはネットワークが常駐するセキュリティ アプライアンスのネッ
トワーク インターフェイスを選択します。 

－ IP address：ルールを適用するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 

－ Mask：アドレスのネットワーク マスク（ネットマスク）を選択します。 

－ Browse：事前定義済みホストまたはネットワークの Hosts/Networks ツリーから、正しい IP
アドレスとマスクを選択できます。 

• Enable outside NAT：外部 NAT をイネーブルにするにはこのオプションを選択します。

• NAT Options：DNS Rewrite、Maximum Connections、Embryonic Limit、および Randomize Sequence
Number を設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル コンテキスト システム

• — • • —
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23

ARP 検査およびブリッジング 
パラメータの設定

この章では、ARP 検査をイネーブルにする方法と、透過ファイアウォール モードでのセキュリティ
アプライアンスのブリッジング オペレーションをカスタマイズする方法について説明します。マル
チコンテキスト モードでは、この章のコマンドはシステムではなくセキュリティ コンテキストで
入力します。

透過ファイアウォール モードの詳細については、第 16 章「ファイアウォール モードの概要」を参
照してください。

この章には、次の項があります。

• ARP 検査の設定（P.23-2）

• MAC アドレス テーブルのカスタマイズ（P.23-6）
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ARP 検査の設定
この項では、ARP 検査について説明し、これをイネーブルにする方法について説明します。次の事
項を取り上げます。

• ARP Inspection（P.23-2）

• Edit ARP Inspection Entry（P.23-3）

• ARP Static Table（P.23-4）

• Add/Edit ARP Static Configuration（P.23-5）

ARP Inspection
Configuration > Properties > ARP > ARP Inspection

ARP Inspection ペインでは、ARP 検査を設定できます。

デフォルトでは、すべての ARP パケットがセキュリティ アプライアンスを通過できます。ARP パ
ケットのフローを制御するには、ARP 検査をイネーブルにします。

ARP 検査をイネーブルにすると、セキュリティ アプライアンスはすべての ARPパケットの MAC
アドレス、IP アドレス、および発信元インターフェイスを ARP テーブルのスタティック エントリ
と比較し、次のアクションを実行します。

• IP アドレス、MAC アドレス、および発信元インターフェイスが ARP エントリと一致した場合、
パケットは通過します。

• MAC アドレス、IP アドレス、またはインターフェイス間でミスマッチがある場合、セキュリ
ティ アプライアンスはパケットをドロップします。

• ARP パケットがスタティック ARP テーブルのどのエントリとも一致しない場合は、パケット
をすべてのインターフェイスに転送するか（フラッド）、パケットをドロップするようにセキュ

リティ アプライアンスを設定できます。

（注） 専用の管理インターフェイスがある場合、このインターフェイスは、このパラメータが

フラッドに設定されていてもパケットをフラッドしません。

ARP 検査は、悪意のあるユーザが他のホストまたはルータになりすますこと（ARP スプーフィン
グ）を防ぎます。ARP スプーフィングは、「man-in-the-middle」攻撃（介入者攻撃）を可能にするこ
とがあります。たとえば、ホストは ARP要求をゲートウェイ ルータに送信し、ゲートウェイ ルー
タはゲートウェイ ルータ MAC アドレスで応答します。ただし、攻撃者は、ルータの MAC アドレ
スの代わりに攻撃者の MAC アドレスで別の ARP 応答をホストに送信します。これによって、攻撃
者は、すべてのホスト トラフィックを傍受してからルータに転送できます。

ARP 検査を行うと、正しい MAC アドレスとそれに関連付けられている IP アドレスがスタティック
ARPテーブルにある限り、攻撃者は、攻撃者の MACアドレスで ARP 応答を送信することができ
なくなります。

フィールド

• Interface：インターフェイス名を示します。

• ARP Inspection Enabled：ARP 検査がイネーブルになっているかどうかを Yes または No で示し
ます。

• Flood Enabled：ARP 検査がイネーブルになっている場合には、アクションで未知のパケットを
フラッドするようになっているかどうかを Yes または No で示します。ARP 検査がディセーブ
ルになっている場合は、この値は常に No です。
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• Edit：選択したインターフェイスの ARP 検査パラメータを編集します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit ARP Inspection Entry
Configuration > Properties > ARP > ARP Inspection > Edit ARP Inspection Entry

Edit ARP Inspection Entry ダイアログボックスでは、ARP 検査の設定値を設定できます。

フィールド

• Enable ARP Inspection：ARP 検査をイネーブルにします。

• Flood ARP Packets：スタティック ARP エントリのどの要素にも一致しないパケットが、送信元
のインターフェイスを除くすべてのインターフェイスからフラッドするように指定します。

MAC アドレス、IP アドレス、またはインターフェイス間でミスマッチがある場合、セキュリ
ティ アプライアンスはパケットをドロップします。 このチェックボックスをオフにすると、一
致しないすべてのパケットがドロップされます。

（注） デフォルト設定では、一致しないパケットはフラッドします。スタティック エントリにあ
る ARP だけがセキュリティ アプライアンスを通過するように制限するには、このコマンド
を no-flood に設定します。
Management 0/0 インターフェイスまたはサブインターフェイスがある場合、これらのイン
ターフェイスは、このパラメータがフラッドに設定されていてもパケットをフラッドしま

せん。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —
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ARP Static Table
Configuration > Properties > ARP > ARP Static Table

ホストは、パケットの宛先を IP アドレスで識別しますが、イーサネット上でパケットが実際にど
こに配信されるかは、イーサネットの MAC アドレスで決まります。ルータやホストが直接接続さ
れているネットワークにパケットを配信する場合は、そのパケットの IPアドレスに関連付けられ
ている MAC アドレスを尋ねる ARP 要求を送信します。次に、ARP 応答に従って、MAC アドレス
にパケットを配信します。ホストやルータは、パケットを配信するたびに ARP 要求を送信しなく
てもよいように、ARPテーブルを保持しています。ARP テーブルは、ARP 応答がネットワークに
送信されるたびにダイナミックに更新され、一定の期間使用されなかったエントリはタイムアウト

になります。エントリが正しくなくなった場合（IP アドレスに関連付けられていた MAC アドレス
が変更された場合など）は、更新される前にタイムアウトになります。

（注） 透過ファイアウォールは、セキュリティ アプライアンスとの間のトラフィック（管理トラフィッ
クなど）に、ARP テーブルのダイナミック ARP エントリを使用します。

ARP Static Table パネルでは、MAC アドレスを所定のインターフェイスの IP アドレスにマッピング
するスタティック ARP エントリを追加できます。 スタティック ARP エントリはタイムアウトしな
いため、ネットワーク問題の解決に役立つ場合があります。

フィールド

• Interface：ホスト ネットワークに接続されたインターフェイスを示します。

• IP Address：ホストの IP アドレスを示します。

• MAC Address：ホストの MAC アドレスを示します。

• Proxy ARP：セキュリティ アプライアンスが、このアドレスでプロキシ ARP を実行するかどう
かを示します。 セキュリティ アプライアンスは、指定された IP アドレスの ARP 要求を受信す
ると、指定された MAC アドレスで応答します。

• Add：スタティック ARP エントリを追加します。

• Edit：スタティック ARP エントリを編集します。

• Delete：スタティック ARP エントリを削除します。

• ARP Timeout：セキュリティ アプライアンスが ARP テーブルを再構築するまでの時間を、60 ～
4294967 秒の範囲で設定します。デフォルトは、14400 秒です。 ARP テーブルが再構築される
と、新しいホスト情報に自動的に更新され、古いホスト情報が削除されます。 ホスト情報は頻
繁に変更されるため、タイムアウトを短くすることができます。 このパラメータは ARP Static
Table パネルに表示されますが、タイムアウトはダイナミック ARP テーブルに適用されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit ARP Static Configuration
Configuration > Properties > ARP > ARP Static Table > Add/Edit ARP Static Configuration

Add/Edit ARP Static Configuration ダイアログボックスでは、スタティック ARP エントリを追加また
は編集できます。

フィールド

• Interface：ホスト ネットワークに接続されるインターフェイスを設定します。

• IP Address：ホストの IP アドレスを設定します。

• MAC Address：ホストの MAC アドレスを設定します（00e0.1e4e.3d8b など）。

• Proxy ARP：セキュリティ アプライアンスがこのアドレスでプロキシ ARP を実行できるように
します。 セキュリティ アプライアンスは、指定された IP アドレスの ARP 要求を受信すると、
指定された MAC アドレスで応答します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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MAC アドレス テーブルのカスタマイズ
この項では、MAC アドレス テーブルについて説明します。次の事項を取り上げます。

• MAC Address Table（P.23-6）

• Add/Edit MAC Address Entry（P.23-7）

• MAC Learning（P.23-8）

MAC Address Table
Configuration > Properties > Bridging > MAC Address Table

MAC Address Table ペインでは、スタティック MAC アドレスのエントリを追加できます。通常、
MAC アドレスは、特定の MAC アドレスからのトラフィックがインターフェイスに入ったときに、
MAC アドレス テーブルに動的に追加されます。必要に応じて、スタティック MAC アドレスを MAC
アドレス テーブルに追加できます。スタティック エントリを追加する利点の 1 つとして、MAC ス
プーフィングの防止があります。スタティック エントリと同じ MACアドレスを持つクライアント
が、スタティック エントリと一致しないインターフェイスにトラフィックを送信しようとした場
合、セキュリティ アプライアンスはトラフィックをドロップし、システム メッセージを生成しま
す。ARP のスタティック エントリを追加すると（P.23-4 の「ARP Static Table」を参照）、スタティッ
ク MAC アドレス エントリが MAC アドレス テーブルに自動的に追加されます。

セキュリティ アプライアンスは、通常のブリッジやスイッチと同様の方法で、MAC アドレス テー
ブルをラーニングし、構築します。デバイスがセキュリティ アプライアンス経由でパケットを送信
すると、セキュリティ アプライアンスはこの MAC アドレスをテーブルに追加します。テーブルで
MAC アドレスと発信元インターフェイスが関連付けられているため、セキュリティ アプライアン
スは、パケットが正しいインターフェイスからデバイスにアドレス指定されていることがわかりま

す。

ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスには、内蔵スイッチがあります。このスイッチの
MAC アドレス テーブルには、各 VLAN 内のトラフィックの MAC アドレスとスイッチ ポートの
マッピングが登録されています。この項では、複数の VLAN を通るトラフィックの MAC アドレス
と VLAN インターフェイスのマッピングを維持する、ブリッジの MAC アドレス テーブルについて
説明します。

セキュリティ アプライアンスはファイアウォールなので、パケットの宛先 MAC アドレスがテーブ
ルにない場合、セキュリティ アプライアンスは通常のブリッジとは異なり、元のパケットをすべて
のインターフェイスにフラッドすることはありません。代わりに、直接接続されたデバイスまたは

リモート デバイスに対して次のパケットを生成します。

• 直接接続されたデバイスへのパケット：セキュリティ アプライアンスは宛先 IP アドレスに対
して ARP 要求を生成し、セキュリティ アプライアンスは ARP 応答を受信したインターフェイ
スをラーニングします。

• リモート デバイスへのパケット：セキュリティ アプライアンスは宛先 IP アドレスへの ping を
生成し、セキュリティ アプライアンスは ping 応答を受信したインターフェイスをラーニング
します。

元のパケットはドロップされます。

フィールド

• Interface：MAC アドレスに関連付けられたインターフェイスを示します。

• MAC Address：MAC アドレスを示します。

• Add：スタティック MAC アドレス エントリを追加します。

• Edit：スタティック MAC アドレス エントリを編集します。
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• Delete：スタティック MAC アドレス エントリを削除します。

• Dynamic Entry Timeout：タイムアウトするまでに、MAC アドレス エントリが MAC アドレス
テーブルに残る時間を 5 ～ 720 分（12 時間）の範囲で設定します。5 分がデフォルトです。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit MAC Address Entry
Configuration > Properties > Bridging > MAC Address Table > Add/Edit MAC Address Entry

Add/Edit MAC Address Entry ダイアログボックスでは、スタティック MAC アドレス エントリを追
加または編集できます。通常、MAC アドレスは、特定の MAC アドレスからのトラフィックがイン
ターフェイスに入ったときに、MAC アドレス テーブルに動的に追加されます。スタティック エン
トリを追加する利点の 1 つとして、MAC スプーフィングの防止があります。スタティック エント
リと同じ MACアドレスを持つクライアントが、スタティック エントリと一致しないインターフェ
イスにトラフィックを送信しようとした場合、セキュリティ アプライアンスはトラフィックをド
ロップし、システム メッセージを生成します。

フィールド

• Interface：MAC アドレスに関連付けられたインターフェイスを設定します。

• MAC Address：MAC アドレスを設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —



第 23章      ARP 検査およびブリッジング パラメータの設定
MAC アドレス テーブルのカスタマイズ

23-8
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

MAC Learning
Configuration > Properties > Bridging > MAC Learning

MAC Learning ペインでは、インターフェイスでの MAC アドレス ラーニングをディセーブルにす
ることができます。デフォルトにより、各インターフェイスは送信されてきたトラフィックの MAC
アドレスを自動的にラーニングし、セキュリティ アプライアンスは、対応するエントリを MAC ア
ドレス テーブルに追加します。必要に応じて MAC アドレス ラーニングをディセーブルにできます
が、この場合、MAC アドレスをテーブルにスタティックに追加しないと、トラフィックがセキュ
リティ アプライアンスを通過できなくなります。

フィールド

• Interface：インターフェイス名を示します。

• MAC Learning Enabled：MAC ラーニングがイネーブルになっているかどうかを Yes または No
で示します。

• Enable：選択したインターフェイスに対する MAC ラーニングをイネーブルにします。

• Disable：選択したインターフェイスに対する MAC ラーニングをディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —
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24

ネットワーク攻撃の防止

この章では、保護機能を設定することによってネットワーク攻撃を防止する方法を説明します。次

の項で構成されています。

• Connection Settings（透過モードのみ）（P.24-2）

• IP Audit（P.24-4）

• Fragment（P.24-11）

• Anti-Spoofing（P.24-14）

• TCP Options（P.24-15）

• Timeouts（P.24-18）
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Connection Settings（透過モードのみ）
Configuration > Properties > Connection Settings

Connection Settings ペインでは、TCP および UDP の最大接続数や最大初期接続数を設定し、透過
ファイアウォール モードでの発信トラフィック（内部から外部へ）の TCP シーケンスのランダム
化をディセーブルにすることができます。

（注） 最大接続数、最大初期接続数、および TCP シーケンスのランダム化は、Service Policy Rulesでも設
定できます。 サービス ポリシー ルールにより、これらの制限値の適用方法をより柔軟に制御し、発
信接続だけでなく両方向のトラフィックの制限値を設定することができます。同じトラフィックに

対して両方の方法でこれらの設定値を設定した場合、セキュリティ アプライアンスは小さい方の
制限値を使用します。TCP シーケンスのランダム化がいずれかの方法でディセーブルにされている
場合、セキュリティ アプライアンスは TCP シーケンスのランダム化をディセーブルにします。

接続と初期接続の数を制限することで、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）から保護されます。セキュ
リティ アプライアンスでは、初期接続の制限を利用して TCP 代行受信を発生させます。代行受信
によって、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフラッディングする DoS 攻撃から内
部システムを保護します。初期接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了し

ていない接続要求のことです。

TCP シーケンスのランダム化をディセーブルにするのは、別のインライン ファイアウォールもシー
ケンス番号をランダム化していて、結果としてデータ順序が変わる場合だけにします。各 TCP 接続
には、2 つの Initial Sequence Number（ISN; 初期シーケンス番号）があります。1 つはクライアント
が生成し、1 つはサーバが生成します。 セキュリティ アプライアンスは、ホスト / サーバによって
生成される ISN をランダム化します。少なくとも 1 つの ISN をランダムに生成して、攻撃者が次の
ISN を予想してセッションを乗っ取ることができないようにする必要があります。

フィールド

• Interface：接続制限がイネーブルになっているインターフェイスを示します。 外部インターフェ
イスでは接続制限はサポートされていないため、このインターフェイスは常に内部インター

フェイスとなります。

• Address：接続制限を適用するアドレスを示します。

• Maximum TCP Connections：最大 TCP 接続数を示します。 値の 0 は、接続を制限しないことを
意味します。

• Embryonic Limit：最大初期接続数を示します。 値の 0 は、接続を制限しないことを意味します。

• Maximum UDP Connections：最大 UDP 接続数を示します。 値の 0 は、接続を制限しないことを
意味します。

• Randomize Sequence Number：TCP シーケンスのランダム化がイネーブルになっているかディ
セーブルになっているかを、Yes または No で示します。

• Add：接続制限ルールを追加します。

• Edit：接続制限ルールを編集します。

• Delete：接続制限ルールを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。



第 24章      ネットワーク攻撃の防止
Connection Settings（透過モードのみ）

24-3
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Set/Edit Connection Settings
Configuration > Properties > Connection Settings > Set/Edit Connection Settings

Set/Edit Connection Settings ダイアログボックスでは、透過ファイアウォール モードでの発信トラ
フィック（内部から外部へ）の接続制限ルールを定義できます。

フィールド

• Host/Network：接続制限を設定するホストまたはネットワークを設定します。

－ Interface：接続制限を設定するインターフェイスを設定します。 内部インターフェイスのみ
を選択します。

－ IP Address：接続制限を設定する IP アドレスを設定します。

－ Mask：サブネット マスクを設定します。 フィールドにマスクを入力するか、またはリスト
から共通マスクを選択できます。

－ Browse：Select host/network ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスでは、
Network Object Groups パネルで定義したホストとネットワークを選択できます。

• Maximum Connections：TCP および UDP の最大接続数を設定します。

－ Maximum TCP Connections：最大 TCP 接続数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。値の 0 は、
接続を制限しないことを意味します。

－ Maximum UDP Connections：最大 UDP 接続数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。値の 0 は、
接続を制限しないことを意味します。

• Maximum Embryonic Connections：最大初期接続数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。値の 0 は、
接続を制限しないことを意味します。初期接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンド

シェイクを完了していない接続要求のことです。セキュリティ アプライアンスでは、初期接続
の制限を利用して TCP 代行受信を発生させます。代行受信によって、TCP SYN パケットを使
用してインターフェイスをフラッディングする DoS 攻撃から内部システムを保護します。

• Randomize Sequence Number check：TCP シーケンス番号のランダム化をイネーブルにします。 ラ
ンダム化をディセーブルにするには、このボックスをオフにします。TCP シーケンスのランダ
ム化をディセーブルにするのは、別のインライン ファイアウォールもシーケンス番号をランダ
ム化していて、結果としてデータ順序が変わる場合だけにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —
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IP Audit
IP 監査機能は、基本的な IPS 機能を提供します。サポートされるプラットフォームで高度な IPS 機
能を実現する場合には、AIP SSM をインストールできます。

この機能により、名前付き監査ポリシーを作成し、パケットが事前定義済みの攻撃シグニチャまた

は情報シグニチャと一致する場合に実行するアクションを特定できます。 シグニチャとは、既知の
攻撃パターンに一致するアクティビティです。 たとえば、DoS 攻撃に一致するシグニチャがあると
します。 セキュリティ アプライアンスは、パケットをドロップ、アラームを生成、または接続をリ
セットするように設定できます。

IP Audit Policy
Configuration > Properties > IP Audit > IP Audit Policy

IP Audit Policy パネルでは、監査ポリシーを追加し、そのポリシーをインターフェイスに割り当て
ることができます。 攻撃ポリシーと情報ポリシーは、各インターフェイスに割り当てることができ
ます。 攻撃ポリシーにより、パケットが攻撃シグニチャに一致するときに実行するアクションが決
まります。そのパケットは、DoS 攻撃など、ネットワークでの攻撃の一部である可能性があります。
情報ポリシーにより、パケットが情報シグニチャに一致するときに実行するアクションが決まりま

す。そのパケットは、現時点ではネットワークを攻撃していなくても、ポート スイープなどの情報
収集アクティビティの一部になる可能性があります。 すべてのシグニチャのリストについては、「IP
監査シグニチャ リスト」を参照してください。

フィールド

• Name：定義済み IP 監査ポリシーの名前を示します。 このテーブルには名前付きポリシーのデ
フォルト アクションが一覧表示されていますが（「--Default Action--」）、インターフェイスに割
り当てることができる名前付きポリシーではありません。 デフォルト アクションは、ポリシー
でアクションを設定しない場合に、名前付きポリシーによって使用されます。 デフォルト アク
ションを変更するには、そのアクションを選択して Edit ボタンをクリックします。

• Type：ポリシー タイプ（Attack または Info）を示します。

• Action：ポリシーに一致するパケットに対して実行されるアクション（Alarm、Drop、または
Reset）を示します。 複数のアクションが一覧表示されることもあります。

• Add：新しい IP 監査ポリシーを追加します。

• Edit：IP 監査ポリシーまたはデフォルト アクションを編集します。

• Delete：IP 監査ポリシーを削除します。 デフォルト アクションは削除できません。

• Policy-to-Interface Mappings：攻撃および情報ポリシーを各インターフェイスに割り当てます。

－ Interface：インターフェイス名を示します。

－ Attack Policy：使用できる攻撃監査ポリシー名を一覧表示します。 リストにある名前をク
リックして、ポリシーをインターフェイスに割り当てます。

－ Info Policy：使用できる情報監査ポリシー名を一覧表示します。 リストにある名前をクリッ
クして、ポリシーをインターフェイスに割り当てます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IP Audit Policy Configuration
Configuration > Properties > IP Audit > IP Audit Policy > Add/Edit IP Audit Policy Configuration

Add/Edit IP Audit Policy Configuration ダイアログボックスでは、インターフェイスに割り当てられる
名前付き IP 監査ポリシーを追加または編集し、シグニチャ タイプごとにデフォルト アクションを
変更できます。

フィールド

• Policy Name：IP 監査ポリシー名を設定します。ポリシー名は、追加した後で変更することはで
きません。

• Policy Type：ポリシー タイプを設定します。 ポリシー タイプは、追加した後で変更することは
できません。

－ Attack：ポリシー タイプを攻撃として設定します。

－ Information：ポリシー タイプを情報として設定します。

• Action：パケットがシグニチャに一致するときに実行するアクションを 1 つ以上設定します。 ア
クションを選択しない場合には、デフォルト ポリシーが使用されます。

－ Alarm：パケットがシグニチャに一致したことを示すシステム メッセージを生成します。 す
べてのシグニチャのリストについては、「IP 監査シグニチャ リスト」を参照してください。

－ Drop：パケットをドロップします。

－ Reset：パケットをドロップし、接続を閉じます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IP Audit Signatures
Configuration > Properties > IP Audit > IP Audit Signatures

IP Audit Signatures ペインでは、監査シグニチャをディセーブルにすることができます。 正規のトラ
フィックが 1 つのシグニチャに連続して一致する場合には、そのシグニチャをディセーブルにする
ことができます。また、アラーム数が膨大な数になるのを防ぐために、シグニチャのディセーブル

化というリスクをとることもできます。

すべてのシグニチャのリストについては、「IP 監査シグニチャ リスト」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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フィールド

• Enabled：イネーブルになっているシグニチャを一覧表示します。

• Disabled：ディセーブルになっているシグニチャを一覧表示します。

• Disable：選択したシグニチャを Disabled ペインに移動します。

• Enable：選択したシグニチャを Enabled ペインに移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IP 監査シグニチャ リスト
表 24-1 に、サポートされるシグニチャとシステム メッセージ番号を一覧表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

表 24-1 シグニチャ ID とシステム メッセージ番号

シグニチャ
ID

メッセー
ジ番号 シグニチャ タイトル

シグニチャ
タイプ 説明

1000 400000 IP options-Bad Option List 情報 IP データグラム ヘッダーの IP オプションのリスト
が不完全であるか、または不正な形式になっている

IP データグラムを受信するとトリガーされます。
IP オプションのリストには、さまざまなネット
ワーク管理タスクまたはデバッグ タスクを実行す
るオプションが 1 つ以上含まれています。

1001 400001 IP options-Record Packet Route 情報 データグラムの IP オプション リスト中にオプショ
ン 7（記録パケット ルート）を含む IP データグラ
ムを受信するとトリガーされます。

1002 400002 IP options-Timestamp 情報 データグラムの IP オプション リスト中にオプション
4（タイムスタンプ）を含む IP データグラムを受信
するとトリガーされます。

1003 400003 IP options-Security 情報 データグラムの IP オプション リスト中にオプショ
ン 2（セキュリティ オプション）を含む IP データ
グラムを受信するとトリガーされます。

1004 400004 IP options-Loose Source Route 情報 データグラムの IP オプション リスト中にオプショ
ン 3（緩慢な送信元ルート）を含む IP データグラ
ムを受信するとトリガーされます。

1005 400005 IP options-SATNET ID 情報 データグラムの IP オプション リスト中にオプショ
ン 8（SATNET ストリーム ID）を含む IP データグ
ラムを受信するとトリガーされます。

1006 400006 IP options-Strict Source Route 情報 データグラムの IP オプション リスト中にオプショ
ン 2（厳密な送信元ルーティング）を含む IP デー
タグラムを受信するとトリガーされます。
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1100 400007 IP Fragment Attack 攻撃 オフセット フィールドのオフセット値が 0 より大
きく 5 未満になっている IP データグラムを受信す
るとトリガーされます。

1102 400008 IP Impossible Packet 攻撃 送信元と宛先が同じアドレスになっている IP パ
ケットが到着するとトリガーされます。 このシグ
ニチャは、いわゆる Land Attack を捕捉します。

1103 400009 IP Overlapping Fragments (Teardrop) 攻撃 同じ IP データグラム内に含まれている 2 つのフラ
グメントのオフセット値が、そのデータグラム内の

位置決めを共有していることを示す場合にトリ

ガーされます。 これは、フラグメント A がフラグメ
ント B によって完全に上書きされること、または
フラグメント A がフラグメント B によって部分的
に上書きされることを意味します。オペレーティン

グ システムによっては、このように重複するフラ
グメントが正しく処理されず、重複フラグメントを

受信すると例外をスローしたり、他の不適切な動作

を行ったりします。Teardrop 攻撃では、これを悪用
して DoS 状態を引き起こします。

2000 400010 ICMP Echo Reply 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
0（エコー応答）に設定された IP データグラムを受
信するとトリガーされます。

2001 400011 ICMP Host Unreachable 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
3（ホスト到達不能）に設定された IP データグラム
を受信するとトリガーされます。

2002 400012 ICMP Source Quench 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
4（ソース クエンチ）に設定された IP データグラ
ムを受信するとトリガーされます。

2003 400013 ICMP Redirect 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
5（リダイレクト）に設定された IP データグラムを
受信するとトリガーされます。

2004 400014 ICMP Echo Request 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
8（エコー要求）に設定された IP データグラムを受
信するとトリガーされます。

2005 400015 ICMP Time Exceeded for a Datagram 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
11（データグラムの超過時間）に設定された IP デー
タグラムを受信するとトリガーされます。

2006 400016 ICMP Parameter Problem on Datagram 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
12（データグラムのパラメータ問題）に設定された
IP データグラムを受信するとトリガーされます。

表 24-1 シグニチャ ID とシステム メッセージ番号（続き）

シグニチャ
ID

メッセー
ジ番号 シグニチャ タイトル

シグニチャ
タイプ 説明
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2007 400017 ICMP Timestamp Request 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
13（タイムスタンプ要求）に設定された IP データ
グラムを受信するとトリガーされます。

2008 400018 ICMP Timestamp Reply 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
14（タイムスタンプ応答）に設定された IP データ
グラムを受信するとトリガーされます。

2009 400019 ICMP Information Request 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
15（情報要求）に設定された IP データグラムを受
信するとトリガーされます。

2010 400020 ICMP Information Reply 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
16（ICMP 情報応答）に設定された IP データグラ
ムを受信するとトリガーされます。

2011 400021 ICMP Address Mask Request 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
17（アドレス マスク要求）に設定された IP データ
グラムを受信するとトリガーされます。

2012 400022 ICMP Address Mask Reply 情報 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、ICMP ヘッダーのタイプ フィールドが
18（アドレス マスク応答）に設定された IP データ
グラムを受信するとトリガーされます。

2150 400023 Fragmented ICMP Traffic 攻撃 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、他にも 1（ICMP）に設定されたフラ
グメント フラグが存在するか、またはオフセット
フィールドにオフセット値が指定されている IP
データグラムを受信するとトリガーされます。

2151 400024 Large ICMP Traffic 攻撃 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、IP 長が 1024 より大きくなっている IP
データグラムを受信するとトリガーされます。

2154 400025 Ping of Death Attack 攻撃 IP ヘッダーのプロトコル フィールドが 1（ICMP）
に設定され、Last Fragment ビットが設定され、（IP
オフセット * 8）+（IP データ長）> 65535 になって
いる（つまり、IP オフセット（元のパケットでの
このフラグメントの開始位置、8 バイト単位）と残
りのパケットの合計が IP パケットの最大サイズよ
り大きくなっている）IP データグラムを受信する
とトリガーされます。

3040 400026 TCP NULL flags 攻撃 SYN、FIN、ACK、または RST のどのフラグも設
定されていない 1 つの TCP パケットが特定のホス
トに送信されるとトリガーされます。

表 24-1 シグニチャ ID とシステム メッセージ番号（続き）

シグニチャ
ID

メッセー
ジ番号 シグニチャ タイトル

シグニチャ
タイプ 説明
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3041 400027 TCP SYN+FIN flags 攻撃 SYN および FIN のフラグが設定されている 1 つの
TCP パケットが特定のホストに送信されるとトリ
ガーされます。

3042 400028 TCP FIN only flags 攻撃 1 つの孤立 TCP FIN パケットが特定のホストの特
権ポート（ポート番号が 1024 未満）に送信される
とトリガーされます。

3153 400029 FTP Improper Address Specified 情報 要求側ホストと異なるアドレスを指定して port コ
マンドが発行された場合にトリガーされます。

3154 400030 FTP Improper Port Specified 情報 1024 未満または 65535 より大きい値のデータ ポー
トを指定して port コマンドが発行された場合にト
リガーされます。

4050 400031 UDP Bomb attack 攻撃 指定されている UDP 長が、指定されている IP 長よ
り短い場合にトリガーされます。 この不正な形式
のパケット タイプは、DoS（サービス拒絶）攻撃と
関連付けられています。

4051 400032 UDP Snork attack 攻撃 送信元ポートが 135、7、または 19 のいずれかで、
宛先ポートが 135 になっている UDP パケットが検
出されるとトリガーされます。

4052 400033 UDP Chargen DoS attack 攻撃 このシグニチャは、送信元ポート 7 および宛先ポー
ト 19 において UDP パケットが検出されるとトリ
ガーされます。

6050 400034 DNS HINFO Request 情報 DNS サーバから HINFO レコードへのアクセスが
試みられるとトリガーされます。

6051 400035 DNS Zone Transfer 情報 送信元ポートが 53 の通常の DNS ゾーン転送が実
行されるとトリガーされます。

6052 400036 DNS Zone Transfer from High Port 情報 送信元ポートが 53 以外のときに不正な DNS ゾー
ン転送が発生するとトリガーされます。

6053 400037 DNS Request for All Records 攻撃 すべてのレコードに対する DNS 要求があるとトリ
ガーされます。

6100 400038 RPC Port Registration 情報 ターゲット ホストで新しい RPC サービスを登録す
る試みがあるとトリガーされます。

6101 400039 RPC Port Unregistration 情報 ターゲット ホストで既存の RPC サービスを登録解
除する試みがあるとトリガーされます。

6102 400040 RPC Dump 情報 ターゲット ホストに対して RPC ダンプ要求が発行
されるとトリガーされます。

6103 400041 Proxied RPC Request 攻撃 ターゲット ホストのポートマッパーにプロキシ
RPC 要求が送信されるとトリガーされます。

6150 400042 ypserv (YP server daemon) Portmap 
Request 

情報 YP サーバ デーモン（ypserv）ポートのポートマッ
パーに対して要求が行われるとトリガーされます。

6151 400043 ypbind (YP bind daemon) Portmap 
Request 

情報 YP バインド デーモン（ypbind）ポートのポート
マッパーに対して要求が行われるとトリガーされ

ます。

表 24-1 シグニチャ ID とシステム メッセージ番号（続き）

シグニチャ
ID

メッセー
ジ番号 シグニチャ タイトル

シグニチャ
タイプ 説明
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6152 400044 yppasswdd (YP password daemon) 
Portmap Request

情報 YP パスワード デーモン（yppasswdd）ポートのポー
トマッパーに対して要求が行われるとトリガーさ

れます。

6153 400045 ypupdated (YP update daemon) 
Portmap Request 

攻撃 YP 更新デーモン（ypupdated）ポートのポートマッ
パーに対して要求が行われるとトリガーされます。

6154 400046 ypxfrd (YP transfer daemon) Portmap 
Request 

攻撃 YP 転送デーモン（ypxfrd）ポートのポートマッパー
に対して要求が行われるとトリガーされます。

6155 400047 mountd (mount daemon) Portmap 
Request 

情報 マウント デーモン（mountd）ポートのポートマッ
パーに対して要求が行われるとトリガーされます。

6175 400048 rexd (remote execution daemon) 
Portmap Request

情報 リモート実行 デーモン（rexd）ポートのポートマッ
パーに対して要求が行われるとトリガーされます。

6180 400049 rexd (remote execution daemon) 
Attempt

情報 rexd プログラムの呼び出しが行われるとトリガー
されます。 リモート実行デーモンは、プログラムを
リモート実行する役割を担うサーバです。 rexd プ
ログラムの呼び出しは、システム リソースへの不
正アクセスの試みを示唆している場合があります。

6190 400050 statd Buffer Overflow 攻撃 サイズの大きな statd 要求が送信されるとトリガー
されます。 これは、バッファをオーバーフローさせ
てシステムへアクセスしようとする試みの可能性

があります。

表 24-1 シグニチャ ID とシステム メッセージ番号（続き）

シグニチャ
ID

メッセー
ジ番号 シグニチャ タイトル

シグニチャ
タイプ 説明
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Fragment
Configuration > Properties > Advanced > Fragment

Fragment ペインでは、セキュリティ アプライアンスの各インターフェイスにある IP フラグメント
データベースの設定を行い、NFS との互換性を高めることができます。

フィールド

• Fragment テーブル：

－ Interface：セキュリティ アプライアンスの使用可能なインターフェイスを一覧表示します。 

－ Size：リアセンブリを待機する IP リアセンブリ データベースに格納可能なパケットの最大
数を設定します。デフォルトは 200 です。

－ Chain Length：1 つの完全な IP パケットにフラグメント化できる最大パケット数を指定し
ます。デフォルトは 24 パケットです。 

－ Timeout：フラグメント化されたパケット全体の到着を待機する最大秒数を指定します。 タ
イマーは、パケットの最初のフラグメントが到着したときに始動します。 パケットのすべ
てのフラグメントが指定した秒数内に到着しないと、すでに受信しているパケットのフラ

グメントはすべて破棄されます。デフォルトは、5 秒です。

• Edit：Edit Fragment ダイアログボックスを開きます。 

• Show Fragment：パネルが開き、セキュリティ アプライアンスのインターフェイスごとに現在
の IP フラグメント データベースの統計情報が表示されます。

フラグメント パラメータの変更

インターフェイスの IP フラグメント データベースのパラメータを変更するには、次の手順を実行
します。

ステップ 1 Fragment テーブルで変更するインターフェイスを選択し、Edit をクリックします。Edit Fragment ダ
イアログボックスが表示されます。

ステップ 2 Edit Fragment ダイアログボックスで、Size、Chain、および Timeout の値を必要に応じて変更し、OK
をクリックします。 間違った場合は、Restore Defaults をクリックします。 

ステップ 3 Fragment パネルの Apply をクリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Show Fragment
Configuration > Properties > Fragment > Show Fragment

Show Fragment パネルには、IP フラグメント リアセンブリ モジュールの動作データが表示されま
す。

フィールド

• Size：表示のみ。 リアセンブリを待機する IP リアセンブリ データベース内のパケット数を表示
します。デフォルトは 200 です。

• Chain：表示のみ。 1 つの完全な IP パケットにフラグメント化できる最大パケット数を表示しま
す。デフォルトは 24 パケットです。

• Timeout：表示のみ。 フラグメント化されたパケットの全体の到着を待機する最大秒数を表示し
ます。 タイマーは、パケットの最初のフラグメントが到着したときに始動します。 パケットの
すべてのフラグメントが表示の秒数内に到着しないと、すでに受信しているパケットのフラグ

メントはすべて破棄されます。デフォルトは、5 秒です。

• Threshold：表示のみ。 IP パケットのしきい値、つまりその値を超えるとリアセンブリ モジュー
ルで新しいチェーンを作成できなくなる限界を表示します。

• Queue：表示のみ。 キュー内でリアセンブリを待機している IP パケットの数を表示します。

• Assembled：表示のみ。 正常にリアセンブリされた IP パケットの数を表示します。

• Fail：表示のみ。 リアセンブリの失敗試行回数を表示します。

• Overflow：表示のみ。 オーバーフロー キュー内の IP パケットの数を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Fragment
Configuration > Properties >  Fragment > Edit Fragment

Edit Fragment ダイアログボックスでは、選択したインターフェイスの IP フラグメント データベー
スを設定できます。 

フィールド

• Interface：Fragment パネルで選択したインターフェイスを表示します。 Edit Fragment ダイアログ
ボックスでの変更内容は、表示されたインターフェイスに適用されます。

• Size：リアセンブリを待機する IP リアセンブリ データベースに格納可能なパケットの最大数を
設定します。 

• Chain Length：1 つの完全な IP パケットにフラグメント化できる最大パケット数を設定します。

• Timeout：フラグメント化されたパケット全体の到着を待機する最大秒数を設定します。 タイ
マーは、パケットの最初のフラグメントが到着したときに始動します。 パケットのすべてのフ
ラグメントが指定した秒数内に到着しないと、すでに受信しているパケットのフラグメントは

すべて破棄されます。

• Restore Defaults：工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

－ Size は 200 です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Chain は 24 パケットです。

－ Timeout は 5 秒です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Anti-Spoofing
Configuration > Properties > Anti-Spoofing

Anti-Spoofing ウィンドウでは、インターフェイスで Unicast Reverse Path Forwarding（Unicast RPF; ユ
ニキャスト逆経路転送）をイネーブルにすることができます。Unicast RPF は、ルーティング テー
ブルに従い、すべてのパケットが正しい発信元インターフェイスと一致する送信元 IP アドレスを
持っていることを確認して、IP スプーフィング（パケットが不正な送信元 IP アドレスを使用し、実
際の送信元を隠蔽すること）から保護します。

通常、セキュリティ アプライアンスは、パケットの転送先を判定するときに、宛先アドレスだけを
調べます。Unicast RPF は、送信元アドレスも調べるようにセキュリティ アプライアンスに指示し
ます。そのため、逆経路転送（Reverse Path Forwarding）と呼ばれます。セキュリティ アプライア
ンスの通過を許可するすべてのトラフィックについて、送信元アドレスに戻るルートをセキュリ

ティ アプライアンスのルーティング テーブルに含める必要があります。詳細については、RFC 2267
を参照してください。

たとえば、外部トラフィックの場合、セキュリティ アプライアンスはデフォルト ルートを使用し
て Unicast RPF 保護を満たすことができます。トラフィックが外部インターフェイスから入り、送
信元アドレスがルーティング テーブルにない場合、セキュリティ アプライアンスはデフォルト
ルートを使用して、外部インターフェイスを発信元インターフェイスとして正しく識別します。

ルーティング テーブルにあるアドレスから外部インターフェイスにトラフィックが入り、このアド
レスが内部インターフェイスに関連付けられている場合、セキュリティ アプライアンスはパケット
をドロップします。同様に、未知の送信元アドレスから内部インターフェイスにトラフィックが

入った場合は、一致するルート（デフォルト ルート）が外部インターフェイスを示しているため、
セキュリティ アプライアンスはパケットをドロップします。

Unicast RPF は、次のように実装されます。

• ICMP パケットにはセッションがないため、個々のパケットはチェックされません。

• UDP と TCP にはセッションがあるため、最初のパケットは逆ルート ルックアップが必要です。
セッション中に到着する後続のパケットは、セッションの一部として保持されている既存の状

態を使用してチェックされます。最初のパケット以外のパケットは、最初のパケットと同じイ

ンターフェイスに到着したことを保証するためにチェックされます。

フィールド

• Interface：インターフェイス名を一覧表示します。

• Anti-Spoofing Enabled：インターフェイスで Unicast RPF がイネーブルになっているかどうかを、
Yes または No で示します。

• Enable：選択したインターフェイスに対する Unicast RPF をイネーブルにします。

• Enable：選択したインターフェイスに対する Unicast RPF をディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • • —
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TCP Options
Configuration > Properties >  TCP Options

TCP Options ウィンドウでは、TCP 接続のパラメータを設定できます。

フィールド

• Inbound and Outbound Reset 領域：着信および発信トラフィックの拒否された TCP 接続をリセッ
トするかどうかを設定します。

－ Interface カラム：インターフェイス名を示します。

－ Inbound Reset カラム：着信 TCP トラフィックのインターフェイスのリセット設定を、Yes
または No で示します。この設定をイネーブルにすると、セキュリティ アプライアンスは、
セキュリティ アプライアンスの搬送を試み、またアクセスリストまたは AAA の設定に基
づいてセキュリティ アプライアンスにより拒否される、すべての着信 TCP セッションの
TCP リセットを送信します。 同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィッ
クも影響を受けます。 このオプションをイネーブルにしない場合は、拒否されたパケット
がセキュリティ アプライアンスによって自動的に破棄されます。

－ Outbound Reset カラム：発信 TCP トラフィックのインターフェイスのリセット設定を、Yes
または No で示します。この設定をイネーブルにすると、セキュリティ アプライアンスは、
セキュリティ アプライアンスの搬送を試み、またアクセスリストまたは AAA の設定に基
づいてセキュリティ アプライアンスにより拒否される、すべての発信 TCP セッションの
TCP リセットを送信します。 同じセキュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィッ
クも影響を受けます。 このオプションをイネーブルにしない場合は、拒否されたパケット
がセキュリティ アプライアンスによって自動的に破棄されます。

－ Edit ボタン：インターフェイスの着信および発信のリセット設定値を設定します。

• Send Reset Reply for Denied Outside TCP Packets チェックボックス：セキュリティ レベルが最も
低いインターフェイスで終了し、またアクセスリストまたは AAA の設定に基づいてセキュリ
ティ アプライアンスにより拒否される、TCP パケットのリセットをイネーブルにします。 この
オプションをイネーブルにしない場合は、拒否されたパケットがセキュリティ アプライアンス
によって自動的に破棄されます。 セキュリティ レベルが最も低いインターフェイスの Inbound
Resets をイネーブルにする場合（「TCP Reset Settings」を参照）は、この設定もイネーブルにす
る必要はありません。Inbound Resets は、セキュリティ アプライアンスへのトラフィックとと
もに、セキュリティ アプライアンスを通過するトラフィックも処理します。

• Force Maximum Segment Size for TCP チェックボックスおよびフィールド：48 から最大数の間
で、最大 TCP セグメント サイズをバイト単位で設定します。デフォルト値は 1380 バイトです。
この機能は、0 バイトに設定することによってディセーブルにすることができます。ホストと
サーバの両方は、接続を最初に確立するときに最大セグメント サイズを設定できます。 どちら
かの最大値がここで設定する値を超えると、セキュリティ アプライアンスはその最大値を無効
化し、ユーザが設定した値を挿入します。 たとえば、ユーザが最大サイズを 1200 バイトに設定
した場合に、ホストが最大サイズとして 1300 バイトを要求すると、セキュリティ アプライア
ンスは 1200 バイトを要求するようにパケットを変更します。 

• Force Minimum Segment Size for TCP チェックボックスおよびフィールド：48 から最大数の間で
ユーザが設定したバイト数未満にならないように、最大セグメント サイズを無効化します。 こ
の機能はデフォルトでディセーブルになっています（0 に設定）。 ホストとサーバの両方は、最
初に接続を確立するときに最大セグメント サイズを設定できます。 いずれかの最大値が Force
Minimum Segment Size for TCP Proxy フィールドで設定する値未満になる場合、セキュリティ ア
プライアンスはその最大値を無効化し、ユーザが設定した「最小」値を挿入します（最小値は、

実際には許容される最大値の中で最小の値です）。 たとえば、ユーザが最小サイズを 400 バイト
に設定した場合に、ホストが最大値として 300 バイトを要求すると、セキュリティ アプライア
ンスは 400 バイトを要求するようにパケットを変更します。
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• Force TCP Connection to Linger in TIME_WAIT State for at Least 15 Seconds チェックボックス：最
後の標準 TCP クローズダウン シーケンスの後、最低でも 15 秒間、各 TCP 接続が短縮
TIME_WAIT 状態に保持するように強制します。 この機能は、エンド ホスト アプリケーション
のデフォルト TCP 終了シーケンスが同時クローズの場合に使用できます。 セキュリティ アプ
ライアンスのデフォルト動作では、シャットダウン シーケンスが追跡され、2 つの FIN、およ
び最後の FIN セグメントの ACK の後に接続が解放されます。 この即時解放ヒューリスティッ
クにより、セキュリティ アプライアンスは、標準クローズ シーケンスと呼ばれる最も一般的
なクロージング シーケンスに基づいて高い接続率を維持することができます。 ただし同時ク
ローズでは、トランザクションの両エンドがクロージング シーケンスを開始します。これは、
一方のエンドがクローズすると、もう一方のエンドは確認応答してからそれ自体のクロージン

グ シーケンスを開始する、標準クローズ シーケンス（RFC 793 を参照）の場合とは対照的で
す。 したがって、同時クローズでは、接続の一方の側が即時解放によって強制的に CLOSING 状
態に保持されます。 CLOSING 状態になっているソケットが数多く存在すると、エンド ホスト
のパフォーマンスが低下する可能性があります。 たとえば、一部の WinSock メインフレーム ク
ライアントは、このような動作が生じてメインフレーム サーバのパフォーマンスを低下させる
ことで知られています。 この機能を使用すると、同時クローズダウン シーケンスを完了するた
めのウィンドウが作成されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

TCP Reset Settings
Configuration > Properties > TCP Options > TCP Reset Settings

このダイアログボックスでは、インターフェイスの着信および発信のリセット設定値を設定しま

す。

フィールド

• Send Reset Reply for Denied Inbound TCP Packets チェックボックス：セキュリティ アプライアン
スの搬送を試み、またアクセスリストまたは AAA の設定に基づいてセキュリティ アプライア
ンスにより拒否される、すべての着信 TCP セッションの TCP リセットを送信します。 同じセ
キュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィックも影響を受けます。 このオプションを
イネーブルにしない場合は、拒否されたパケットがセキュリティ アプライアンスによって自動
的に破棄されます。

ID 要求（IDENT）接続をリセットする必要がある場合には、着信トラフィックのリセットを明
示的に送信できます。 拒否されたホストに TCP RST（TCP ヘッダーのリセット フラグ）を送信
すると、RST が着信 IDENT プロセスを停止するため、IDENT がタイムアウトになるのを待つ
必要がなくなります。 IDENT のタイムアウトを待機すると、外部ホストは IDNET がタイムア
ウトになるまで SYN の再送信を続けるため、トラフィックの速度が低下する可能性がありま
す。そのため、service resetinbound コマンドによってパフォーマンスが改善される場合があり
ます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 24章      ネットワーク攻撃の防止
TCP Options

24-17
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Send Reset Reply for Denied Outbound TCP Packets チェックボックス：セキュリティ アプライア
ンスの搬送を試み、またアクセスリストまたは AAA の設定に基づいてセキュリティ アプライ
アンスにより拒否される、すべての発信 TCP セッションの TCP リセットを送信します。 同じセ
キュリティ レベルのインターフェイス間のトラフィックも影響を受けます。 このオプションを
イネーブルにしない場合は、拒否されたパケットがセキュリティ アプライアンスによって自動
的に破棄されます。 このオプションはデフォルトでイネーブルになっています。 たとえば、発
信リセットをディセーブルにして、トラフィック ストーム中の CPU の負荷を軽減させること
ができます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Timeouts
Configuration > Properties > Timeouts

Timeouts ウィンドウでは、セキュリティ アプライアンスで使用するタイムアウトの期間を設定でき
ます。 すべての期間は、hh:mm:ss の形式で表示されます。 さまざまなプロトコルの接続スロットと
変換スロットのアイドル時間を設定します。 指定したアイドル時間中にスロットが使用されなかっ
た場合は、リソースがフリー プールに戻されます。 TCP 接続スロットは、標準接続クローズ シーケ
ンスのおよそ 60 秒後に解放されます。

注：カスタマー サポートによる指示がない限り、これらの値を変更しないことをお勧めします。 

フィールド

 Authentication absolute と Authentication inactivity を除くすべての場合において、チェックボックス
をオフにすることはタイムアウト値を指定しないことを意味します。 これら 2 つの場合にチェック
ボックスをオフにすることは、新しい接続ごとに再認証することを意味します。 

• Connection：接続スロットが解放されるまでのアイドル時間を変更します。 接続のタイムアウト
をディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。 期間は 5 分以上にする必要があります。デ
フォルトは 1 時間です。 

• Half-closed：TCP ハーフクローズ接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。最小
値は 5 分です。デフォルトは 10 分です。 ハーフクローズ接続のタイムアウトをディセーブルに
するには、0:0:0 と入力します。 

• UDP：UDP プロトコル接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。 この期間は 1 分
以上にする必要があります。デフォルトは 2 分です。 タイムアウトをディセーブルにするには、
0:0:0 と入力します。 

• ICMP：全般的な ICMP 状態がクローズされるまでのアイドル時間を変更します。

• H.323：H.323 メディア接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。デフォルトは 5
分です。 タイムアウトをディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。 

• H.225：H.225 シグナリング接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。 H.225 のデ
フォルト タイムアウトは 1 時間（01:00:00）です。 値を 00:00:00 にすると、この接続はクロー
ズされません。 すべての呼び出しがクリアされた後にこの接続をすぐにクローズするには、値
を 1 秒（00:00:01）にすることをお勧めします。 

• MGCP：MGCP メディア ポートがクローズされるまでのアイドル時間を表す MGCP のタイム
アウト値を変更します。 MGCP のデフォルト タイムアウトは 5 分（00:05:00）です。 タイムアウ
トをディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。 

• MGCP PAT：MGCP PAT 変換が削除されるまでのアイドル時間を変更します。デフォルトは 5
分（00:00:05）です。 最小時間は 30 秒です。 デフォルト値に戻すには、チェックボックスをオ
フにします。

• SUNRPC：SunRPC スロットが解放されるまでのアイドル時間を変更します。 この期間は 1 分以
上にする必要があります。デフォルトは 10 分です。 タイムアウトをディセーブルにするには、
0:0:0 と入力します。

• SIP：SIP シグナリング ポート接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。 この期間
は 5 分以上にする必要があります。デフォルトは 30 分です。 

• SIP Media：SIP メディア ポート接続がクローズするまでのアイドル時間を変更します。 この期
間は 1 分以上にする必要があります。デフォルトは 2 分です。 

• SIP Invite：PROVISIONAL 応答とメディア xlate のピンホールがクローズされるまでのアイドル
時間を変更します。 最小値は 0:1:0 で、最大値は 0：30：0 です。デフォルト値は 0:03:00 です。 

• SIP Disconnect：CANCEL または BYE メッセージで 200 個の OK を受信しない場合に、SIP セッ
ションを削除するまでのアイドル時間を変更します。 最小値は 0:0:1 で、最大値は 0：10：0 で
す。デフォルト値は 0:02:00 です。
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• Authentication absolute：認証キャッシュがタイムアウトになり、新しい接続を再認証する必要
が生じるまでの期間を変更します。 この期間は、Translation Slot の値より短くする必要がありま
す。 システムは、新しい接続を開始して再びプロンプトが表示されるまで待機します。 新しい
接続のすべてでキャッシングと再認証をディセーブルにするには、0:0:0 と入力します。 

（注） 接続でパッシブ FTP を使用する場合は、この値を 0:0:0 に設定しないでください。 

• Authentication inactivity：認証キャッシュがタイムアウトになり、ユーザが新しい接続を再認証
する必要が生じるまでのアイドル時間を変更します。 この期間は、Translation Slot の値より短く
する必要があります。 

• Translation Slot：変換スロットが解放されるまでのアイドル時間を変更します。 この期間は 1 分
以上にする必要があります。デフォルトは 3 時間です。 タイムアウトをディセーブルにするに
は、0:0:0 と入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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25

QoS の設定

Priority Queue
Configuration > Properties > Priority Queue

Priority Queue ウィンドウには、設定された各インターフェイスのプライオリティキュー パラメー
タが表示されます。 プライオリティ キューイングは、デフォルトでディセーブルになっています。

フィールド

• Interface：インターフェイスの名前を示します。

• Queue Limit：接続をドロップする前に、通常キューまたはプライオリティキューに入れること
ができるパケットの最大数を示します。 

（注） どちらのキューも上限値は同じです。 プライオリティキュー内のパケットは、通常のプライ
オリティキューのパケットが送信される前に完全に排出されます。

• Transmission Ring Limit：プライオリティキューの深さを指定します。 プライオリティ キューイ
ングがイネーブルになっていないと、このカラムに「Ring Disabled」というメッセージが表示
されます。

• Edit：Edit Priority Queue ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスでは、プラ
イオリティキューのパラメータを変更できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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Add/Edit Priority Queue
Configuration > Properties > Priority Queue > Add/Edit Priority Queue

Add/Edit Priority Queue ダイアログボックスでは、設定されたインターフェイスのプライオリティ
キューのパラメータを作成または変更できます。

伝送リング制限値とは、ドライバがインターフェイスの前に配置されたキューにパケットを押し戻

し、輻輳が解消されるまでパケットをバッファに入れる前に、ドライバに送ることを許可するいず

れかのタイプのパケットの数のことです。 通常は、queue-limit パラメータと伝送リング制限パラ
メータを調整し、低遅延トラフィックのフローを最適化できます。

キューは無限大ではないため、いっぱいになってオーバーフローすることがあります。キューが

いっぱいになると、以降のパケットはキューに入ることができず、すべてドロップされます。これ

が「テール ドロップ」です。キューがいっぱいになることを避けるため、queue-limit パラメータを
調整してキューのバッファ サイズを大きくすることができます。

フィールド

• Interface：選択されたインターフェイスを示します。 このフィールドを変更することはできませ
ん。

• Queue Limit：接続をドロップする前に、通常キューまたはプライオリティキューに入れること
ができるパケットの最大数を指定します。 最小で 0 パケット、最大で 250 パケットです。

（注） どちらのキューも上限値は同じです。 プライオリティキュー内のパケットは、通常のプライ
オリティキューのパケットが送信される前に完全に排出されます。

• Enable Transmission Ring：任意の時点で伝送キューに入れることを許可されるパケットの最大
数を設定できます。 

• Transmission Ring Limit：輻輳が解消されるまでパケットをバッファに入れる目的で Ethernet 伝
送ドライバがインターフェイスのキューにパケットを押し戻すまでに、そのドライバに送るこ

とを許可する低遅延または通常のプライオリティ パケットの最大数を指定します。最小値は 3
です。queue-limit コマンドと tx-ring-limit コマンドの値の範囲の上限は、実行時に動的に決まり
ます。この上限値を表示するには、コマンドラインで help または ? と入力します。主な決定要
素は、キューのサポートに必要となるメモリと、デバイス上で使用可能なメモリの量です。

キューは、使用可能なメモリ容量を超えないようにする必要があります。 論理上のパケット最
大数は 2147483647 です。プライオリティ キューイングがイネーブルになっていないと、この
カラムに「Ring Disabled」というメッセージが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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WCCP
Configuration > Properties > WCCP

Web Cache Communication Protocol（WCCP）機能により、WCCP サービス グループとリダイレクト
Web キャッシュ トラフィックを指定できます。この機能は、選択したタイプのトラフィックを Web
キャッシュ エンジンのグループに透過的にリダイレクトして、リソースの使用状況を最適化し、応
答時間を短縮します。

WCCP Service Groups

Configuration > Properties > WCCP >Service Groups

Service Groups パネルでは、スペースを割り当て、指定した Web Cache Communication Protocol
（WCCP）サービス グループのサポートをイネーブルにすることができます。

フィールド

• Service：WCCP サポートのサービス グループ名またはサービス グループ番号を表示します。

• Redirect List：特定のサービス グループにリダイレクトされるトラフィックを制御するアクセス
リストの名前を表示します。 

• Group List：サービス グループに参加が許可される Web キャッシュを決定するアクセスリスト
の名前を表示します。

Add or Edit WCCP Service Group

Configuration > Properties > WCCP >Service Groups

Add or Edit Service Group ダイアログボックスでは、設定されたサービス グループのサービス グルー
プ パラメータを変更できます。

フィールド

• Service：サービス グループを指定します。 Web キャッシュ サービス、またはそのサービスの
ID 番号を指定できます。

• Web Cache：Web キャッシュ サービスを指定します。 ダイナミック サービス ID で指定される
サービスを含め、サービスの最大数は 256 です。

• Dynamic Service Number：ダイナミック サービス ID。つまりサービス定義は、キャッシュに
よって指定されます。 ダイナミック サービス番号は、0 ～ 254 の範囲にすることができます。
この番号は、サービス グループの名前として使用されます。 

• Redirect List：このサービス グループにリダイレクトされるトラフィックを制御する、事前定義
済みのアクセスリスト。

• Group List：サービス グループに参加が許可される Web キャッシュを決定する、事前定義済み
のアクセスリスト。

• Password：最大長 7 文字のパスワードを入力します。このパスワードは、サービス グループか
ら受信したメッセージの MD5 認証で使用されます。 パスワード長は、1 ～ 8 文字です。

• Confirm Password：パスワードを再入力します。

• Manage：アクセスリスト マネージャを開きます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Redirection

Configuration > Properties > WCCP >Redirection

Redirection パネルでは、インターフェイスの入力側での WCCP によるパケット リダイレクション
をイネーブルにすることができます。

フィールド

• Interface：WCCP リダイレクションがイネーブルになっているインターフェイスを表示します。

• Service Group：WCCP に設定されているサービス グループの名前を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add or Edit WCCP Redirection

Configuration > Properties > WCCP >Add or Edit Redirection

Redirection パネルでは、インターフェイスの入力側での WCCP によるパケット リダイレクション
をイネーブルにすることができます。

フィールド

• Interface：WCCP リダイレクションをイネーブルにするインターフェイスを選択します。

• Service Group：サービス グループを選択します。

• Add Service：Add/Edit WCCP Service Group ダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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WCCP
Monitoring > Properties > WCCP

Web Cache Communication Protocol（WCCP）機能により、WCCP サービス グループとリダイレクト
Web キャッシュ トラフィックを監視できます。この機能は、選択したタイプのトラフィックを Web
キャッシュ エンジンのグループに透過的にリダイレクトして、リソースの使用状況を最適化し、応
答時間を短縮します。

WCCP Service Groups

Monitoring > Properties > WCCP >Service Groups

Service Groups パネルでは、割り当てられたスペースを確認し、指定した Web Cache Communication
Protocol（WCCP）サービス グループのプロパティを表示できます。

フィールド

• Service Group：WCCP サポートのサービス グループ名またはサービス グループ番号を表示しま
す。

• Display Mode：出力エリアに WCCP 情報を表示するためのモードを選択します。 Detail、View、
Service、Hash、および Buckets の中から選択できます。 宛先アドレスとポートのフィールド、お
よび送信元アドレスとポートのフィールドは、Hash Display モードにのみ対応します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Redirection

Monitoring > Properties > WCCP >Redirection

Redirection パネルでは、インターフェイスの入力側でイネーブルにされた WCCP によるパケット
リダイレクションの詳細を表示できます。

フィールド

• Show Summary：WCCP リダイレクションがイネーブルになっているインターフェイスについ
ての要約情報を表示します。

• Show Details：WCCP リダイレクションがイネーブルになっているインターフェイスについての
詳細情報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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26

VPN

セキュリティ アプライアンスは、ユーザがプライベートな接続と見なす TCP/IP ネットワーク（イ
ンターネットなど）全体でセキュアな接続を確立することにより、バーチャル プライベート ネッ
トワークを構築します。 これによって、single-user-to-LAN 接続と LAN-to-LAN 接続を確立できま
す。セキュアな接続はトンネルと呼ばれ、セキュリティ アプライアンスは、トンネリング プロト
コルを使用して、セキュリティ パラメータのネゴシエート、トンネルの作成および管理、パケッ
トのカプセル化、トンネルを通したパケットの送信または受信、パケットのカプセル化の解除を

行います。セキュリティ アプライアンスは、双方向のトンネル エンドポイントとして機能します。
たとえば、プレーン パケットを受信してカプセル化し、それをトンネルのもう一方の側に送信す
ることができます。そのエンドポイントで、パケットはカプセル化が解除され、最終的な宛先に

送信されます。また、セキュリティ アプライアンスは、カプセル化されたパケットを受信してカ
プセル化を解除し、それを最終的な宛先に送信することもできます。

セキュリティ アプライアンスは次の VPN 機能を実行します。

• トンネルの確立

• トンネル パラメータのネゴシエーション

• VPN ポリシーの適用

• ユーザの認証

• ユーザが特定レベルで使用およびアクセスすることを認可

• アカウンティング機能の実行

• ユーザ アドレスの割り当て

• データの暗号化と復号化

• セキュリティ キーの管理

• トンネルを通したデータ転送の管理

• トンネル エンドポイントまたはルータとしての着信と発信のデータ転送の管理

セキュリティ アプライアンスは、これらの機能を実行するためにさまざまな標準プロトコルを起動
します。
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VPN Wizard
Configuration > VPN > VPN Wizard

VPN ウィザードでは、基本的な LAN-to-LAN 接続とリモート アクセス VPN 接続を設定できます。
ASDM を使用して拡張機能を編集および設定してください。

（注） VPN ウィザードでは、認証用の事前共有キーまたはデジタル証明書のいずれかを割り当てること
ができます。 ただし、証明書を使用するには、認証局に登録し、ウィザードを使用する前にトラス
トポイントを設定しておく必要があります。 これらのタスクを実行するには、ASDM Device
Administration > Certificate パネルとオンライン ヘルプを使用してください。

VPN の概要

セキュリティ アプライアンスは、ユーザがプライベートな接続と見なす TCP/IP ネットワーク（イ
ンターネットなど）全体でセキュアな接続を確立することにより、バーチャル プライベート ネッ
トワークを構築します。 これによって、single-user-to-LAN 接続と LAN-to-LAN 接続を確立できます。

セキュアな接続はトンネルと呼ばれ、セキュリティ アプライアンスは、トンネリング プロトコル
を使用して、セキュリティ パラメータのネゴシエート、トンネルの作成および管理、パケットのカ
プセル化、トンネルを通したパケットの送信または受信、パケットのカプセル化の解除を行います。

セキュリティ アプライアンスは、双方向のトンネル エンドポイントとして機能します。たとえば、
プレーン パケットを受信してカプセル化し、それをトンネルのもう一方の側に送信することができ
ます。そのエンドポイントで、パケットはカプセル化が解除され、最終的な宛先に送信されます。

また、セキュリティ アプライアンスは、カプセル化されたパケットを受信してカプセル化を解除
し、それを最終的な宛先に送信することもできます。

セキュリティ アプライアンスが実行する機能は次のとおりです。

• トンネルの確立

• トンネル パラメータのネゴシエーション

• ユーザの認証

• ユーザ アドレスの割り当て

• データの暗号化と復号化

• セキュリティ キーの管理

• トンネルを通したデータ転送の管理

• トンネル エンドポイントまたはルータとしての着信と発信のデータ転送の管理

VPN Tunnel Type
VPN Wizard > VPN Tunnel Type

VPN Tunnel Type パネルでは、定義する VPN トンネルのタイプ（リモート アクセスまたは
LAN-to-LAN）を選択し、リモート IPSec ピアに接続するインターフェイスを特定します。

フィールド

• Site-to-Site：LAN-to-LAN VPN コンフィギュレーションを作成します。 2 つの IPSec セキュリ
ティ ゲートウェイの間で使用します。このゲートウェイには、セキュリティ アプライアンス、
VPN コンセントレータ、またはサイトツーサイト IPSec 接続をサポートする他のデバイスなど
があります。 このオプションを選択すると、VPN ウィザードに、サイトツーサイト VPN で必
要とされるアトリビュートを入力するための一連のパネルが表示されます。
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• Remote Access：モバイル ユーザなどの VPN クライアントへのセキュアなリモート アクセスを
実現するコンフィギュレーションを作成します。 このオプションにより、リモート ユーザは、
中央集中型ネットワーク リソースに安全にアクセスできます。 このオプションを選択すると、
VPN ウィザードに、リモート アクセス VPN で必要とされるアトリビュートを入力するための
一連のパネルが表示されます。

• VPN Tunnel Interface：リモート IPSec ピアとのセキュアなトンネルを確立するインターフェイ
スを選択します。 セキュリティ アプライアンスに複数のインターフェイスがある場合は、この
ウィザードを実行する前に VPN コンフィギュレーションを計画し、セキュアな接続を確立す
る予定のリモート IPSec ピアごとに、使用するインターフェイスを特定しておく必要がありま
す。

• Enable inbound IPSec sessions to bypass interface access lists：セキュリティ アプライアンスによっ
て常に許可される（つまり、インターフェイスの access-list 文をチェックしない）ように、IPSec
認証の着信セッションをイネーブルにします。 着信セッションがバイパスするのは、インター
フェイス ACL のみです。 設定されたグループポリシー、ユーザ、およびダウンロードされた
ACL は適用されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Remote Site Peer
VPN Wizard > Remote Site Peer

Remote Site Peer パネルでは、次のタスクを実行します。

1. この VPN トンネルの終端となるリモート IPSec ピアの IP アドレスを指定する。 

2. リモート ピアのトンネル グループを作成する。

3. 認証方式を選択および設定する。

フィールド

• Peer IP Address：VPN トンネルの終端となるリモート IPSec ピアの IP アドレスを入力します。
ピアは、別のセキュリティ アプライアンス、VPN コンセントレータ、または IPSec をサポート
する他のゲートウェイ デバイスです。

• Authentication Method：リモート サイト ピアは、事前共有キーか証明書のいずれかを使用して
認証します。

－ Pre-shared Key：ローカル セキュリティ アプライアンスとリモート IPSec ピアの間の認証で
事前共有キーを使用する場合にクリックします。

事前共有キーを使用すると、一定数のリモート ピアおよび安定したネットワークとの通信
をすばやく簡単にセットアップできます。 それぞれの IPSec ピアは、セキュアな接続を確
立する相手のピアごとにコンフィギュレーション情報を必要とするため、大規模なネット
ワークではスケーラビリティの問題が生じる場合があります。

IPSec ピアの各ペアは、事前共有キーを交換してセキュアなトンネルを確立する必要があ
ります。 セキュアな方法を使用して、リモート サイトの管理者と事前共有キーを交換して
ください。

－ Pre-shared Key：事前共有キーを入力します。 最大で 127 文字です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ Certificate：ローカル セキュリティ アプライアンスとリモート IPSec ピアの間の認証で証明
書を使用する場合にクリックします。 このセクションを完了するには、あらかじめ CA へ
の登録を済ませ、1 つ以上の証明書をセキュリティ アプライアンスにダウンロードしてお
く必要があります。

デジタル証明書を使用すると、IPSec トンネルを確立するために使用するセキュリティ
キーを効率よく管理できます。 デジタル証明書には、名前、シリアル番号、会社、部門、ま
たは IP アドレスなどの、ユーザまたはデバイスを識別する情報が記述されています。 また
デジタル証明書には、所有者の公開鍵のコピーも含まれています。 
デジタル証明書を使用するには、デジタル証明書を発行する Certification Authority（CA; 認
証局）に各ピアを登録します。 CA は、信頼できるベンダーまたは組織内で設置したプライ
ベート CA の場合もあります。 

2 つのピアが通信する場合は、証明書とデジタル署名されたデータを交換して、相互の認
証を行います。 新しいピアをネットワークに追加する場合は、そのピアを CA に登録しま
す。他のピアが追加の設定を行う必要はありません。

－ Certificate Signing Algorithm：デジタル証明書に署名する場合のアルゴリズムとして、RSA
の場合には rsa-sig を、DSA の場合には dsa-sig を選択します。

－ Trustpoint Name：セキュリティ アプライアンスがリモート ピアに送信する証明書を特定す
る名前を選択します。 このリストには、トラストポイントが、証明書の署名アルゴリズム
リストで先に選択したタイプの証明書と一緒に表示されます。

－ Challenge/response authentication (CRACK)：クライアントが RADIUS などの一般的な方式を
使用して認証を行い、サーバが公開鍵による認証方式を使用している場合に、強力な相互

認証を実現します。 セキュリティ アプライアンスは、Nokia 92xx Communicator Series デバ
イスで Nokia VPN Client を認証するために、IKE オプションとして CRACK をサポートし
ています。

• Tunnel Group Name：名前を入力して、この IPSec 接続のトンネル接続ポリシーを含むレコード
を作成します。 トンネル グループでは、認証、認可、およびアカウンティングの各サーバ、デ
フォルト グループ ポリシー、IKE アトリビュートを指定できます。 この VPN ウィザードで設
定するトンネル グループでは、認証方式を指定し、セキュリティ アプライアンス Default Group
Policy を使用します。

デフォルトにより ASDM は、このボックスに Peer IP Address の値を入力します。 この名前は変
更できます。 最大で 64 文字です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IKE Policy
VPN Wizard >IKE Policy

Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）とも呼ばれる IKE は、2 台のホ
ストで IPSec セキュリティ アソシエーションの構築方法を一致させるためのネゴシエーション プ
ロトコルです。各 IKE ネゴシエーションは、フェーズ 1 とフェーズ 2 と呼ばれる 2 つの部分に分か
れます。

• フェーズ 1 は、以後の IKE ネゴシエーション メッセージを保護する最初のトンネルを作成しま
す。 

• フェーズ 2 は、データを保護するトンネルを作成します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IKE Policy パネルでは、フェーズ 1 IKE ネゴシエーションの条件を設定します。次の項目があります。

• データを保護しプライバシーを守る暗号化方式。

• ピアの ID を確認する認証方式。

• 暗号鍵判別アルゴリズムを強化する Diffie-Hellman グループ。このアルゴリズムを使用して、セ
キュリティ アプライアンスは暗号鍵とハッシュ キーを導出します。

フィールド

• Encryption：フェーズ 2 ネゴシエーションを保護するフェーズ 1 SA を確立するためにセキュリ
ティ アプライアンスが使用する、対称暗号化アルゴリズムを選択します。 セキュリティ アプラ
イアンスは、次の暗号化アルゴリズムをサポートします。

デフォルトの 3DES は DES よりもセキュアですが、暗号化と復号化には、より多くの処理を必
要とします。 同様に、AES オプションによるセキュリティは強力ですが、必要な処理量も増大
します。

• Authentication：認証やデータ整合性の確保のために使用するハッシュ アルゴリズムを選択しま
す。デフォルトは SHA です。MD5 のダイジェストは小さく、SHA よりもわずかに速いとされ
ています。 MD5 は、（きわめて困難ですが）攻撃して破れることが実証されています。 ただし、
セキュリティ アプライアンスで使用される Keyed-Hash Message Authentication Code（HMAC）
バージョンはこの攻撃を防ぎます。 

• DH Group：Diffie-Hellman グループ ID を選択します。2 つの IPSec ピアは、相互に共有秘密情
報を転送することなく共有秘密情報を導出するためにこの ID を使用します。 これはデフォル
トです。Group 2（1024 ビット Diffie-Hellman）では、実行に必要な CPU 時間が少なくなります
が、Group 5（1536 ビット）より安全性が劣ります。 Group 7 は Movian VPN クライアント用で
すが、Group 7（ECC）をサポートするいずれのピアでも使用できます。

（注） VPN 3000 Series Concentrator のデフォルト値は MD5 です。 セキュリティ アプライアンスと VPN
Concentrator の間の接続では、接続の両方の側で、フェーズ 1 と 2 の IKE ネゴシエーションの認証
方式を同じにする必要があります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

アルゴリズム 説明

DES Data Encryption Standard（データ暗号規格）。 56 ビット キーを使用します。

3DES トリプル DES。 56 ビット キーを使用して暗号化を 3 回実行します。

AES-128 Advanced Encryption Standard（高度暗号規格）。 128 ビット キーを使用し
ます。

AES-192 192 ビット キーを使用する AES。

AES-256 256 ビット キーを使用する AES。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シング

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IPSec Encryption and Authentication
VPN Wizard > IPSec Encryption and Authentication

IPSec Encryption and Authentication パネルでは、セキュアな VPN トンネルを作成するフェーズ 2 IKE
ネゴシエーションで使用する暗号化方式と認証方式を選択します。 これらの値は、両方のピアで
まったく同じにする必要があります。

フィールド

• Encryption：VPN トンネルを確立するためにセキュリティ アプライアンスが使用する対称暗号
化アルゴリズムを選択します。 セキュリティ アプライアンスは、暗号化を使用してトンネルを
通過するデータを保護し、プライバシーを守ります。 有効な暗号化方式には、次のものがあり
ます。

デフォルトの 3DES は DES よりもセキュアですが、暗号化と復号化には、より多くの処理を必
要とします。 同様に、AES オプションによるセキュリティは強力ですが、必要な処理量も増大
します。

• Authentication：認証やデータ整合性の確保のために使用するハッシュ アルゴリズムを選択しま
す。デフォルトは SHA です。MD5 のダイジェストは小さく、SHA よりもわずかに速いとされ
ています。 MD5 は、（きわめて困難ですが）攻撃して破れることが実証されています。 ただし、
セキュリティ アプライアンスで使用される Keyed-Hash Message Authentication Code（HMAC）
バージョンはこの攻撃を防ぎます。

（注） VPN 3000 Series Concentrator のデフォルト値は MD5 です。 セキュリティ アプライアンスと VPN
Concentrator の間の接続では、接続の両方の側で、フェーズ 1 とフェーズ 2 の IKE ネゴシエーショ
ンの認証方式を同じにする必要があります。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

暗号化方式 説明

DES Data Encryption Standard（データ暗号規格）。 56 ビット キーを使用します。

3DES トリプル DES。 56 ビット キーを使用して 3 回暗号化します。

AES-128 Advanced Encryption Standard（高度暗号規格）。 128 ビット キーを使用します。

AES-192 192 ビット キーを使用する AES。

AES-256 256 ビット キーを使用する AES。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Local Hosts and Networks
VPN Wizard > Hosts and Networks

 Hosts and Networks パネルでは、この LAN-to-LAN IPSec トンネルを使用してデータを送受信するこ
とができる、ローカルおよびリモートのホストとネットワークを特定します。 ホストとネットワー
クは、IP アドレス、DNS 名、またはグループ ポリシーによって識別できます。 選択に応じて、こ
のパネルの残りのフィールドが変化します。

IPSec に従って動作するには、LAN-to-LAN 接続における両方のピアのホストおよびネットワーク
のエントリが、互換性を持っている必要があります。 このパネルで Local Hosts および Networks と
して設定するホストおよびネットワークは、LAN-to-LAN 接続のリモート サイトにあるデバイスの
Remote Hosts および Networks として設定する必要があります。 ローカルのセキュリティ アプライ
アンスとリモート デバイスには、この LAN-to-LAN 接続で使用する共通のトランスフォーム セッ
トが少なくとも 1 つ必要です。

フィールド

• Source 領域：ローカル ホストとネットワークを設定できます。

－ Type：IP Address、Network Object Group、または Interface IP のいずれかを選択します。

IP Address を選択すると、IP Address フィールドと Netmask フィールドが表示されます。 ホ
ストまたはネットワークの IP アドレスを入力します。 IP アドレスを入力するか、または隣
の ... ボタンをクリックしてホストまたはネットワークを選択します。 IP アドレスのサブ
ネット マスクを選択します。 ホストまたはネットワークの選択に ... ボタンを使用した場合
は、ASDMにより、このボックスの値が自動的に入力されます。
Network Object Group を選択すると、グループ名を指定するための Group Name フィールド
が表示されます。 このオプションでは、トンネルを使用するグループ全体を設定できます。
これらのグループは、Configuration > Features > Building Blocks > Hosts and Networks パネル
で設定します。

Interface IP を選択すると、インターフェイス名を選択するための Interface フィールドが表
示されます。

• Destination 領域：ローカル ホストとネットワークを設定できます。

－ Type：IP Address、Network Object Group、または Interface IP のいずれかを選択します。

IP Address を選択すると、IP Address フィールドと Netmask フィールドが表示されます。 ホ
ストまたはネットワークの IP アドレスを入力します。 IP アドレスを入力するか、または隣
の ... ボタンをクリックしてホストまたはネットワークを選択します。 IP アドレスのサブ
ネット マスクを選択します。 ホストまたはネットワークの選択に ... ボタンを使用した場合
は、ASDMにより、このボックスの値が自動的に入力されます。
Network Object Group を選択すると、グループ名を指定するための Group Name フィールド
が表示されます。 このオプションでは、トンネルを使用するグループ全体を設定できます。
これらのグループは、Configuration > Features > Building Blocks > Hosts and Networks パネル
で設定します。

Interface IP を選択すると、インターフェイス名を選択するための Interface フィールドが表
示されます。

• Exempt ASA side host/network from address translation：トラフィックがアドレス変換なしでセキュ
リティ アプライアンスを通過できるようにします。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Summary
VPN Wizard > Summary

Summary パネルには、この VPN LAN-to-LAN 接続のアトリビュートすべてが設定どおりに表示さ
れます。

フィールド

Back：変更するには、目的のパネルに到達するまで Back をクリックします。 

Finish：コンフィギュレーションが完了したら、Finish をクリックします。ASDM がその LAN-to-LAN
コンフィギュレーションを保存します。 Finish をクリックした後は、VPN ウィザードを使用してこ
のコンフィギュレーションを変更することができなくなります。 ASDM を使用して拡張機能を編集
および設定してください。

Cancel：コンフィギュレーションを削除するには、Cancel をクリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Remote Access Client
VPN Wizard > Remote Access Client

Remote Access Client パネルでは、この接続を使用するリモート アクセス ユーザのタイプを特定し
ます。

フィールド

• Cisco VPN Client Release 3.x or higher, or other Easy VPN Remote product：ここで名前が指定され
たもの以外の互換性のあるソフトウェア クライアントとハードウェア クライアントを含む、
IPSec 接続の場合にクリックします。

• Microsoft Windows client using L2TP over IPSec：パブリック IP ネットワークを経由する、Microsoft
Windows クライアントおよび Microsoft Windows Mobile クライアントからの接続をイネーブル
にします。L2TP は、データのトンネルに PPP over UDP（ポート 1701）を使用します。 次の PPP
認証プロトコルの 1 つ以上をイネーブルにします。

－ PAP：認証中にクリアテキストのユーザ名とパスワードを渡すので、安全ではありません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ CHAP：サーバのチャレンジに対する応答で、クライアントは暗号化された「チャレンジ
とパスワード」およびクリアテキストのユーザ名を返します。このプロトコルは、PAP よ
りセキュアですが、データを暗号化しません。

－ MS-CHAP, Version 1：CHAP と似ていますが、サーバは、CHAP のようなクリアテキスト
のパスワードではなく、暗号化したパスワードだけを保存および比較するので安全です。

－ MS-CHAP, Version 2：MS-CHAP, Version 1 以上のセキュリティ強化機能が含まれています。

－ EAP：EAP をイネーブルにします。これによってセキュリティ アプライアンスは、PPP の
認証プロセスを外部の RADIUS 認証サーバに代行させます。

• Client will send tunnel group name as username@tunnelgroup：セキュリティ アプライアンスが、
L2TP over IPSec 接続を確立する別々のユーザを異なるトンネル グループと関連付けることが
できるようにします。各トンネル グループには、それぞれの AAA サーバ グループと IP アド
レス プールがあるため、ユーザは、各自のトンネル グループに固有の方式で認証を行えます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

VPN Client Authentication Method and Tunnel Group Name
VPN Wizard > VPN Client Authentication Method and Tunnel Group Name

VPN Client Authentication Method and Tunnel Group Name パネルでは、認証方式を設定し、トンネル
グループを作成します。

フィールド

• Authentication Method：リモート サイト ピアは、事前共有キーか証明書のいずれかを使用して
認証します。

－ Pre-shared Key：ローカル セキュリティ アプライアンスとリモート IPSec ピアの間の認証で
事前共有キーを使用する場合にクリックします。 

事前共有キーを使用すると、一定数のリモート ピアおよび安定したネットワークとの通信
をすばやく簡単にセットアップできます。 それぞれの IPSec ピアは、セキュアな接続を確
立する相手のピアごとにコンフィギュレーション情報を必要とするため、大規模なネット
ワークではスケーラビリティの問題が生じる場合があります。

IPSec ピアの各ペアは、事前共有キーを交換してセキュアなトンネルを確立する必要があ
ります。 セキュアな方法を使用して、リモート サイトの管理者と事前共有キーを交換して
ください。

－ Pre-shared Key：事前共有キーを入力します。

－ Certificate：ローカル セキュリティ アプライアンスとリモート IPSec ピアの間の認証で証明
書を使用する場合にクリックします。 このセクションを完了するには、あらかじめ CA へ
の登録を済ませ、1 つ以上の証明書をセキュリティ アプライアンスにダウンロードしてお
く必要があります。

デジタル証明書を使用すると、IPSec トンネルを確立するために使用するセキュリティ
キーを効率よく管理できます。 デジタル証明書には、名前、シリアル番号、会社、部門、ま
たは IP アドレスなどの、ユーザまたはデバイスを識別する情報が記述されています。 また
デジタル証明書には、所有者の公開鍵のコピーも含まれています。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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デジタル証明書を使用するには、デジタル証明書を発行する Certification Authority（CA; 認
証局）に各ピアを登録します。 CA は、信頼できるベンダーまたは組織内で設置したプライ
ベート CA の場合もあります。 

2 つのピアが通信する場合は、証明書とデジタル署名されたデータを交換して、相互の認
証を行います。 新しいピアをネットワークに追加する場合は、そのピアを CA に登録しま
す。他のピアが追加の設定を行う必要はありません。

－ Trustpoint Name：セキュリティ アプライアンスがリモート ピアに送信する証明書を特定す
る名前を選択します。

－ Certificate Signing Algorithm：デジタル証明書に署名する場合のアルゴリズムとして、RSA
の場合には rsa-sig を、DSA の場合には dsa-sig を選択します。

－ Challenge/response authentication (CRACK)：クライアントが RADIUS などの一般的な方式を
使用して認証を行い、サーバが公開鍵による認証方式を使用している場合に、強力な相互

認証を実現します。 セキュリティ アプライアンスは、Nokia 92xx Communicator Series デバ
イスで Nokia VPN Client を認証するために、IKE オプションとして CRACK をサポートし
ています。

• Tunnel Group Name：名前を入力して、この IPSec 接続のトンネル接続ポリシーを含むレコード
を作成します。 トンネル グループでは、認証、認可、およびアカウンティングの各サーバ、デ
フォルト グループ ポリシー、IKE アトリビュートを指定できます。 この VPN ウィザードで設
定するトンネル グループでは、認証方式を指定し、セキュリティ アプライアンス Default Group
Policy を使用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Client Authentication
VPN Wizard > Client Authentication

Client Authentication パネルでは、セキュリティ アプライアンスがリモート ユーザを認証するとき
に使用する方法を選択します。 

フィールド

次のいずれかのオプションを選択します。

• Authenticate using the local user database：セキュリティ アプライアンスの内部の認証方式を使用
する場合にクリックします。 この方式は、ユーザの数が少なくて安定している環境で使用しま
す。 次のパネルでは、セキュリティ アプライアンスに個々のユーザのアカウントを作成できま
す。

• Authenticate using an AAA server group：リモート ユーザ認証で外部サーバ グループを使用する
場合にクリックします。

• AAA Server Group：前に設定した AAA サーバ グループを選択します。

• New ...：新しい AAA サーバ グループを設定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

New Authentication Server Group
VPN Wizard > New Authentication Server Group

New Authentication Server Group パネルでは、新しい AAA サーバを 1 つ以上定義します。

フィールド

サーバを 1 つだけ含む AAA サーバ グループを設定するには、次の情報を入力します。

• Server Group Name：サーバ グループの名前を入力します。 この名前は、このサーバを使用して
認証する対象のユーザに関連付けます。

• Authentication Protocol：サーバで使用する認証プロトコルを選択します。 オプションには、
TACACS+、RADIUS、SDI、NT、および Kerberos などがあります。

• Server IP Address：AAA サーバの IP アドレスを入力します。

• Interface：AAA サーバが常駐するセキュリティ アプライアンスのインターフェイスを選択しま
す。

• Server Secret Key：大文字と小文字が区別される最大 127 文字の英数字キーワードを入力しま
す。 サーバとセキュリティ アプライアンスは、そのキーを使用して両者の間を移動するデータ
を暗号化します。 キーは、セキュリティ アプライアンスとサーバの両方で同じにする必要があ
ります。 スペース以外の特殊文字を使用することができます。

• Confirm Server Secret Key：もう一度秘密鍵を入力します。

この新しいグループにサーバを追加するか、または他の AAA サーバの設定を変更するには、
Configuration > Features > Properties > AAA に移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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User Accounts
VPN Wizard > User Accounts

User Accounts パネルでは、認証を目的として、セキュリティ アプライアンス の内部ユーザ データ
ベースに新しいユーザを追加します。

フィールド

次の情報を入力します。

• User to Be Added：このセクションのフィールドを使用してユーザを追加します。

－ Username：ユーザ名を入力します。

－ Password：（オプション）パスワードを入力します。

－ Confirm Password：（オプション）パスワードを再入力します。

• Add：ユーザ名とオプションのパスワードを入力した後で、データベースにユーザを追加しま
す。

• Username：データベース内のすべてのユーザの名前を表示します。

• Delete：データベースからユーザを削除するには、該当するユーザ名を強調表示させ、Delete を
クリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Address Pool
VPN Wizard > Address Pool

Address Pool パネルでは、セキュリティ アプライアンスがリモート VPN クライアントに割り当てる
ローカル IP アドレスのプールを設定します。

フィールド

• Tunnel Group Name：アドレス プールが適用されるトンネル グループの名前を表示します。 こ
の名前は、VPN Client Tunnel Group Name and Authentication Method パネルで設定したものです。

• Pool Name：アドレス プールの記述 ID を選択します。 セキュリティ アプライアンスは、プール
名をトンネル グループに関連付けます。

• Range Start Address：アドレス プールの開始 IP アドレスを入力します。 

• Range End Address：アドレス プールの終了 IP アドレスを入力します。

• Subnet Mask：（オプション）これらの IP アドレスのサブネット マスクを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Attributes Pushed to Client
VPN Wizard > Attributes Pushed to Client

Attributes Pushed to Client（オプション）パネルでは、DNS サーバと WINS サーバおよびデフォルト
ドメイン名についての情報をリモート アクセス クライアントに渡す動作をセキュリティ アプライ
アンスに実行させます。 

フィールド

リモート アクセス クライアントで使用する情報を入力します。

• Tunnel Group：アドレス プールが適用されるトンネル グループの名前を表示します。 この名前
は、VPN Client Tunnel Group Name and Authentication Method パネルで設定したものです。

• Primary DNS Server：プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

• Secondary DNS Server：セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。

• Primary WINS Server：プライマリ WINS サーバの IP アドレスを入力します。

• Secondary WINS Server：セカンダリ WINS サーバの IP アドレスを入力します。

• Default Domain Name：デフォルトのドメイン名を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Address Translation Exemption
VPN Wizard > Address Translation Exemption

Address Translation Exemption（オプション）パネルでは、アドレス変換が不要なローカル ホスト /
ネットワークを特定します。 デフォルトによりセキュリティ アプライアンスは、ダイナミックまた
はスタティックの Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）を使用して、内
部ホストおよびネットワークの本当の IP アドレスを外部ホストから隠します。 NAT は、信頼でき
ない外部ホストによる攻撃の危険性を最小限に抑えますが、VPN によって認証および保護されてい
るホストに対しては不適切な場合があります。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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たとえば、ダイナミック NAT を使用する内部ホストは、プールから無作為に選択したアドレスと
照合することにより、その IP アドレスを変換させます。 外部ホストからは、変換されたアドレスだ
けが見えるようになります。 本当の IP アドレスにデータを送信することによってこれらの内部ホ
ストに到達しようとするリモート VPN クライアントは、NAT 免除ルールを設定しない限り、これ
らのホストに接続することはできません。

（注） すべてのホストとネットワークを NAT から免除する場合は、このパネルでは何も設定しません。 エ
ントリが 1 つでも存在すると、他のすべてのホストとネットワークは NAT に従います。

フィールド

• Host/Network to Be Added：これらのフィールドに値を入力して、NAT から特定のホストまたは
ネットワークを免除します。

－ IP Address：IP アドレスによってホストとネットワークを特定します。

－ Name：ホスト名によってホストを特定します。 

－ Group：トンネル グループによってホストとネットワークを特定します。 このオプションで
は、トンネルを使用するグループ全体を設定できます。

－ Group：トンネル グループの名前を選択します。

－ Interface：選択したホストまたはネットワークに接続するインターフェイスの名前を選択し
ます。

－ IP address：ホストまたはネットワークの IP アドレスを選択します。 IP アドレスを入力する
か、または隣の ... ボタンをクリックしてネットワーク図を表示し、ホストまたはネット
ワークを選択します。

－ Mask：IP アドレスのサブネット マスクを選択します。

－ Name：ホスト名を選択します。 完全修飾ドメイン名を使用します。

• Add：適切なフィールドへの入力を済ませた後に、ホストまたはネットワークを Selected 
Hosts/Networks リストに追加します。

• Selected Hosts/Networks：NAT から免除されるホストとネットワークを表示します。すべてのホ
ストとネットワークを NAT から免除する場合は、このリストを空のままにします。 

• Enable split tunneling：リモート アクセス クライアントからのパブリック インターネット宛の
トラフィックを暗号化せずに送信する場合に選択します。 スプリット トンネリングにより、保
護されたネットワークのトラフィックが暗号化され、保護されていないネットワークのトラ

フィックは暗号化されません。 スプリット トンネリングをイネーブルにすると、セキュリティ
アプライアンスは、認証後に IP アドレスのリストをリモート VPN クライアントにプッシュし
ます。 リモート VPN クライアントは、セキュリティ アプライアンスの背後にある IP アドレス
へのトラフィックを暗号化します。 他のすべてのトラフィックは、暗号化なしでインターネッ
トに直接送り出され、セキュリティ アプライアンスは関与しません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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27

IKE

IKE は ISAKMP とも呼ばれ、2 台のホストで IPSec セキュリティ アソシエーションの構築方法を一
致させるためのネゴシエーション プロトコルです。 バーチャル プライベート ネットワークのセ
キュリティ アプライアンスを設定するには、システム全体に適用するグローバル IKE パラメータ
を設定します。また、VPN トンネルを確立するためにピアがネゴシエートする IKE ポリシーも作
成します。

証明書グループ照合

証明書グループ照合により、ユーザの証明書を認定者名（DN）のフィールドに基づいて許可グルー
プと照合するためのルールを定義できます。 証明書の任意のフィールドを使用するか、またはすべ
ての証明書ユーザに許可グループを共有させることができます。

証明書のフィールドに基づいてユーザの許可グループを照合するには、グループを照合するフィー

ルドを指定するルールを定義し、選択したグループの各ルールをイネーブルにする必要がありま

す。 グループに適用するルールを作成するには、コンフィギュレーションにあらかじめグループが
存在している必要があります。 グループがコンフィギュレーション内に存在しない場合は、
Configuration > VPN > General > Tunnel Group を使用して定義する必要があります。

ルールの定義が済んだら、証明書グループ照合ポリシーを設定し、証明書ユーザの許可グループの

識別に使用する方法を定義する必要があります。たとえば、ルールからグループを照合する、OU
フィールドからグループを照合する、またはすべての証明書ユーザのデフォルト グループを使用す
るといった方法があります。上記の方法のいずれか、またはすべてを使用できます。

Policy
Configuration > VPN > IKE > Certificate Group Matching > Policy

証明書グループ照合ポリシーでは、証明書ユーザの許可グループを識別するために使用する方法を

定義します。これらの方法のいずれか、またはすべてを使用できます。

フィールド

• Use the configured rules to match a certificate to a group：Rules の下で定義したルールを使用で
きます。

• Use the certificate OU field to determine the group：organizational unit フィールドを使用して、証
明書の照合対象のグループを決定できます。 これは、デフォルトで選択されています。
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• Use the IKE identity to determine the group：Configuration > VPN > IKE > Global Parameters で
事前に定義した ID を使用できます。 IKE ID は、ホスト名、IP アドレス、キー ID、または自動
にすることができます。

• Use the peer IP address to determine the group：ピアの IP アドレスを使用できます。 これは、デ
フォルトで選択されています。

• Default to group：上のいずれの方法によっても一致する結果が得られない場合に使用する、証
明書ユーザのデフォルト グループを選択できます。 これは、デフォルトで選択されています。
Default to group リストで、デフォルト グループをクリックします。 グループは、コンフィギュ
レーションにすでに存在している必要があります。 グループがリストに表示されない場合は、
Configuration > VPN > General > Tunnel Group を使用して定義する必要があります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Rules
Configuration > VPN > IKE > Certificate Group Matching > Rules

Certificate Group Matching Rules パネルでは、コンフィギュレーションにルールを追加したり、コ
ンフィギュレーションのルールを編集または削除したりできます。

証明書のフィールドに基づいてユーザの許可グループを照合するには、グループを照合するフィー

ルドを指定するルールを定義し、選択したグループで各ルールをイネーブルにする必要がありま

す。ルールは 255 文字以下にします。 グループに適用するルールを作成するには、コンフィギュレー
ションにあらかじめグループが存在している必要があります。

1 つのグループに複数のルールを割り当てできます。複数のルールを割り当てるには、まずルール
のプライオリティを追加し、グループ化します。次に、各グループに必要な数だけ基準文を定義し

ます。1 つのグループに複数のルールを割り当てた場合、テストされる最初のルールの照合結果は
一致します。 

ユーザの許可グループを証明書の複数のフィールドに基づいて照合し、それによってすべての基準

が許可グループに割り当てられるユーザと必ず一致するようにするには、複数の照合基準が定義さ

れているルールを 1 つ作成します。 1 つまたは別の基準に基づいてユーザの許可グループを照合し、
それによって基準のいずれかと一致することでグループのメンバーが識別されるようにするには、

複数のルールを作成します。

フィールド

• Map Name：設定された証明書とグループのマップを表示します。 

• Rule Priority：照合基準としてのルールの重要度を表示します。値が小さいほど、プライオリ
ティは高くなります。デフォルト値は 10 です。

• Mapped to Group：ルールのマッピング先となるグループを表示します。 

• Field：ルールで使用する認定者名（Subject または Issuer）のタイプを表示します。

• Component：ルールで使用する認定者名コンポーネントを表示します。 可能性とそれらの定義
のリストについては、Add Certificate Matching Rule Criterion Helpを参照してください。

• Operator：ルールで使用する演算子（Equals、Not Equals、Contains、および Does Not Contain）
を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Value：照合基準となる値を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Certificate Matching Rule

Configuration > VPN > IKE > Certificate Group Matching > Rules > Add/Edit Certificate Matching 
Rule

Add/Edit Certificate Matching Rule ダイアログボックスを使用して、証明書照合ルールを定義します。

フィールド

• Map Existing：ルールを含めるマップの名前を選択します。

• Map New：ルールの新しいマップ名を入力します。

• Rule Priority：このルールのプライオリティ レベルを示す番号を指定します。 最初に定義され
るルールのデフォルトのプライオリティは 10 です。各ルールに一意のプライオリティを指定
する必要があります。値が小さいほど、プライオリティは高くなります。

• Mapped to Group：このルールにマッピングするトンネル グループを選択します。 グループは、
コンフィギュレーションにすでに存在している必要があります。 グループがリストに表示され
ない場合は、Configuration > VPN > General > Tunnel Group を使用して定義する必要がありま
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Certificate Matching Rule Criterion

Configuration > VPN > IKE > Certificate Group Matching > Rules > Add/Edit Certificate Matching 
Rule Criterion

Add/Edit Certificate Matching Rule Criterion ダイアログボックスでは、選択したグループの証明書
照合ルールの基準を設定します。

フィールド

• Field：ルールで使用する認定者名のタイプ（Subject または Issuer）を指定します。認定者名は、
固有性の高いものから一般的なものの順に並んだ ID 階層（CN、OU、O、L、SP、および C）
で構成されています。これらのラベルと略語は、X.500 の用語に準拠しています。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • — —
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－ Subject：証明書を使用するユーザまたはシステム。 CA のルート証明書の場合は、Subject
と Issuer が同じです。

－ Issuer：証明書を発行した CA または他のエンティティ（管轄元）。

• Component：ルールで使用する認定者名コンポーネントを、次の中から選択します。

• Operator：ルールで使用する演算子を選択します。 

－ Equals：認定者名フィールドが値と正確に一致する必要があります。

－ Contains：認定者名フィールドに値が含まれている必要があります。

－ Does Not Equal：識別名フィールドが値と一致しないようにします。

－ Does Not Contain：認定者名フィールドに値が含まれないようにします。

• Value：照合基準とする値を指定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DN フィールド 内容

Whole Field DN 全体。

Country (C) 2 文字の国名略語。 国名コードは、ISO 3166 国名略語に準拠
しています。

Common Name (CN) ユーザ、システム、その他のエンティティの名前。 これは、
ID 階層の最下位（最も固有性の高い）レベルです。

DN Qualifier (DNQ) 特定の DN アトリビュート。

E-mail Address (EA) 証明書を所有するユーザ、システム、またはエンティティの

電子メール アドレス。

Generational Qualifier (GENQ) Jr.、Sr.、または III などの世代修飾子。

Given Name (GN) 証明書所有者の名前（名）。

Initials (I) 証明書所有者の姓と名の最初の文字。

Locality (L) 組織が所在する市町村。

Name (N) 証明書所有者の名前。

Organization (O) 会社、団体、機関、協会、その他のエンティティの名前。

Organizational Unit (OU) 組織内のサブグループ。

Serial Number (SER) 証明書のシリアル番号。

Surname (SN) 証明書所有者の名前（姓）。

State/Province (S/P) 組織が所在する州や県。

Title (T) 証明書所有者の役職（Dr. など）。

User ID (UID) 証明書所有者の ID 番号。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Global Parameters
Configuration > VPN > IKE > Global Parameters

このパネルでは、VPN トンネルを使用する場合のシステム全体の値を設定できます。 次の項では、
各オプションについて説明します。

インターフェイスでの IKE のイネーブル化

VPN トンネルを使用するインターフェイスごとに、IKE をイネーブルにする必要があります。

IPSec over NAT-T のイネーブル化

NAT-T により IPSec ピアは、リモート アクセスと LAN-to-LAN の両方の接続を NAT デバイスを介
して確立できます。NAT-T は UDP データグラムの IPSec トラフィックをカプセル化し、ポート 4500
を使用して、NAT デバイスにポート情報を提供します。NAT-T はすべての NAT デバイスを自動検
出し、必要な場合だけ IPSec トラフィックをカプセル化します。この機能は、デフォルトでディセー
ブルになっています。 

• セキュリティ アプライアンスは、データ交換を行うクライアントに応じて、標準の IPSec、IPSec
over TCP、NAT-T、および IPSec over UDP を同時にサポートできます。

• NAT-T と IPSec over UDP の両方がイネーブルになっている場合、NAT-T が優先されます。

• イネーブルになっている場合、IPSec over TCP は、その他のすべての接続方式よりも優先され
ます。 

セキュリティ アプライアンスによる NAT-T の実装では、次の場合において、単一の NAT/PAT デ
バイスの背後にある IPSec ピアをサポートします。

• LAN-to-LAN 接続。

• LAN-to-LAN 接続または複数のリモート アクセス クライアントのいずれか。ただし、両方を混
在させることはできません。

NAT-T を使用するには、次の手順を実行する必要があります。

• セキュリティ アプライアンスでポート 4500 を開きます。 

• このパネルで、IPSec over NAT-T をグローバルにイネーブルにします。

• Configuration > VPN > IPSec > Pre-Fragmentation パネルで、フラグメンテーション ポリシー
パラメータの 2 番目と 3 番目のオプションを選択します。 これらのオプションにより、トラ
フィックは、IP フラグメンテーションをサポートしていない NAT デバイス間を移動できます。
これによって、IP フラグメンテーションをサポートする NAT デバイスの動作が妨げられるこ
とはありません。

IPSec over TCP のイネーブル化

IPSec over TCP を使用すると、標準 ESP や標準 IKE が機能できない環境、または既存のファイア
ウォール ルールを変更した場合に限って機能できる環境で、VPN クライアントが動作可能になり
ます。IPSec over TCP は TCP パケット内で IKE プロトコルと IPSec プロトコルをカプセル化し、NAT
と PAT の両方のデバイスおよびファイアウォールによりセキュアなトンネリングを実現します。こ
の機能は、デフォルトでディセーブルになっています。 

（注） この機能は、プロキシ ベースのファイアウォールでは動作しません。 
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IPSec over TCP は、リモートアクセス クライアントで動作します。 また、すべての物理インターフェ
イスと VLAN インターフェイスでも動作します。これは、セキュリティ アプライアンス機能のク
ライアントに限られます。LAN-to-LAN 接続では機能しません。

• セキュリティ アプライアンスは、データ交換を行うクライアントに応じて、標準の IPSec、IPSec
over TCP、NAT-Traversal、および IPSec over UDP を同時にサポートできます。

• 1 度に 1 つのトンネルをサポートする VPN 3002 ハードウェア クライアントは、標準の IPSec、
IPSec over TCP、NAT-Traversal、または IPSec over UDP を使用して接続できます。 

• イネーブルになっている場合、IPSec over TCP は他のすべての接続方式よりも優先されます。 

セキュリティ アプライアンスとその接続先のクライアントの両方で IPSec over TCP をイネーブル
にします。 

最大 10 個のポートを指定して、それらのポートに対して IPSec over TCP をイネーブルにできます。
ポート 80（HTTP）やポート 443（HTTPS）などのウェルノウン ポートを入力すると、そのポート
に関連付けられているプロトコルが機能しなくなることを示す警告がシステムに表示されます。そ

の結果、ブラウザを使用して、IKE がイネーブルのインターフェイスからセキュリティ アプライア
ンスを管理することができなくなります。この問題を解決するには、HTTP/HTTPS 管理を別のポー
トに再設定します。 

セキュリティ アプライアンスだけでなく、クライアントでも TCP ポートを設定する必要がありま
す。クライアントの設定には、セキュリティ アプライアンス用に設定したポートを少なくとも 1 つ
含める必要があります。

識別方式の決定

IKE ネゴシエーションでは、ピアが相互に相手を識別する必要があります。この識別方式は、次の
オプションから選択できます。

インバウンド Aggressive モード接続のディセーブル化

フェーズ 1 の IKE ネゴシエーションでは、Main モードと Aggressive モードのいずれかを使用でき
ます。 どちらのモードも同じサービスを提供しますが、Aggressive モードの場合にピア間で必要と
される交換処理は、3 つではなく 2 つだけです。Agressive モードのほうが高速ですが、通信パー
ティの ID は保護されません。 そのため、情報を暗号化するセキュアな SA を確立する前に、ピア間
で ID 情報を交換する必要があります。この機能は、デフォルトでディセーブルになっています。 

接続解除の前にピアに警告する

セキュリティ アプライアンスのシャットダウンまたはリブート、セッション アイドル タイムアウ
ト、最大接続時間の超過、または管理者による停止などのいくつかの理由で、クライアント セッ
ションまたは LAN-to-LAN セッションがドロップすることがあります。 

Address ISAKMP の識別情報を交換するホストの IP アドレスを使用します。
Hostname ISAKMP の識別情報を交換するホストの完全修飾ドメイン名を使用します

（デフォルト）。この名前は、ホスト名とドメイン名で構成されます。

Key ID リモート ピアが事前共有キーの検索に使用する文字列を使用します。 
Automatic 接続タイプによって IKE ネゴシエーションを決定します。

• 事前共有キーの IP アドレス

• 証明書認証の cert DN
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セキュリティ アプライアンスは、（LAN-to-LAN コンフィギュレーションの場合）限定されたピア
である Cisco VPN クライアントと VPN 3002 ハードウェア クライアントに、セッションが接続解除
される直前に通知し、その理由を伝えることができます。アラートを受信したピアまたはクライア

ントは、その理由をデコードしてイベント ログまたはポップアップ パネルに表示します。この機
能は、デフォルトでディセーブルになっています。 

このパネルでは、セキュリティ アプライアンスがそれらのアラートを送信し、接続解除の理由を伝
えることができるように、通知機能をイネーブルにすることができます。

限定されたクライアントとピアには次のものが含まれます。

• アラートがイネーブルになっているセキュリティ アプライアンス デバイス

• バージョン 4.0 以降のソフトウェアを実行している VPN クライアント（設定は不要）

• 4.0 以降のソフトウェアを実行し、アラートがイネーブルになっている VPN 3002 ハードウェア
クライアント

• 4.0 以降のソフトウェアを実行し、アラートがイネーブルになっている VPN 3000 シリーズ コ
ンセントレータ 

リブート前のアクティブ セッションの終了を待機

すべてのアクティブ セッションが自発的に終了した場合に限り、セキュリティ アプライアンスが
リブートするようにスケジュールを設定できます。この機能は、デフォルトでディセーブルになっ

ています。 

フィールド

• Enable IKE：設定されたすべてのインターフェイスの IKE ステータスを表示します。

－ Interface：設定されたすべてのセキュリティ アプライアンスのインターフェイス名を表示
します。

－ IKE Enabled：設定されたインターフェイスごとに IKE がイネーブルになっているかどう
かを示します。

－ Enable/Disables：強調表示されたインターフェイスの IKE をイネーブルまたはディセーブ
ルにします。

• NAT Transparency：IPSec over NAT-T および IPSec over TCP をイネーブルまたはディセーブル
にできます。

－ Enable IPSec over NAT-T：IPSec over NAT-T をイネーブルにする場合に選択します。

－ NAT Keepalive：セキュリティ アプライアンスが NAT-T セッションを終了させるまでに許
容する、トラフィックなしの経過時間を秒数で入力します。デフォルトは、20 秒です。 範
囲は、10 ～ 3600 秒（1 時間）です。

－ Enable IPSec over TCP：IPSec over TCP をイネーブルにする場合に選択します。

－ Enter up to 10 comma-separated TCP port values：IPSec over TCP をイネーブルにするポー
トを最大で 10 ポートまで入力します。 ポート間はカンマで区切ります。 スペースは不要で
す。 デフォルトポートは、10,000、範囲は 1 ～ 65,635 です。 

• Identity to Be Sent to Peer：IPSec のピアがお互いを識別する方法を設定できます。 

－ Identity：IPSec のピアがお互いを識別する方法を、次の中から 1 つ選択します。

Address ホストの IP アドレスを使用します。
Hostname ホストの完全修飾ドメイン名を使用します。この名前は、ホスト名と

ドメイン名で構成されます。

Key ID リモート ピアが事前共有キーの検索に使用する文字列を使用します。 
Automatic 接続タイプ（事前共有キーの IP アドレスまたは証明書認証の cert DN）

によって IKE ネゴシエーションを判断します。
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－ Key Id String：ピアが事前共有キーの検索に使用する英数文字列を入力します。

• Disable inbound aggressive mode connections：Aggressive モードの接続をディセーブルにする場
合に選択します。

• Alert peers before disconnecting：セッションを接続解除する前に、セキュリティ アプライアン
スから限定された LAN-to-LAN ピアとリモートアクセス クライアントに通知する場合に選択
します。

• Wait for all active sessions to voluntarily terminate before rebooting：セキュリティ アプライアン
スにより、すべてのアクティブなセッションが終了するまで、予定されたリブートを延期させ

る場合に選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Policies
Configuration > VPN > IKE > Policies

各 IKE ネゴシエーションは、フェーズ 1 とフェーズ 2 と呼ばれる 2 つの部分に分かれます。

フェーズ 1 は、以後の IKE ネゴシエーション メッセージを保護する最初のトンネルを作成します。
フェーズ 2 は、データを保護するトンネルを作成します。

IKE ネゴシエーションの条件を設定するには、次に示す項目を含む IKE ポリシーを 1 つ以上作成し
ます。

• 一意のプライオリティ（1 ～ 65,543、1 が最高のプライオリティ）。

• ピアの ID を確認する認証方式。

• データを保護し、プライバシーを守る暗号化方式。

• HMAC 方式。送信者の身元を保証し、搬送中にメッセージが変更されていないことを保証しま
す。

• 暗号鍵判別アルゴリズムを強化する Diffie-Hellman グループ。このアルゴリズムを使用して、セ
キュリティ アプライアンスは暗号鍵とハッシュ キーを導出します。

• セキュリティ アプライアンスが暗号鍵を置き換える前に、この暗号鍵を使用する最長時間の制
限。

IKE ポリシーを何も設定しない場合、セキュリティ アプライアンスはデフォルトのポリシーを使用
します。デフォルト ポリシーは常に最下位のプライオリティに設定され、パラメータごとのデフォ
ルト値が含まれています。 特定のパラメータの値を指定しない場合、デフォルト値が適用されます。

IKE ネゴシエーションが開始されると、ネゴシエーションを開始するピアがそのポリシーすべてを
リモート ピアに送信します。リモート ピアは、一致するポリシーがないかどうか、所有するポリ
シーをプライオリティ順に検索します。 

暗号化、ハッシュ、認証、および Diffie-Hellman の値が同じで、SA ライフタイムが送信されたポリ
シーのライフタイム以下の場合には、IKE ポリシー間に一致が存在します。ライフタイムが等しく
ない場合は、（リモート ピア ポリシーからの）短い方のライフタイムが適用されます。一致するポ
リシーがない場合、IKE はネゴシエーションを拒否し、IKE SA は確立されません。

フィールド

• Policies：設定された IKE ポリシーごとのパラメータの設定値を表示します。

－ Priority #：ポリシーのプライオリティを示します。

－ Encryption：暗号化方式を示します。

－ Hash：ハッシュ アルゴリズムを示します。

－ D-H Group：Diffie-Hellman グループを示します。

－ Authentication：認証方式を示します。

－ Lifetime（secs）：SA ライフタイムを秒数で示します。

• Add/Edit/Delete：IKE ポリシーを追加、編集、または削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IKE Policy
Configuration > VPN > IKE > Policies > Add/Edit IKE Policy

フィールド

Priority #：IKE ポリシーのプライオリティを設定する数字を入力します。 範囲は 1 ～ 65,543 で、1
が最高のプライオリティです。

Encryption：暗号化方式を選択します。 これは、2 つの IPSec ピア間で伝送されるデータを保護する
対称暗号化アルゴリズムです。次の中から選択できます。

Hash：データの整合性を保証するハッシュ アルゴリズムを選択します。パケットが、そのパケッ
トに記されている発信元から発信されたこと、また搬送中に変更されていないことを保証します。

Authentication：各 IPSec ピアの ID を確立するためにセキュリティ アプライアンスが使用する認証
方式を選択します。事前共有キーは、拡大するネットワークに応じて柔軟に拡張できるわけではあ

りませんが、小規模ネットワークではセットアップが容易です。 次の選択肢があります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

des 56 ビット DES-CBC。 安全性は低いですが、他の選択肢より高速です。 デフォ
ルト。

3des 168 ビット Triple DES。

aes 128 ビット AES。

aes-192 192 ビット AES。

aes-256 256 ビット AES。

sha SHA-1 デフォルトは SHA-1 です。MD5 は、SHA-1 よりもダイジェスト
が小さく、わずかに速いとされています。しかし、MD5 に対す
る攻撃が成功（これは非常に困難）しても、IKE が使用する
HMAC バリアントがこの攻撃を防ぎます。

md5 MD5

pre-share 事前共有キー。

rsa-sig RSA シグニチャ アルゴリズムによって生成されたキー付きのデジタル証明書。

crack IPSec がイネーブルになっているクライアントの IKE Challenge/Response for
Authenticated Cryptographic Keys プロトコル。証明書以外の認証技術を使用しま
す。
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D-H Group：Diffie-Hellman グループ ID を選択します。この ID は、2 つの IPSec ピアが、相互に共
有秘密情報を転送するのではなく、共有秘密情報を取り出すために使用します。

Lifetime (secs)：Unlimited を選択するか、SA ライフタイムを整数で入力します。デフォルトは 86,400
秒、つまり 24 時間です。 ライフタイムを長くするほど、セキュリティ アプライアンスは以後の IPSec
セキュリティ アソシエーションをより迅速にセットアップします。 暗号強度は、2 ~ 3 分ごとに行わ
れる非常に高速なキーの再生成機能を使用しなくても、セキュリティを確保するのに十分強力で

す。 シスコでは、デフォルトを使用することをお勧めします。

Time Measure：時間基準を選択します。 セキュリティ アプライアンスでは、次の値を使用できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

1 Group 1（768 ビット） これはデフォルトです。Group 2（1024 ビット Diffie-Hellman）
では、実行に必要な CPU 時間が少なくなりますが、Group 2 ま
たは 5 より安全性が劣ります。

2 Group 2（1024 ビット）

5 Group 5（1536 ビット）

7 Group 7（楕円曲線フィール
ドのサイズが 163 ビット）

Group 7 は Movian VPN クライアント用ですが、Group 7（ECC）
をサポートするいずれのピアでも使用できます。

120 ～ 86,400 秒

2 ～ 1440 分

1 ～ 24 時間

1 日

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IP アドレス管理
インターネットワーク接続は、IP アドレスによって実現します。IP アドレスは、送信者と受信者の
両方に接続用の番号が割り当てられている必要があるという点で、電話番号に似ています。 ただし
実際の VPN では、2 つのアドレス セットを使用します。最初のセットは、パブリック ネットワー
クのクライアントとサーバを接続し、その接続が確立されると、2 番目のセットが VPN トンネル経
由でクライアントとサーバを接続します。

セキュリティ アプライアンスのアドレス管理では、この IP アドレスの 2 番目のセットを扱います。
これらのプライベート IP アドレスは、クライアントをトンネル経由でプライベート ネットワーク
上のリソースに接続し、プライベート ネットワークに直接接続されているかのようなクライアント
機能を提供します。また、ここでは、クライアントに割り当てられたプライベート IP アドレスの
みを扱います。プライベート ネットワーク上のその他のリソースに割り当てられた IP アドレスは、
セキュリティ アプライアンスの管理ではなく、ネットワーク管理業務の一部に位置づけられます。

したがって、ここで IP アドレスに言及する場合は、クライアントをトンネルのエンドポイントと
して機能させる、プライベート ネットワークのアドレッシング方式で取得される IP アドレスを意
味します。

Assignment
Configuration > VPN > IP Address Management > Assignment

Assignment パネルでは、IP アドレスをリモートアクセス クライアントに割り当てる方法を選択で
きます。

フィールド

• Use authentication server：認証サーバから取得した IP アドレスをユーザ単位で割り当てる場合
に選択します。IP アドレスが設定された認証サーバ（外部または内部）を使用している場合は、
この方式を使用することを推奨します。 AAA サーバは、Configuration > Properties > AAA Setup
> AAA Servers パネルと AAA Server Group パネルで設定します。

• Use DHCP：DHCP サーバから IP アドレスを取得する場合に選択します。 DHCP を使用する場
合は、Configuration > Properties > DHCP Services > DHCP Server パネルで DHCP サーバを設
定します。

• Use internal address pools：セキュリティ アプライアンスにより、内部で設定されたプールから
IP アドレスを割り当てる場合に選択します。内部的に設定されたアドレス プールは、最も設定
が簡単なアドレス プール割り当て方式です。 この方式を使用する場合は、Configuration > VPN
> IP Address Management > IP Pools パネルで IP アドレス プールを設定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IP Pools 
Configuration > VPN > IP Address Management > IP Pools

IP Pool ボックスには、設定された各アドレス プールが、名前ごとに、それぞれの IP アドレス範囲
（たとえば、10.10.147.100 ～ 10.10.147.177）とともに表示されます。 プールが存在しない場合、ボッ
クスは空です。 セキュリティ アプライアンスは、リストに表示される順番でこれらのプールを使用
します。最初のプールのすべてのアドレスが割り当てられると、次のプールのアドレスが使用され、

以下同様に処理されます。 

ローカルでないサブネットのアドレスを割り当てる場合は、そのようなネットワーク用のルートの

追加が容易になるように、サブネットの境界を担当するプールを追加することを推奨します。

フィールド

• Pool Name：設定された各アドレス プールの名前を表示します。

• Starting Address：設定されたそれぞれのプールで使用可能な最初の IP アドレスを示します。 

• Ending Address：設定されたそれぞれのプールで使用可能な最後の IP アドレスを示します。 

• Subnet Mask：設定されたそれぞれのプールにあるアドレスのサブネット マスクを示します。

• Add：新しいアドレス プールを追加します。

• Edit/Delete：すでに設定されているアドレス プールを編集または削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit IP Pool

Configuration > VPN > IP Address Management > IP Pools  > Add/Edit IP Pool

これらのパネルにより、次の操作を実行できます。

• セキュリティ アプライアンスがクライアントにアドレスを割り当てるときに使用する、IP アド
レスの新しいプールを追加します。 

• 事前に設定した IP アドレス プールを変更します。

プール範囲内の IP アドレスを他のネットワーク リソースに割り当てることはできません。

フィールド

• Name：アドレス プールに英数字の名前を割り当てます。 最大で 64 文字です。

• Starting IP Address：このプールで使用可能な最初の IP アドレスを入力します。 たとえば
10.10.147.100 のように、ドット付き 10 進法表記を使用します。

• Ending IP Address：このプールで使用可能な最後の IP アドレスを入力します。 たとえば
10.10.147.100 のように、ドット付き 10 進数表記を使用します。

• Subnet Mask：IP アドレス プールのサブネット マスクを選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IPSec
最もセキュアなプロトコルであるとされている IPSec は、VPN トンネルの最も完全なアーキテク
チャを提供します。IPSec は、LAN-to-LAN 接続と、クライアントと LAN 間の接続の両方で使用で
きます。

IPSec 用語での「ピア」とは、リモートアクセス クライアントまたは別のセキュアなゲートウェイ
を意味します。 2 つのピアは、IPSec によるトンネルの確立時に、認証、暗号化、カプセル化、およ
びキー管理の方法を決めるセキュリティ アソシエーションをネゴシエートします。 これらのネゴ
シエーションには 2 つのフェーズがあり、最初のフェーズでトンネルを確立（IKE SA）し、2 番目
のフェーズでトンネル内のトラフィックを制御（IPSec SA）します。

IPSec LAN-to-LAN 接続では、セキュリティ アプライアンスは発信側または応答側として機能しま
す。IPSec でのクライアントと LAN の間の接続では、セキュリティ アプライアンスは応答側とし
てだけ機能します。発信側は SA を提案し、応答側は、SA の提案を受け入れるか、拒否するか、ま
たは対案を提示します。すべての動作は、設定された SA パラメータに従って行われます。接続を
確立するには、両方のエンティティで SA が一致する必要があります。

VPN クライアントは、IPSec プロトコルに準拠し、特にセキュリティ アプライアンスと連携して動
作するように設計されています。一方、セキュリティ アプライアンスは、さまざまなプロトコル準
拠クライアントとの IPSec 接続を確立できます。 同様にセキュリティ アプライアンスは、セキュア
ゲートウェイと呼ばれることの多い他のプロトコル準拠 VPN デバイスとの間で LAN-to-LAN 接続
を確立できます。

セキュリティ アプライアンスは、次の IPSec アトリビュートをサポートします。

• 認証でデジタル証明書を使用するときに、フェーズ 1 ISAKMP セキュリティ アソシエーション
をネゴシエートする場合の Main モード

• 認証で事前共有キーを使用するときに、フェーズ 1 ISAKMP セキュリティ アソシエーション
（SA）をネゴシエートする場合の Aggressive モード

• 認証アルゴリズム：

－ ESP-MD5-HMAC-128

－ ESP-SHA1-HMAC-160

• 認証モード：

－ 事前共有キー

－ X.509 デジタル証明書

• Diffie-Hellman Group 1、2、5、および 7

• 暗号化アルゴリズム：

－ AES-128、-192、および -256

－ 3DES-168

－ DES-56

－ ESP-NULL

• 拡張認証（XAuth）

• モード コンフィギュレーション（別名 ISAKMP コンフィギュレーション方式）

• トンネル カプセル化モード

• LZS を使用した IP 圧縮（IPCOMP）
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IPSec Rules
Configuration > VPN > IPSec > IPSec Rules

このペインには、現在設定されている IPSec ルールが表示されます。 このペインで、IPSec ルールを
追加、編集、削除、切り取り、および貼り付けしたり、上下に移動させたりします。

フィールド

（注） 暗黙のルールを編集、削除、またはコピーすることはできません。 セキュリティ アプライアンス
は、ダイナミック トンネル ポリシーが設定されている場合、リモート クライアントからトラフィッ
クの選択提案を暗黙的に受け入れます。 特定のトラフィックを選択することによって、その提案を
無効にすることができます。

• Type: Priority：ルールのタイプ（Static または Dynamic）とそのプライオリティを表示します。

• Traffic Selection

－ #：ルール番号を示します。

－ Source：トラフィックを Remote Side Host/Network カラムのリストにある IP アドレス宛て
に送信するときに、このルールに従う IP アドレスを示します。 詳細モード（Show Detail ボ
タンを参照）では、inside:any のように、any という語を含むインターフェイス名がアドレ
ス カラムのリストに表示されている場合があります。any は、内部インターフェイスのす
べてのホストにルールが適用されることを意味します。

－ Destination：トラフィックが Security Appliance Side Host/Network カラムのリストにある
IP アドレスから送信されるときに、このルールに従う IP アドレスを一覧表示します。 詳細
モード（Show Detail ボタンを参照）では、outside:any のように、any という語を含むイン
ターフェイス名がアドレス カラムのリストに表示されている場合があります。any は、イ
ンターフェイス外部のすべてのホストにルールが適用されることを意味します。さらに詳

細モードでは、アドレス カラムに角カッコで囲まれた IP アドレスが含まれることもあり
ます（[209.165.201.1-209.165.201.30] など）。これらのアドレスは、変換済みアドレスです。
内部ホストが外部ホストへの接続を作成すると、セキュリティ アプライアンスは内部ホス
トのアドレスをプールのアドレスにマッピングします。ホストがアウトバウンド接続を作

成した後、セキュリティ アプライアンスはこのアドレス マッピングを維持します。このア
ドレス マッピング構造は xlate と呼ばれ、一定の時間メモリに保持されます。

－ Service：ルールによって指定されるサービスとプロトコルを指定します（TCP、UDP、
ICMP、または IP）。

－ Action：IPSec ルールのタイプ（保護する、または保護しない）を指定します。

• Transform Set：ルールのトランスフォーム セットを表示します。

• Peer：IPSec ピアを特定します。

• PFS：ルールの Perfect Forward Secrecy（PFS; 完全転送秘密）の設定値を表示します。

• NAT-T Enabled：ポリシーで NAT トラバーサルが有効になっているかどうかを示します。

• Reverse Route Enabled：ポリシーで Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）がイネーブル
になっているかどうかを示します。

• Connection Type：（スタティック トンネル ポリシーの場合にのみ有効）。 このポリシーの接続
タイプとして、bidirectional、originate-only、または answer-only を指定します。

• SA Lifetime：ルールの SA ライフタイムを表示します。

• Trustpoint：ポリシーのトラスト ポイントを表示します。 これは、スタティック接続にのみ適
用されます。

－ Chain Enabled：ポリシーがトラスト ポイント チェーン全体を送信するかどうかを表示し
ます。
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• IKE Negotiation Mode：IKE ネゴシエーションで、Main モードまたは Aggressive モードを使用
するかどうかを表示します。

• Description：（オプション）このルールの簡単な説明を指定します。 既存ルールの場合は、ルー
ルの追加時に入力した説明になります。 暗黙のルールには「Implicit rule」という説明が加えら
れます。暗黙のルール以外のルールの説明を編集するには、このカラムを右クリックして Edit
Description を選択するか、またはカラムをダブルクリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Tunnel Policy (Crypto Map) - Basic

Configuration > VPN > IPSec > IPSec Rules > Add/Edit Rule > Tunnel Policy (Crypto Map) - Basic タブ

このペインでは、IPSec ルールの新しいトンネル ポリシーを定義します。 ここで定義する値は、OK
をクリックした後に IPSec Rules テーブルに表示されます。 すべてのルールは、デフォルトで IPSec
Rules テーブルに表示されるとすぐにイネーブルになります。

Tunnel Policy パネルでは、IPSec（フェーズ 2）セキュリティ アソシエーション（SA）のネゴシエー
トで使用するトンネル ポリシーを定義できます。 ASDM は、ユーザのコンフィギュレーション編集
結果を取り込みますが、Apply をクリックするまでは実行中のコンフィギュレーションに保存しま
せん。

すべてのトンネル ポリシーでは、トランスフォーム セットを指定し、適用するセキュリティ アプ
ライアンス インターフェイスを特定する必要があります。 トランスフォーム セットでは、IPSec の
暗号化処理と復号化処理を実行する暗号化アルゴリズムおよびハッシュ アルゴリズムを特定しま
す。 すべての IPSec ピアが同じアルゴリズムをサポートするとは限らないため、多くのポリシーを
指定して、それぞれに 1 つのプライオリティを割り当てるようにすることもできます。 その後セ
キュリティ アプライアンスは、リモートの IPSec ピアとネゴシエートして、両方のピアがサポート
するトランスフォーム セットを一致させます。

トンネル ポリシーは、スタティックまたはダイナミックにすることができます。 スタティック トン
ネル ポリシーでは、セキュリティ アプライアンスで IPSec 接続を許可する 1 つ以上のリモート
IPSec ピアまたはサブネットワークを特定します。 スタティック ポリシーを使用して、セキュリ
ティ アプライアンスで接続を開始するか、またはリモート ホストから接続要求を受信するかどう
かを指定できます。 スタティック ポリシーでは、許可されるホストまたはネットワークを識別する
ために必要な情報を入力する必要があります。

ダイナミック トンネル ポリシーは、セキュリティ アプライアンスとの接続を開始することを許可
されるリモート ホストについての情報を指定できないか、または指定しない場合に使用します。 リ
モート VPN 中央サイト デバイスとの関係で、セキュリティ アプライアンスを VPN クライアント
としてしか使用しない場合は、ダイナミック トンネル ポリシーを設定する必要はありません。 ダイ
ナミック トンネル ポリシーが最も効果的なのは、リモートアクセス クライアントが、VPN 中央サ
イト デバイスとして動作するセキュリティ アプライアンスからユーザ ネットワークへの接続を開
始できるようにする場合です。 ダイナミック トンネル ポリシーは、リモートアクセス クライアン
トにダイナミックに割り当てられた IP アドレスがある場合、または多くのリモートアクセス クラ
イアントに別々のポリシーを設定しないようにする場合に役立ちます。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Interface：このポリシーを適用するインターフェイス名を選択します。

• Policy Type：このトンネル ポリシーのタイプとして、Static または Dynamic を選択します。

• Priority：ポリシーのプライオリティを入力します。

• Transform Set to Be Added：ポリシーのトランスフォーム セットを選択し、Add をクリックし
てアクティブなトランスフォーム セットのリストに移動します。 Move Up または Move Down
をクリックして、リスト ボックス内でのトランスフォーム セットの順番を入れ替えます。 暗号
マップ エントリまたはダイナミック暗号マップ エントリには、最大で 11 のトランスフォーム
セットを追加できます。

• Peer Settings - Optional for Dynamic Crypto Map Entries：ポリシーのピア設定値を設定します。

－ Connection Type：（スタティック トンネル ポリシーの場合にのみ有効） bidirectional、
originate-only、または answer-only を選択して、このポリシーの接続タイプを指定します。
LAN-to-LAN 接続の場合は、bidirectional または answer-only（originate-only ではない）を選
択します。 LAN-to-LAN 冗長接続の場合は、answer-only を選択します。

－ IP Address of Peer to Be Added：追加する IPSec ピアの IP アドレスを入力します。

• Enable Perfect Forwarding Secrecy：ポリシーの PFS をイネーブルにする場合にオンにします。
PFS は、それぞれの新しい鍵が前のどの鍵とも関係がないという暗号化の概念です。 IPSec ネゴ
シエーションでのフェーズ 2 キーは、PFS を指定しない限りフェーズ 1 に基づいて生成されま
す。

• Diffie-Hellman Group：PFS をイネーブルにする場合は、セキュリティ アプライアンスがセッ
ション キーの生成に使用する Diffie-Hellman グループも選択する必要があります。選択肢は次
のとおりです。

－ Group 1（768 ビット）= PFS を使用し、Diffie-Hellman Group 1 を使用して IPSec セッショ
ン キーを生成します。このときの素数と generator 数は 768 ビットです。 このオプションは
高い安全性を示しますが、より多くの処理オーバーヘッドを必要とします。

－ Group 2（1024 ビット）= PFS を使用し、Diffie-Hellman Group 2 を使用して IPSec セッショ
ン キーを生成します。このときの素数と generator 数は 1024 ビットです。 このオプション
は Group 1 より高い安全性を示しますが、より多くの処理オーバーヘッドを必要とします。

－ Group 5（1536 ビット）

－ Group 7（ECC）= PFS を使用し、Diffie-Hellman Group 7（ECC）を使用して IPSec セッショ
ン キーを生成します。このときの楕円曲線フィールド サイズは 163 ビットです。 このオプ
ションは処理が最も速く、要求されるオーバーヘッドも最小です。 Movian VPN クライアン
トで使用する目的で開発されていますが、Group 7（ECC）をサポートするいずれのピアで
も使用できます。

Tunnel Policy (Crypto Map) - Advanced

Configuration > VPN > IPSec > IPSec Rules > Add/Edit Rule > Tunnel Policy (Crypto Map) - Advanced
タブ

フィールド

• Security Association Lifetime パラメータ：セキュリティ アソシエーション（SA）の期間を設定
します。 このパラメータにより、IPSec SA キーのライフタイムの測定単位を指定します。ライ
フタイムは、IPSec SA が期限切れになるまでの存続期間を示し、新しいキーと再ネゴシエート
する必要があります。

－ Time：時（hh）、分（mm）、および秒（ss）単位で SA のライフタイムを指定します。

－ Traffic Volume：キロバイト単位のトラフィックで SA ライフタイムを定義します。 IPSec
SA が期限切れになるまでのペイロード データのキロバイト数を入力します。 最小値は 100
KB、デフォルト値は 10000 KB、最大値は 2147483647 KB です。

• Enable NAT-T：このポリシーの NAT Traversal（NAT-T）をイネーブルにします。

• Enable Reverse Route Injection：このポリシーの逆ルート注入をイネーブルにします。
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• Static Type Only Settings：スタティック トンネル ポリシーのパラメータを指定します。

－ Trust Point Name：使用するトラスト ポイントを選択します。 デフォルトの None（事前共
有キーを使用）以外の値を選択すると、Enable entire chain transmission チェックボックスが
オンになります。

－ Enable entire chain transmission：トラスト ポイント チェーン全体での伝送をイネーブルに
します。

－ IKE Negotiation Mode：IKE ネゴシエーション モード（Main または Aggressive）を選択し
ます。 このパラメータにより、キー情報の交換と SA のセットアップを行う場合のモードを
設定します。 ネゴシエーションの発信側が使用するモードを設定し、応答側は自動ネゴシ
エーションします。 Aggressive モードは高速で、使用するパケットと交換回数を少なくする
ことができますが、通信パーティの ID は保護されません。Main モードは低速で、パケッ
トと交換回数が多くなりますが、通信パーティの ID を保護します。 このモードはより安全
性が高く、デフォルトで選択されています。 Aggressive を選択すると、Diffie-Hellman Group
リストがアクティブになります。

－ Diffie-Hellman Group：適用する Diffie-Hellman グループを選択します。 Group 1（768 ビッ
ト）、Group 2（1024 ビット）Group 5（1536 ビット）、Group 7（ECC）の中から選択します。

Tunnel Policy (Crypto Map) -Traffic Selection

Configuration > VPN > IPSec > IPSec Rules > Add/Edit Rule > Tunnel Policy (Crypto Map) - Traffic 
Selection タブ

このペインでは、保護するトラフィックを定義できます。

フィールド

• Interface and Action

－ Interface：ルールのインターフェイスを特定します。

－ Action：このルールで実行するアクションを指定します。 選択肢は、protect と do not protect
です。

• Source および Destination：送信元ホストまたはネットワークの IP アドレス、ネットワーク オ
ブジェクト グループ、またはインターフェイス IP アドレスを指定します。 ルールでは、送信元
と宛先の両方で同じアドレスを使用できません。

－ IP Address：続くパラメータが、送信元ホストまたはネットワークのインターフェイス、IP
アドレス、およびサブネット マスクを指定することを示します。

－ Name：続くパラメータが、送信元ホストまたはネットワークの名前を指定することを示し
ます。

－ Group：続くパラメータが、送信元ホストまたはネットワークのインターフェイスとグルー
プ名を指定することを示します。

－ Interface：IP アドレスのインターフェイス名を選択します。 このパラメータは、IP Address
オプション ボタンを選択するときに表示されます。

－ IP address：このポリシーが適用されるインターフェイスの IP アドレスを指定します。 こ
のパラメータは、IP Address オプション ボタンを選択するときに表示されます。

－ ...：Select host/network パネルを表示します。このパネルでは、インターフェイスを選択し、
関連付けられたホストを表示および選択できます。 選択項目は、Add Rule パネルの Source
Host/Network IP address ボックスと Mask ボックスに表示されます。 この選択により、Mask
フィールドにも値が入力されます。 このパラメータは、IP Address オプション ボタンを選
択するときに表示されます。

－ Mask：IP アドレスに適用する標準サブネット マスクを選択します。 このパラメータは、IP
Address オプション ボタンを選択するときに表示されます。

－ Name：送信元または宛先のホストまたはネットワークとして使用するインターフェイス名
を選択します。 このパラメータは、Name オプション ボタンを選択するときに表示されま
す。 これは、このオプションに関連付けられる唯一のパラメータです。
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－ Interface：IP アドレスのインターフェイス名を選択します。 このパラメータは、Group オ
プション ボタンを選択するときに表示されます。

－ Group：送信元または宛先のホストまたはネットワークに指定されたインターフェイスに
存在するグループの名前を選択します。 リストにエントリが何もない場合は、既存グルー
プの名前を入力できます。 このパラメータは、Group オプション ボタンを選択するときに
表示されます。

• Rule Flow Diagram：送信元および宛先のホスト /ネットワーク グループ ボックスでの選択結
果を表示します。

• Protocol and Service：このルールに関連するプロトコル パラメータとサービス パラメータを指
定します。

（注） 「Any - any」IPSec ルールは許可されません。 このタイプのルールにより、デバイスおよびそ
のピアが複数の LAN-to-LAN トンネルをサポートできなくなります。

－ TCP：このルールを TCP 接続に適用することを指定します。 これを選択すると、Source
Port グループ ボックスと Destination Port グループ ボックスも表示されます。

－ UDP：ルールを UDP 接続に適用することを指定します。 これを選択すると、Source Port グ
ループ ボックスと Destination Port グループ ボックスも表示されます。

－ ICMP：ルールを ICMP 接続に適用することを指定します。 これを選択すると、ICMP Type
グループ ボックスも表示されます。

－ IP：このルールを IP 接続に適用することを指定します。 これを選択すると、IP Protocol グ
ループ ボックスも表示されます。

－ Manage Service Groups：Manage Service Groups パネルを表示します。このパネルでは、
TCP/UDP サービス /ポートのグループを追加、編集、または削除できます。

－ Source Port および Destination Port：Protocol and Service グループ ボックスで選択したオプ
ション ボタンに応じて、TCP または UDP ポート パラメータが表示されます。

－ Service：個々のサービスのパラメータを指定しようとしていることを示します。 フィルタ
の適用時に使用するサービス名とブーリアン演算子を指定します。

－ Boolean operator (unlabeled)：Service ボックスで指定したサービスの照合で使用するブーリ
アン条件（equal、not equal、greater than、less than、または range）を一覧表示します。

－ Service (unlabeled)：照合対象のサービス（https、kerberos その他）を特定します。 range サー
ビス演算子を指定すると、このパラメータは 2 つのボックスに変わります。ボックスに、
範囲の開始値と終了値を入力します。

－ ...：サービスのリストを表示します。このリストから、Service ボックスに表示するサービ
スを選択できます。

－ Service Group：送信元ポートのサービス グループの名前を指定しようとしていることを示
します。

－ Service (unlabeled)：使用するサービス グループを選択します。

－ ICMP Type：使用する ICMP タイプを指定します。デフォルトは any です。 ... ボタンをク
リックして、使用可能なタイプのリストを表示します。

• オプション

－ Time Range：既存の時間範囲の名前を指定するか、または新しい範囲を作成します。

－ ...：Add Time Range ペインを表示します。このペインでは、新しい時間範囲を定義できます。

－ Please enter the description below (optional)：ルールについて簡単な説明を入力するための
スペースです。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Pre-Fragmentation
Configuration > VPN > IPSec > Pre-Fragmentation

このパネルでは、任意のインターフェイスの IPSec の Pre-Fragmentation ポリシーと Do-Not-Fragment
（DF）ビット ポリシーを設定します。

IPSec Pre-Fragmentation ポリシーでは、パブリック インターフェイスを介してトラフィックをトン
ネリングするときに、最大伝送ユニット（MTU）の設定を超えるパケットの処理方法を指定しま
す。 この機能により、セキュリティ アプライアンスとクライアントの間のルータまたは NAT デバ
イスが IP フラグメントを拒否またはドロップする場合に対処することができます。 たとえば、クラ
イアントがセキュリティ アプライアンスの背後の FTP サーバに対して FTP get コマンドを実行する
とします。 FTP サーバは、カプセル化されたときにパブリック インターフェイス上のセキュリティ
アプライアンスの MTU サイズを超過するパケットを伝送します。 選択したオプションにより、セ
キュリティ アプライアンスでのこれらのパケットの処理方法が決まります。 事前フラグメンテー
ション ポリシーは、セキュリティ アプライアンスのパブリック インターフェイスから送出される
すべてのトラフィックに適用されます。

セキュリティ アプライアンスは、トンネリングされたすべてのパケットをカプセル化します。 カプ
セル化した後、セキュリティ アプライアンスは、パブリック インターフェイスから送信する前に
MTU の設定値を超えるパケットをフラグメント化します。これがデフォルトのポリシーです。 この
オプションは、フラグメント化されたパケットが、障害なしでトンネル通過を許可される状況で機

能します。 FTP の例では、大きなパケットがカプセル化されてから、IP レイヤでフラグメント化さ
れます。 中間デバイスは、フラグメントをドロップするか、または異常なフラグメントだけをドロッ
プします。 ロードバランシング デバイスが、異常フラグメントを取り入れる可能性があります。

事前フラグメンテーションをイネーブルにすると、セキュリティ アプライアンスは、MTU の設定
値を超えるトンネリングされたパケットをカプセル化する前に、フラグメント化します。 これらの
パケットで DF ビットが設定されている場合、セキュリティ アプライアンスは DF ビットをクリア
し、パケットをフラグメント化してからカプセル化します。 このアクションにより、パブリック イ
ンターフェイスを離れる 2 つの独立した非フラグメント化 IP パケットが作成され、ピア サイトで
再構成される完全なパケットにフラグメントを変換することにより、これらのパケットがピア サイ
トに正常に伝送されます。 ここでの例では、セキュリティ アプライアンスが MTU を無効にし、DF
ビットをクリアすることによってフラグメンテーションを許可します。

（注） いずれのインターフェイスであっても、MTU または Pre-Fragmentation オプションを変更すると、す
べての既存接続が切断されます。 たとえば、パブリック インターフェイスで 100 件のアクティブな
トンネルが終了し、そのときに外部インターフェイスで MTU または Pre-Fragmentation オプション
を変更すると、パブリック インターフェイスのすべてのアクティブなトンネルがドロップされま
す。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Pre-Fragmentation：すべての設定済みインターフェイスごとに、現在の事前フラグメンテー
ションの設定を示します。

－ Interface：設定されたそれぞれのインターフェイスの名前を示します。

－ Pre-Fragmentation Enabled：インターフェイスごとに、事前フラグメンテーションがイネー
ブルになっているかどうかを示します。

－ DF Bit Policy：インターフェイスごとの DF Bit Policy を示します。

• Edit：Edit IPSec Pre-Fragmentation Policy ダイアログボックスを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit IPSec Pre-Fragmentation Policy

Configuration > VPN > IPSec > Pre-Fragmentation > Edit IPSec Pre-Fragmentation Policy

このパネルでは、親パネル（Configuration > VPN > IPSec > Pre-Fragmentation）で選択したイン
ターフェイスの既存の IPSec の事前フラグメンテーション ポリシーと Do-Not-Fragment（DF）ビッ
ト ポリシーを変更します。

フィールド

• Interface：選択したインターフェイスを特定します。 ダイアログボックスを使用してこのパラ
メータを変更することはできません。

• Enable IPSec pre-fragmentation：IPSec の事前フラグメンテーションをイネーブルまたはディ
セーブルにします。 セキュリティ アプライアンスは、カプセル化する前に、MTU の設定を超
えるトンネリングされたパケットをフラグメント化します。 これらのパケットで DF ビットが
設定されている場合、セキュリティ アプライアンスは DF ビットをクリアし、パケットをフラ
グメント化してからカプセル化します。 このアクションにより、パブリック インターフェイス
を離れる 2 つの独立した非フラグメント化 IP パケットが作成され、ピア サイトで再構成され
る完全なパケットにフラグメントを変換することにより、これらのパケットがピア サイトに正
常に伝送されます。

• DF Bit Setting Policy：Do-Not-Fragment ビット ポリシー（Copy、Clear、または Set）を選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Transform Sets
Configuration > VPN > IPSec > Transform Sets

このパネルでは、トランスフォーム セットを表示、追加、または編集します。 トランスフォームは、
データ フローで実行される操作のセットで、データ認証、データ機密性、およびデータ圧縮を実現
します。 たとえば、1 つのトランスフォームは、3DES 暗号化と HMAC-MD5 認証アルゴリズム
（ESP-3DES-MD5）による ESP プロトコルです。

フィールド

• Transform Sets：設定されたトランスフォーム セットを示します。

－ Name：トランスフォーム セットの名前を示します。

－ Mode：トランスフォーム セットのモード（Tunnel）を示します。 このパラメータにより、
ESP 暗号化と認証を適用する場合のモードを指定します。言い換えると、ESP が適用され
ている元の IP パケットの部分を指定します。 Tunnel モードでは、ESP 暗号化と認証が元の
IP パケット全体（IP ヘッダーとデータ）に適用されるため、本来の送信元アドレスと宛先
アドレスが隠されることになります。 

－ ESP Encryption：トランスフォーム セットの Encapsulating Security Protocol（ESP）暗号化
アルゴリズムを示します。 ESP では、データ プライバシー サービス、オプションのデータ
認証、およびリプレイ攻撃防止サービスが提供されます。 ESP は、保護されているデータ
をカプセル化します。

－ ESP Authentication：トランスフォーム セットの ESP 認証アルゴリズムを示します。

• Add：Add Transform Set 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は、新し
いトランスフォーム セットを追加できます。

• Edit：Edit Transform Set 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は、既存
のトランスフォーム セットを変更できます。

• Delete：選択したトランスフォーム セットを削除します。確認されず、やり直しもできません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Transform Set

Configuration > VPN > IPSec > Transform Sets > Add/Edit Transform Set

このパネルでは、トランスフォーム セットを追加または変更します。 トランスフォームは、データ
フローで実行される操作のセットで、データ認証、データ機密性、およびデータ圧縮を実現します。

たとえば、1 つのトランスフォームは、3DES 暗号化と HMAC-MD5 認証アルゴリズム
（ESP-3DES-MD5）による ESP プロトコルです。

フィールド

• Set Name：このトランスフォーム セットの名前を指定します。

• Properties：このトランスフォーム セットのプロパティを設定します。 これらのプロパティは、
Transform Sets テーブルに表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ Mode：トランスフォーム セットのモード（Tunnel）を示します。 このフィールドは、ESP
暗号化と認証を適用する場合のモードを示します。言い換えると、ESP を適用している元
の IP パケットの部分を指定します。 Tunnel モードでは、ESP 暗号化と認証が元の IP パケッ
ト全体（IP ヘッダーとデータ）に適用されるため、本来の送信元アドレスと宛先アドレス
が隠されることになります。 

－ ESP Encryption：トランスフォーム セットの Encapsulating Security Protocol（ESP）暗号化
アルゴリズムを選択します。 ESP では、データ プライバシー サービス、オプションのデー
タ認証、およびリプレイ攻撃防止サービスが提供されます。 ESP は、保護されているデー
タをカプセル化します。

－ ESP Authentication：トランスフォーム セットの ESP 認証アルゴリズムを選択します。

（注） IPSec ESP（Encapsulating Security Payload）プロトコルでは、暗号化と認証の両方の機能が
提供されます。 パケット認証により、データが、データに記述されている送信元から送信さ
れたことを保証します。これは、「データ整合性」とも呼ばれます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 27章      IKE
Load Balancing

27-25
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Load Balancing
Configuration > VPN > Load Balancing

（注） VPN ロードバランシングは、ASA 5520 以降のセキュリティ アプライアンス モデルでのみ機能し
ます。

VPN ロードバランシングには、アクティブな 3DES/AES ライセンスが必要です。セキュリティ ア
プライアンスは、ロードバランシングをイネーブル化する前に、この暗号ライセンスの存在を

チェックします。アクティブな 3DES または AES ライセンスを検出できなかった場合、セキュリ
ティ アプライアンスは、ロードバランシングのイネーブル化を回避し、さらにライセンスがこの
使用を許可していない限り、ロードバランシング システムによる 3DES の内部コンフィギュレー
ションも回避します。

このパネルでは、セキュリティ アプライアンスでのロードバランシングをイネーブルにすることが
できます。ロードバランシングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

• 共通仮想クラスタ IP アドレス、UDP ポート（必要に応じて）、およびクラスタの IPSec 共有秘
密情報を確立することにより、ロードバランシング クラスタを設定する。これらの値は、クラ
スタ内のすべてのデバイスで同一です。

• デバイスでロードバランシングをイネーブル化してデバイス固有のプロパティを定義するこ

とにより、参加デバイスを設定する。これらの値は、デバイスごとに異なります。

リモート クライアント コンフィギュレーションで、複数のセキュリティ アプライアンスが同じ
ネットワークに接続されてリモート セッションを処理している場合、これらのデバイスでセッショ
ン負荷を分担するように設定できます。この機能は、ロードバランシングと呼ばれます。ロードバ

ランシングでは、セッションのトラフィックを負荷が最小のデバイスに割り当てることによって、

すべてのデバイス間に負荷を分散します。これによって、システム リソースが効率的に使用され、
パフォーマンスの向上と高い可用性がもたらされます。

（注） ロードバランシングは、Cisco VPN Client（リリース 3.0 以降）、Cisco VPN 3002 Hardware Client（リ
リース 3.5 以降）、または Easy VPN Client として動作している ASA 5505 によって開始されたリモー
ト セッションでのみ有効です。LAN 間接続を含む他のすべてのクライアントは、ロードバランシ
ングが有効なセキュリティ アプライアンスに接続することはできますが、ロードバランシングに
参加することはできません。

ロードバランシングを実装するには、同じプライベート LAN-to-LAN ネットワークを論理的に仮想
クラスタとしてグループ化します。

仮想クラスタ内のすべてのデバイスはセッション ロードを伝送します。仮想クラスタ内の 1 つのデ
バイスである仮想クラスタ マスターは、着信コールをセカンダリ デバイスと呼ばれる他のデバイ
スに転送します。仮想クラスタ マスターは、クラスタ内のすべてのデバイスを監視し、それぞれの
作業負荷を追跡し、それに応じてセッション負荷を分散します。仮想クラスタ マスタの役割は、1
台の物理デバイスに固定されているのではなく、デバイス間で入れ替わることができます。たとえ

ば、現在の仮想クラスタ マスターが故障すると、クラスタ内のセカンダリ デバイスの 1 つがその
役割を引き継ぎ、即座に新しい仮想クラスタ マスターになります。
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仮想クラスタは、外部のクライアントからは、単一の仮想クラスタ IP アドレスとして認識されま
す。この IP アドレスは、特定の物理デバイスに固定されているわけではありません。これは、現
在の仮想クラスタ マスターに属しているため、仮想です。VPN クライアントが接続を確立しよう
とするとき、この仮想クラスタ IP アドレスにまず接続します。すると仮想クラスタ マスターは、
クラスタ内の最も負荷の小さい利用可能なホストのパブリック IP アドレスをそのクライアントに
送り返します。2 回目のトランザクションで、クライアントは直接そのホストに接続します（この
動作はユーザには透過的です）。このように、仮想クラスタ マスターは、トラフィックを均一かつ
効率的にリソース間に割り当てます。

（注） Cisco VPN Client、Cisco VPN 3002 Hardware Client、または Easy VPN Client として動作している ASA
5505 以外のすべてのクライアントは、通常どおりセキュリティ アプライアンスに直接接続し、仮
想クラスタ IP アドレスを使用しません。

クラスタ内のマシンに障害が発生すると、終了したセッションはただちに仮想クラスタ IP アドレ
スに再接続できます。仮想クラスタ マスターは、次にこのような接続をクラスタ内の他のアクティ
ブ デバイスに割り当てます。仮想クラスタ マスター自体に障害が発生した場合、クラスタ内のセ
カンダリ デバイスがただちに新しい仮想セッション マスターの役割を自動的に引き継ぎます。ク
ラスタ内の複数のデバイスが故障した場合でも、クラスタ内のいずれか 1 つのデバイスが稼働し、
利用可能である限り、ユーザは引き続きそのクラスタに接続できます。

前提条件

ロードバランシングは、デフォルトで無効です。ロードバランシングは明示的に有効にする必要が

あります。

まず、パブリック インターフェイスとプライベート インターフェイスを設定するとともに、仮想
クラスタ IP アドレスの参照先の仮想クラスタ IP のインターフェイスをあらかじめ設定する必要が
あります。

クラスタに参加するすべてのデバイスは、IP アドレス、暗号化設定、暗号鍵、およびポートについ
て、クラスタ固有の値を共有する必要があります。

フィールド

• VPN Load Balancing：仮想クラスタ デバイスのパラメータを設定します。

－ Participate in Load Balancing Cluster：このデバイスがロードバランシング クラスタの参加
デバイスであることを指定します。

－ VPN Cluster Configuration：デバイスのパラメータを設定します。パラメータは、仮想ク
ラスタ全体で同じにする必要があります。すべてのクラスタに同一のクラスタ設定を行う

必要があります。

－ Cluster IP Address：仮想クラスタ全体を表す単一の IP アドレスを指定します。仮想クラス
タ内のすべてのセキュリティ アプライアンスが共有するパブリック サブネットのアドレ
ス範囲内で、IP アドレスを選択します。

－ UDP Port：このデバイスが参加する仮想クラスタの UDP ポートを指定します。デフォル
ト値は 9023 です。他のアプリケーションがこのポートを使用している場合は、ロードバラ
ンシングに使用する UDP 宛先ポート番号を入力します。

－ Enable IPSec Encryption：IPSec 暗号化をイネーブルまたはディセーブルにします。この
チェックボックスをオンにする場合は、共有秘密情報を指定して確認する必要があります。

仮想クラスタ内のセキュリティ アプライアンスは、IPSec を使用して LAN 間トンネル経由
で通信を行います。デバイス間のすべてのロードバランシング情報が暗号化されるように

するには、このチェックボックスをオンにします。
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（注） 暗号化を使用する場合は、ロードバランシングの内部インターフェイスをあらかじめ設定

しておく必要があります。ロードバランシング内部インターフェイスでそのインターフェ

イスがイネーブルになっていない場合、クラスタ暗号化を設定しようと試みるとエラー

メッセージが表示されます。

クラスタの暗号化を設定したときに、ロードバランシングの内部インターフェイスが有効

でも、仮想クラスタのデバイスの参加を設定する前に無効にすると、Participate in Load
Balancing Cluster チェックボックスを選択した時点でエラー メッセージが表示され、クラス
タの暗号化を有効にできません。

－ IPSec Shared Secret：IPSec 暗号化をイネーブルにしてある場合、IPSec ピア間に共有秘密
情報を指定します。ボックスに入力する値は、一連のアスタリスクとして表示されます。

－ Verify Secret：IPSec Shared Secret ボックスに入力された共有秘密情報の値を確認します。

• VPN Server Configuration：この特定のデバイスのパラメータを設定します。

－ Interfaces：パブリック インターフェイスとプライベート インターフェイス、およびそれ
ぞれの関連パラメータを設定します。

－ Public：このデバイスのパブリック インターフェイスの名前または IP アドレスを指定します。

－ Private：このデバイスのプライベート インターフェイスの名前または IP アドレスを指定
します。

－ Priority：クラスタ内のこのデバイスに割り当てるプライオリティを指定します。範囲は 1
～ 10 です。プライオリティは、このデバイスが、起動時または既存のマスターに障害が発
生したときに仮想クラスタ マスターになる可能性を示します。プライオリティを高く設定
すると（たとえば 10）、それに応じてこのデバイスが仮想クラスタ マスターになる可能性
も高くなります。

（注） 仮想クラスタ内のデバイスは異なるタイミングで起動され、最初に電源が投入されたデバ

イスが仮想クラスタ マスターの役割を果たすことになります。 すべての仮想クラスタにマ
スターが必要なため、仮想クラスタ内の各デバイスは、電源が投入される際にクラスタに

仮想マスターが存在するか確認します。 仮想クラスタにマスターが存在しない場合は、その
デバイスがマスターの役割を引き受けます。 後から電源が投入されてクラスタに追加され
るデバイスは、セカンダリ デバイスになります。 仮想クラスタ内のすべてのデバイスの電
源が同時に投入された場合は、最高のプライオリティが設定されているデバイスが仮想ク

ラスタ マスターになります。 仮想クラスタ内の複数のデバイスの電源が同時に投入され、
どのデバイスにも最高のプライオリティが設定されている場合は、最も低い IP アドレスを
持つデバイスが仮想クラスタ マスターになります。

－ NAT Assigned IP Address：このデバイスの IP アドレスが NAT によって変換される IP アド
レスを指定します。NAT を使用しない場合、またはデバイスが NAT を使用するファイア
ウォールの背後にない場合は、0.0.0.0 と入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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NAC
Configuration > VPN > NAC

セキュリティ アプライアンスは、Extensible Authentication Protocol（EAP）over UDP（EAPoUDP）の
メッセージを使用して、リモート ホストのポスチャを確認します。これは、リモート ホストにネッ
トワーク アクセス ポリシーを割り当てる前に、そのホストがセキュリティの必要条件を満たして
いるかどうかを調べることです。セキュリティ アプライアンスでネットワーク アドミッション コ
ントロールを設定する前に、NAC 用に Access Control Server を設定しておく必要があります。 

NAC ウィンドウでは、すべての NAC 通信に適用されるアトリビュートを設定できます。 ウィンド
ウの一番上に表示される次のグローバル アトリビュートは、セキュリティ アプライアンスとリ
モート ホストの間の EAPoUDP メッセージングに適用されます。

• Retransmission Timer：セキュリティ アプライアンスは、EAPoUDP メッセージをホストに送信
するときにこのタイマーを開始します。 ホストからの応答があるとタイマーがクリアされま
す。 応答を受信する前にタイマーが期限切れになると、セキュリティ アプライアンスはメッ
セージを再送信します。 この設定は秒単位です。 1 ～ 60 の範囲で値を入力します。デフォルト
設定は 3 です。

• Hold Timer：セキュリティ アプライアンスは、リモート ホストの NAC セッションを保持状態
にしたときにこのタイマーを開始します。 EAPoUDR Retries に等しい数の EAPoUDP メッセー
ジを送信した後に応答を受信しない場合、セキュリティ アプライアンスは、セッションを保持
状態にします。 セキュリティ アプライアンスは、ACS サーバから Access Reject メッセージを受
信した後にも、このタイマーを開始します。 タイマーが期限切れになると、セキュリティ アプ
ライアンスはリモート ホストとの新しい EAP over UDP アソシエーションの開始を試みます。
この設定は秒単位です。 60 ～ 86400 の範囲で値を入力します。デフォルト設定は 180 です。

• EAPoUDP Retries：セキュリティ アプライアンスが EAP over UDP メッセージを再送信する回
数。 このアトリビュートにより、Retransmission Timer の期限切れに対して送信されるメッセー
ジの連続再試行回数を制限します。 この設定は秒単位です。 1 ～ 3 の範囲で値を入力します。デ
フォルト設定は 3 です。

• EAPoUDP Port：ホストの Cisco Trust Agent（CTA）との EAP over UDP 通信で使用するポート
番号。 この番号は、CTA で設定されているポート番号と一致する必要があります。 1024 ～
65535 の範囲で値を入力します。デフォルト設定は 21862 です。

NAC ウィンドウの Clientless Authentication 領域では、EAPoUDP 要求に応答しないホストの設定値
を設定できます。 CTA が実行されていないホストは、これらの要求に応答しません。

• Enable Clientless Authentication：クライアントレス認証をイネーブルにする場合にオンにしま
す。 セキュリティ アプライアンスは、ユーザ認証要求の形式で、設定されているクライアント
レス ユーザ名とパスワードを Access Control Server に送信します。 次に、ACS はクライアント
レス ホストのアクセス ポリシーを要求します。 このアトリビュートをオフにすると、セキュリ
ティ アプライアンスはクライアントレス ホストのデフォルト ACL を適用します。

• Username：ACS のクライアントレス ホストに設定するユーザ名。デフォルト設定は clientless
です。1 ～ 64 文字の ASCII 文字を入力します。先頭および末尾のスペース、ポンド記号（#）、
疑問符（?）、一重または二重引用符（' と "）、アスタリスク（*）、山カッコ（< と >）は除外します。

• Password：ACS のクライアントレス ホストに設定するパスワード。デフォルト設定は clientless
です。4 ～ 32 文字の ASCII 文字を入力します。

• Confirm Password：確認のために再入力する、ACS のクライアントレス ホストに設定するパス
ワード。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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28

一般的な VPN 設定

バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）とは、インターネットなどのパブリック ネットワー
ク経由でプライベート トラフィックを伝送する仮想回線のネットワークのことです。 VPN は、2 か
所以上の LAN、またはリモート ユーザと LAN を接続できます。 VPN は、すべてのユーザに認証を
義務付け、すべてのデータ トラフィックを暗号化することにより、プライバシーとセキュリティを
確保します。 

この項では、一般的な VPN 設定アトリビュートについて説明します。次の項目を取り上げます。

• Client Update

• Default Tunnel Gateway

• Group Policy

• Browse Time Range

• ACL Manager

• Tunnel Group

• VPN System Options

• Zone Labs Integrity Server

• Easy VPN Remote

• Advanced Easy VPN Properties
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Client Update
Configuration > VPN > General > Client Update

Client Update ウィンドウを使用して、中央にいる管理者は次のアクションを実行できます。

• アップデートをイネーブルにする。アップデートを適用するクライアントのタイプとリビジョ

ン番号を指定する

• アップデートを取得する URL または IP アドレスを提供する

• Windows クライアントの場合に、オプションで VPN クライアント バージョンをアップデート
する必要があることをユーザに通知する 

（注） Configuration > VPN > General > Client Update よりアクセスするクライアント アップデート機能は、
Windows クライアント と VPN 3002 ハードウェア クライアントにだけ適用されます。

Windows クライアントの場合は、アップデートを実行するメカニズムをユーザに提供できます。
VPN 3002 ハードウェア クライアントのユーザの場合、アップデートは通知せずに自動的に行われ
ます。クライアント アップデートは、IPSec リモートアクセス トンネルグループのタイプだけに適
用できます。

（注） IPSec LAN-to-LAN トンネル グループまたは WebVPN トンネル グループを対象にクライアント
アップデートを実行しようとしても、エラー メッセージは受信されず、アップデート通知やクラ
イアント アップデートはそれらのトンネル グループに届きません。

特定のクライアント タイプのすべてのクライアントに対してクライアント アップデートをグロー
バルにイネーブルにするには、このウィンドウを使用します。 また、このウィンドウから、アップ
グレードが必要であることをすべての Windows クライアントに通知し、すべての VPN 3002 ハード
ウェア クライアントのアップグレードを開始することもできます。 アップデートの適用先クライ
アント リビジョンと、アップデートのダウンロード元 URL または IP アドレスを設定するには、Edit
をクリックします。

特定のトンネル グループのクライアント アップデート リビジョンとソフトウェア アップデート
ソースを設定するには、Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit > IPSec タブ > Client
VPN Software Update テーブルを参照してください。

フィールド

• Enable Client Update：すべてのトンネル グループと特定のトンネル グループの両方を対象にク
ライアント アップデートをイネーブルまたはディセーブルにします。 クライアント アップ
デートをイネーブルにしてから、クライアント アップデート通知を Windows VPN クライアン
トに送信、またはハードウェア クライアントの自動アップデートを開始します。 

• Client Type：アップグレードするクライアント（ソフトウェアまたはハードウェア）を一覧表
示します。ソフトウェア クライアントの場合には、すべての Windows クライアントまたはサ
ブセットを表示します。 All Windows Based をクリックした場合には、Windows 95、98 または
ME と Windows NT、2000 または XP を個別に指定しません。 ハードウェア クライアントは、
ASA 5505 ソフトウェアまたは VPN 3002 ハードウェア クライアントのリリースと一緒にアッ
プデートされます。
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• VPN Client Revisions：このクライアントに合ったソフトウェア イメージ リビジョンのカンマ区
切りリストを格納しています。 ユーザのクライアント リビジョン番号が、指定されているリビ
ジョン番号のいずれかと一致している場合には、クライアントを更新する必要はありません。

Windows ベースのクライアントの場合には、アップデート通知を受信しません。 次の警告が適
用されます。

－ リビジョン リストには、このアップデートのソフトウェア バージョンが記載されている必
要があります。 

－ 自分のエントリが、VPN クライアントの場合には URL と、ハードウェア クライアントの
場合には TFTP サーバと正確に一致する必要があります。

－ ハードウェア クライアント イメージを配布するための TFTP サーバは堅牢である必要が
あります。

－ VPN クライアント ユーザは、一覧表示されている URL から適切なソフトウェア バージョ
ンをダウンロードする必要があります。

－ VPN 3002 ハードウェア クライアント ソフトウェアは、ユーザに通知することなく、自動
的に TFTP 経由でアップデートされます。

• Image URL：ソフトウェア イメージのダウンロード元 URL または IP アドレスを格納していま
す。必ず、このクライアントに適したファイルのある URL を指定してください。 Windows ベー
スのクライアントの場合、URL は http:// または https:// という形式にする必要があります。 ハー
ドウェア クライアントの場合、URL は tftp:// という形式にする必要があります。

－ Windows ベースの VPN クライアントの場合：VPN クライアント通知で Launch ボタンをア
クティブにするには、URL に、HTTP または HTTPS というプロトコル情報と、アップデー
トを格納するサイトのサーバ アドレスが記載されている必要があります。 URL の形式は、
http(s)://サーバ _アドレス :ポート /ディレクトリ /ファイル名です。 DNS サーバが設定済
みの場合、IP アドレスまたはホスト名のどちらもサーバ アドレスとして使用できます。次
の例を参考にしてください。

http://10.10.99.70/vpnclient-win-4.6.Rel-k9.exe

ディレクトリはオプションです。 ポート番号は、80 以外の HTTP ポート、443 以外の HTTPS
ポートを使用する場合にだけ必要です。 

－ ハードウェア クライアントの場合、URL の形式は、tftp://サーバ _アドレス /ディレクト
リ /ファイル名です。 DNS サーバが設定済みの場合、IP アドレスまたはホスト名のどちら
もサーバ アドレスとして使用できます。次の例を参考にしてください。

tftp://10.1.1.1/vpn3002-4.1.Rel-k9.bin
• Edit：Edit Client Update Entry ダイアログボックスを開きます。このボックスを使用して、クラ
イアント アップデート パラメータを設定または変更できます。「Edit Client Update Entry」を参
照してください。

• Live Client Update：現在接続中のすべての VPN クライアント、または選択したトンネル グルー
プにアップグレード通知メッセージを送信します。

－ Tunnel Group：すべてまたは特定のトンネル グループをアップデートの対象として選択し
ます。

－ Update Now：アップグレード通知をただちに送信します。この通知には、選択したトンネ
ル グループまたは接続中のすべてのトンネル グループ内で現在接続中の Windows VPN ク
ライアントを対象とするアップデート済みソフトウェアの取得場所を指定する URL が記
載されています。 メッセージには、ソフトウェアの新バージョンをダウンロードする場所
が記載されています。 その VPN クライアントの管理者は、新しいソフトウェア バージョン
を取得し、VPN クライアント ソフトウェアをアップデートできます。

VPN 3002 ハードウェア クライアントの場合、アップグレードは通知せずに自動的に行わ
れます。 

アップグレードを実行するには、ウィンドウ内の Enable Client Update を選択する必要があ
ります。 接続していないクライアントは、アップグレード通知を受信するか、次回ログオ
ンしたときに自動的にアップグレードされます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit Client Update Entry
Configuration > VPN > General > Client Update > Edit Client Update Entry

Edit Client Update ダイアログボックスを使用して、表示されたクライアント タイプの VPN クライ
アント リビジョンと URL に関する情報を変更できます。 クライアントは、表示されたクライアン
ト タイプ用として指定されているいずれかのリビジョンを実行している必要があります。 該当す
るリビジョンを実行していないと、そのクライアントは、アップグレードが必要であると通知され

ます。

フィールド

• Client Type：（表示のみ）編集対象として選択したクライアント タイプを表示します。

• VPN Client Revisions：このクライアントに合ったソフトウェアまたはファームウェア イメージ
のカンマ区切りリストを入力できます。ユーザのクライアント リビジョン番号が、指定されて
いるリビジョン番号のいずれかと一致している場合は、クライアントを更新する必要はありま

せん。クライアントがリストにあるソフトウェア バージョンを実行していなくても、更新は正
しく実行されます。 Windows ベースの VPN クライアントのユーザは、一覧表示されている URL
から適切なソフトウェア バージョンをダウンロードする必要があります。 VPN 3002 ハード
ウェア クライアント ソフトウェアは、自動的に TFTP 経由でアップデートされます。

• Image URL：ソフトウェアまたはファームウェア イメージの URL を指定できます。必ず、こ
のクライアントに適したファイルのある URL を指定してください。 

－ Windows ベースの VPN クライアントの場合は、URL に、HTTP または HTTPS というプロ
トコル情報と、アップデートを格納するサイトのサーバ アドレスが記載されている必要が
あります。 URL の形式は、http(s)://サーバ _アドレス :ポート /ディレクトリ /ファイル名
です。 DNS サーバが設定済みの場合、IP アドレスまたはホスト名のどちらもサーバ アドレ
スとして使用できます。次の例を参考にしてください。

http://10.10.99.70/vpnclient-win-4.6.Rel-k9.exe

ディレクトリはオプションです。 ポート番号は、80 以外の HTTP ポート、443 以外の HTTPS
ポートを使用する場合にだけ必要です。

－ ハードウェア クライアントの場合、URL の形式は、tftp://サーバ _アドレス /ディレクト
リ /ファイル名です。 DNS サーバが設定済みの場合、IP アドレスまたはホスト名のどちら
もサーバ アドレスとして使用できます。次の例を参考にしてください。

tftp://10.1.1.1/vpn3002-4.1.Rel-k9.bin

ディレクトリはオプションです。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Default Tunnel Gateway
Configuration > VPN > General > Default Tunnel Gateway

デフォルトのトンネル ゲートウェイを設定するには、このウィンドウにある Static Route リンクを
クリックします。 Configuration > Routing > Routing > Static Route ウィンドウが開きます。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Group Policy
Configuration > VPN > General > Group Policy

Group Policy ウィンドウを使用して、VPN グループ ポリシーを管理できます。 VPN グループ ポリ
シーは、デバイスの内部（ローカル）または外部の RADIUS または LDAP サーバに格納されている
ユーザ指向のアトリビュートと値のペアのセットです。VPN グループ ポリシーを設定することに
よって、個別のグループまたはユーザ名レベルで設定しなかったアトリビュートをユーザが継承す

るようにできます。デフォルトでは、VPN ユーザにグループ ポリシー アソシエーションはありま
せん。グループ ポリシー情報は、VPN トンネル グループおよびユーザ アカウントで使用されます。

「子」のウィンドウ、タブ、およびダイアログボックスを使用して、デフォルト グループ パラメー
タを設定できます。これらのパラメータは、すべてのグループおよびユーザに共通であると考えら

れ、これによって設定タスクが効率化されます。グループはデフォルト グループからパラメータを
「継承」でき、ユーザはグループまたはデフォルト グループからパラメータを「継承」できます。
これらのパラメータは、グループおよびユーザを設定するときに上書きできます。

Add ダイアログボックスをクリックすると、新しい内部グループ ポリシーを作成するか、外部の
RADIUS または LDAP サーバに格納される外部グループ ポリシーを作成するかを選択できる小さ
なメニューが表示されます。Add Internal Group Policy ウィンドウと Edit Group Policy ウィンドウの
どちらにも、6 つのタブ付きセクションがあります。WebVPN タブをクリックすると、6 つの追加
タブが表示されます。それぞれのタブをクリックすると、パラメータが表示されます。タブ間を移

動するとき、セキュリティ アプライアンスは新しい設定を保持します。すべてのタブ付きセクショ
ンでパラメータの設定を完了したら、OK または Cancel をクリックします。

これらのダイアログボックスで、次の種類のパラメータを設定します。

• 全般的なパラメータ：プロトコル、フィルタリング、接続設定、サーバ

• IPSec パラメータ：IP セキュリティ トンネリング プロトコルのパラメータおよびクライアント
アクセス ルール

• クライアント設定パラメータ：バナー、パスワード保管、スプリットトンネリング ポリシー、
デフォルト ドメイン名、IPSec over UDP、バックアップ サーバ

• クライアント ファイアウォール パラメータ：VPN クライアント パーソナル ファイアウォール
の要件

• ハードウェア クライアント パラメータ：インタラクティブ ハードウェア クライアントおよび
個別のユーザ認証、ネットワーク拡張モード

• WebVPN パラメータ：SSL VPN アクセス

これらのパラ メータを設定する前に、 次の項目を設定する必要があ り ます。

• アクセス時間

• ルールとフィルタ

• IPSec セキュリティ アソシエーション

• フィルタリングおよびスプリット トンネリング用のネットワーク リスト

• ユーザ認証サーバ（特に、内部認証サーバ）

フィールド

• Group Policy：現在設定されているグループ ポリシーが一覧表示されているテーブルと、VPN
グループ ポリシーを管理するための Add、Edit、および Delete ボタンがあります。

－ Name：現在設定されているグループ ポリシーの名前を一覧表示します。

－ Type：現在設定されている各グループ ポリシーのタイプを一覧表示します。

－ Tunneling Protocol：現在設定されている各グループ ポリシーが使用するトンネリング プロ
トコルを一覧表示します。
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－ AAA Server Group：現在設定されている各グループ ポリシーが属する AAA サーバ グルー
プが存在すれば、一覧表示します。

－ Add：Add Group Policy ダイアログボックスを表示します。このボックスを使用して、新し
い AAA グループ ポリシーをリストに追加できます。 この画面には、7 つのタブ付きセク
ションがあります。それぞれのタブをクリックすると、パラメータが表示されます。タブ

間を移動するとき、ASDM は新しい設定を保持します。すべてのタブ付きセクションでパ
ラメータの設定を完了したら、Apply または Cancel をクリックします。

－ Edit：Edit Group Policy ダイアログボックスを表示します。このボックスを使用して、既存
の AAA グループ ポリシーを修正できます。

－ Delete：AAAグループ ポリシーをリストから削除します。確認されず、やり直しもできま
せん。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit External Group Policy

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add > External Group Policy > Add or Edit External
Group Policy

Add or Edit External Group Policy ダイアログボックスを使用して、外部グループ ポリシーを設定で
きます。

フィールド

• Name：追加または変更するグループ ポリシーを特定します。 Edit External Group Policy の場合、
このフィールドは表示のみです。

• Server Group：このポリシーの適用先として利用できるサーバ グループを一覧表示します。

• Password：このサーバ グループ ポリシーのパスワードを指定します。

• New：新しい RADIUS サーバ グループまたは新しい LDAP サーバ グループを作成するかどう
かを選択できるダイアログボックスを開きます。どちらの場合も Add AAA Server Group ダイア
ログボックスが開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add AAA Server Group

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > External Group Policy > New > RADIUS 
Server Group/New LDAP Server Group > Add AAA Server Group

Add AAA Server Group ダイアログボックスを使用して、新しい AAA サーバ グループを設定できま
す。Accounting Mode アトリビュートは、RADIUS および TACACS+ プロトコルにのみ適用されます。

フィールド

• Server Group：サーバ グループの名前を指定します。

• Protocol：（表示のみ）RADIUS サーバ グループか、LDAP サーバ グループかを示します。

• Accounting Mode：同時アカウンティング モードか単一アカウンティング モードかを示します。
単一モードでは、セキュリティ アプライアンスはアカウンティング データを 1 つのサーバに
のみ送信します。同時モードでは、セキュリティ アプライアンスはアカウンティング データ
をグループ内のすべてのサーバに送信します。Accounting Mode アトリビュートは、RADIUS お
よび TACACS+ プロトコルにのみ適用されます。

• Reactivation Mode：障害が発生したサーバを再アクティブ化する方法を Depletion または Timed
再アクティブ化モードから指定します。Depletion モードでは、障害が発生したサーバは、グ
ループ内のサーバのすべてが非アクティブになった場合にだけ再アクティブ化されます。

Timed モードでは、障害が発生したサーバは 30 秒の停止時間の後で再アクティブ化されます。

• Dead Time：Depletion モードで、グループの最後のサーバがディセーブルになってから、すべ
てのサーバを次に再度イネーブルにするまでの経過時間を分単位（0 ～ 1440）で指定します。
デフォルト値は 10 分です。このフィールドは、Timed モードでは使用できません。

• Max Failed Attempts：応答しないサーバが非アクティブであると宣言するまでの失敗接続試行
回数を指定します（1 ～ 5 の整数）。デフォルト値は 3 回です。

Add/Edit Internal Group Policy > General タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > General タブ

Add or Edit Group Policy ウィンドウの General タブを使用して、追加または修正するグループ ポリ
シーのトンネリング プロトコル、フィルタ、接続設定、およびサーバを指定できます。このウィン
ドウの各フィールドで、Inherit チェックボックスを選択すると、対応する設定の値をデフォルト グ
ループ ポリシーから取得できます。

フィールド

• Inherit：（複数のインスタンス）対応する設定の値をデフォルト グループ ポリシーから取得で
きます。 このタブのアトリビュートすべてのデフォルト値です。

• Tunneling Protocols：このグループが使用できるトンネリング プロトコルを指定します。ユーザ
は、選択されているプロトコルのみを使用できます。選択肢は次のとおりです。

－ IPSec：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。IPSec は、LAN 間（ピアツーピア）
接続と、クライアントと LAN の接続の両方で使用できます。 

－ WebVPN：SSL/TLS を利用する VPN。 Web ブラウザを使用して、セキュリティ アプライア
ンスへのセキュアなリモートアクセス トンネルを確立します。ソフトウェア クライアント
もハードウェア クライアントも不要です。WebVPN 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。
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－ L2TP over IPSec：いくつかの一般的な PC およびモバイル PC オペレーティング システム
に付属する VPN クライアントを使用して、パブリック IP ネットワークを介して、セキュ
リティ アプライアンス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。 L2TP は、PPP over UDP（ポート 1701）を使用して、データをトンネ
リングします。セキュリティ アプライアンスは、IPSec 転送モード用に設定する必要があ
ります。

（注） プロトコルを選択しなかった場合、エラー メッセージが表示されます。

• Filter：使用するフィルタを指定するか、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。フィルタは、セキュリティ アプライアンス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。 フィルタとルールを設定する場合は、

Configuration > Features > VPN > VPN General > Group Policy ウィンドウを参照してください。

• Manage：アクセス コントロール リスト（ACL）と拡張アクセス コントロール リスト（ACE）
を追加、編集、および削除できる ACL Manager ウィンドウを表示します。 ACL Manager の詳細
については、そのウィンドウのオンライン ヘルプを参照してください。

• Connection Settings：接続設定パラメータを指定します。

－ Access Hours：Inherit チェックボックスがオフである場合、このユーザに適用される既存の
アクセス時間ポリシーが存在する場合にはその名前を選択でき、存在しない場合には、新

しいアクセス時間ポリシーを作成できます。 デフォルト値は Inherit ですが、Inherit チェッ
クボックスがオフである場合のデフォルト値は --Unrestricted-- です。 

－ Manage：Browse 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
は、時間範囲を追加、編集、または削除できます。

－ Simultaneous Logins：Inherit チェックボックスがオフである場合、このパラメータは、この
ユーザに許可される同時ログインの最大数を指定します。 デフォルト値は 3 です。最小値
は 0 で、この場合は、ログインをディセーブルにし、ユーザ アクセスを阻止します。

（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恐れがあります。

－ Maximum Connect Time：Inherit チェックボックスがオフである場合、このパラメータは、
ユーザの最大接続時間を分単位で指定します。 この時間が終了すると、接続が終了します。
最小時間は 1 分で、最大時間は 35791394 分（4000 年以上）です。 接続時間を無制限にする
には、Unlimited を選択します（デフォルト）。

－ Idle Timeout：Inherit チェックボックスがオフである場合、このパラメータは、ユーザのア
イドル タイムアウト時間を分単位で指定します。その期間中にユーザの接続上で通信アク
ティビティがなかった場合、接続が終了します。最小時間は 1 分で、最大時間は 10080 分
です。デフォルトは 30 分です。 接続時間を無制限にするには、Unlimited を選択します。 こ
の値は、WebVPN ユーザには適用されません。

• Servers：DNS、WINS サーバ、および DHCP スコープを設定します。

－ DNS Servers：使用する DNS サーバを指定します。 Inherit を選択解除した場合には、それぞ
れのボックスで、プライマリおよびセカンダリ DNS サーバを指定できます。

－ WINS Servers：使用する WINS サーバを指定します。 Inherit を選択解除した場合には、それ
ぞれのボックスで、プライマリおよびセカンダリ WINS サーバを指定できます。

－ DHCP Scope：DHCP スコープを指定します。これは、このグループ ポリシーのユーザにア
ドレスを割り当てるときにセキュリティ アプライアンス DHCP サーバが使用する IP アド
レスの範囲です。 Inherit を選択解除した場合には、このボックスでスコープを入力できま
す。 
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Browse Time Range
このパネルに移動するパスは数種類あります。

Browse Time Range ダイアログボックスを使用して、時間範囲を追加、編集、または削除します。 時
間範囲とは、グループ ポリシーに適用できる開始および終了時刻を定義する、再利用可能なコン
ポーネントのことです。 時間範囲を定義した後、その時間範囲を選択し、スケジューリングが必要
な各種オプションに適用できます。 たとえば、アクセスリストを時間範囲に添付して、セキュリティ
アプライアンスへのアクセスを制限できます。 時間範囲は、開始時刻、終了時刻、およびオプショ
ンの繰り返し（つまり定期的な）エントリで構成されます。 時間範囲の詳細については、Add or Edit
Time Range ダイアログボックスのオンライン ヘルプを参照してください。

フィールド

• Add：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は、新しい
時間範囲を作成できます。

（注） 時間範囲を作成しても、デバイスへのアクセスは制限されません。

• Edit：Edit 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は、既存の
時間範囲を修正できます。 このボタンは、Browse Time Range テーブルから既存の時間範囲を選
択した場合にだけアクティブになります。

• Delete：選択した時間範囲を Browse Time Range テーブルから削除します。 この処理は、確認さ
れず、やり直しもできません。

• Name：時間範囲の名前を指定します。

• Start Time：時間範囲の始まる時期を指定します。

• End Time：時間範囲が終了する時期を指定します。

• Recurring Entries：指定した開始時刻と停止時刻の範囲内でアクティブな時間の追加制限を指定
します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Add/Edit Time Range
このパネルに移動するパスは数種類あります。

Add or Edit Time Range ダイアログボックスを使用して、新しい時間範囲を設定できます。

フィールド

• Time Range Name：この時間範囲に割り当てる名前を指定します。

• Start Time：時間範囲を開始する時刻を定義します。

－ Start now：時間範囲がただちに開始されるように指定します。

－ Start at：時間範囲を開始する月、日、年、時間、および分を選択します。

• End Time：時間範囲を終了する時刻を定義します。

－ Never end：時間範囲でエンド ポイントを定義しないように指定します。

－ End at (inclusive)：時間範囲を終了する月、日、年、時間、および分を選択します。

• Recurring Time Ranges：時間範囲がアクティブである場合に、開始時刻から終了時刻までの範
囲内でアクティブな時間を制限します。 たとえば、開始時刻が Start now で終了時刻が Never end
であり、月曜日から金曜日までの毎日 8:00 AM ～ 5:00 PM を有効な時間範囲とする場合には、
繰り返し時間範囲を、平日の 08:00 ～ 17:00 までアクティブになるように設定します。

• Add：Add Recurring 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、
繰り返し時間範囲を設定できます。

• Edit：Edit Recurring 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、
繰り返し時間範囲を修正できます。

• Delete：選択した繰り返し時間範囲を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Recurring Time Range
このパネルに移動するパスは数種類あります。

Add or Edit Recurring Time Range ダイアログボックス を使用して、繰り返し時間範囲を設定または
修正できます。

フィールド

• Specify days of the week and times on which this recurring range will be active：Days of week 領域の
オプションを使用可能にします。 たとえば、時間範囲を毎週月曜日から木曜日の 08:00 ～ 16:59
の間のみアクティブにする場合にこのオプションを使用します。

－ Days of week：この繰り返し時間範囲に含める曜日を選択します。 可能なオプションは、
Every day、Weekdays、Weekends、および On these days of week です。 On these days of week
については、範囲に入れる曜日ごとにチェックボックスをオンにします。

－ Daily Start Time：選択した各曜日に繰り返し時間範囲をアクティブにする場合に、時間と
分を 24 時間形式で指定します。

－ Daily End Time (inclusive)：選択した各曜日に繰り返し時間範囲をアクティブにする場合に、
時間と分を 24 時間形式で指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Specify a weekly interval when this recurring range will be active：Weekly Interval 領域のオプション
を使用可能にします。 範囲は終了時刻まで拡張されます。 この領域の時間は、すべて 24 時間形
式です。 たとえば、時間範囲を月曜日から金曜日の 8:00 AM ～ 4:30 PM の間で連続的にアクティ
ブにする場合にこのオプションを使用します。

－ From：毎週の時間範囲を開始する日、時間、および分を選択します。

－ Through：毎週の時間範囲を終了する日、時間、および分を選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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ACL Manager
このパネルに移動するパスは数種類あります。

ACL Manager ダイアログボックスを使用してアクセス コントロール リスト（ACL）を定義するこ
とにより、特定のホストまたはネットワークから別のホストまたはネットワークへのアクセス（使

用できるプロトコルやポートなど）を制御できます。 

ユーザ セッションに適用する ACL（アクセス コントロール リスト）を設定できます。 ACL は、特
定のネットワーク、サブネット、ホスト、および Web サーバへのユーザ アクセスを許可または拒
否するフィルタです。

• フィルタを定義しない場合は、すべての接続が許可されます。

• セキュリティ アプライアンスは、インターフェイスのインバウンド ACL のみをサポートしま
す。

• 各 ACL の最後には、許可されないすべてのトラフィックを拒否する、表記されない暗黙のルー
ルが含まれます。 トラフィックがアクセス コントロール エントリ（ACE）によって明示的に許
可されていない場合には、セキュリティ アプライアンスがそのトラフィックを拒否します。こ
のトピックでは、ACE をルールと呼びます。

Standard ACL タブ
このペインには、標準 ACL に関する要約情報が表示され、このペインを使用して、ACL と ACE を
追加または削除できます。

フィールド

• Add：新しい ACL を追加できます。 既存の ACL を選択すると、その ACL 用に新しい ACE を追
加できます。

• Edit：Edit ACE 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は、既存のアクセ
ス コントロール リスト ルールを変更できます。

• Delete：ACL または ACE を削除します。確認されず、やり直しもできません。

• Move Up/Move Down：ACL Manager テーブルでのルールの位置を変更します。

• Cut：ACL Manager テーブルから選択内容を削除し、クリップボードに保存します。

• Copy：選択内容のコピーをクリップボードに保存します。

• Paste：Paste ACE 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は、既存のルー
ルから新しい ACL ルールを作成できます。

• No：ルールの評価順序を示します。暗黙のルールには番号が付けられず、ハイフンで表されま
す。

• Address：ACE が適用されるアプリケーションまたはサービスの IP アドレスまたは URL を表示
します。

• Action：このフィルタがトラフィック フローを許可するか拒否するかを指定します。

• Description：ルールを追加したときに入力した説明が表示されます。 暗黙のルールには、

「Implicit outbound rule.」という説明が付けられます。



第 28章      一般的な VPN 設定
ACL Manager

28-14
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Extended ACL タブ
このペインには、拡張 ACL に関する要約情報が表示され、このペインを使用して、ACL と ACE を
追加または削除できます。

フィールド

• Add：新しい ACL を追加できます。 既存の ACL を選択すると、その ACL について新しい ACE
を追加できます。

• Edit：Opens Edit ACE 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は、既存の
アクセス コントロール リスト ルールを変更できます。

• Delete：ACL または ACE を削除します。確認されず、やり直しもできません。

• Move Up/Move Down：ACL Manager テーブルでのルールの位置を変更します。

• Cut：ACL Manager テーブルから選択内容を削除し、クリップボードに保存します。

• Copy：選択内容のコピーをクリップボードに保存します。

• Paste：Paste ACE 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は、既存のルー
ルから新しい ACL ルールを作成できます。

• No：ルールの評価順序を示します。暗黙のルールには番号が付けられず、ハイフンで表されま
す。

• Enabled：ルールをイネーブルまたはディセーブルにします。暗黙のルールはディセーブルにで
きません。

• Source：Destination カラムにリストされている IP アドレスへのトラフィックの送信を許可また
は拒否する IP アドレス（ホストまたはネットワーク）を指定します。 詳細モード（Show Detail
オプション ボタンを参照）では、アドレス カラムに、単語 any が付いたインターフェイス名が
含まれることがあります（inside: any など）。これは、内部インターフェイスのすべてのホスト
が、このルールの影響を受けるという意味です。

• Destination：Source カラムにリストされている IP アドレスへのトラフィックの送信を許可また
は拒否する IP アドレス（ホストまたはネットワーク）を指定します。アドレス カラムには、単
語 any が付いたインターフェイス名が含まれることがあります（outside: any など）。これは、外
部インターフェイスのすべてのホストが、このルールの影響を受けるという意味です。アドレ

ス カラムには、IP アドレスが含まれることもあります（209.165.201.1-209.165.201.30 など）。こ
れらのアドレスは、変換済みアドレスです。内部ホストが外部ホストへの接続を作成すると、

ファイアウォールは内部ホストのアドレスをプールのアドレスにマッピングします。ホストが

アウトバウンド接続を作成した後、ファイアウォールはこのアドレス マッピングを維持しま
す。アドレス マッピング構造は xlate と呼ばれ、一定の時間、メモリに保持されます。ACL で
許可されていれば、この時間内に、外部ホストはプールの変換済みアドレスを使用して、内部

ホストへの接続を開始できます。通常、内部ホストは常に同じ IP アドレスを使用するため、外
部から内部への接続にはスタティック トランスレーションが必要です。

• Service：ルールで指定されるサービスとプロトコルの名前。

• Action：このフィルタがトラフィック フローを許可するか拒否するかを指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 28章      一般的な VPN 設定
ACL Manager

28-15
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Logging：ログレベルと、ログ メッセージ間の間隔（秒単位）が表示されます（ACL のロギン
グをイネーブルにした場合）。 ロギング オプション（ロギングのイネーブル化とディセーブル
化を含む）を設定するには、このカラムを右クリックして、Edit Log Option を選択します。 Log
Options ウィンドウが表示されます。

• Time：このルールで適用される時間範囲の名前を指定します。

• Description：ルールを追加したときに入力した説明が表示されます。 暗黙のルールには、
「Implicit outbound rule.」という説明が付けられます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit/Paste ACE

ACL Manager > Add/Edit/Paste Extended ACE

Add/Edit/Paste ACE ダイアログボックスを使用して、新しい拡張アクセスリスト ルールの作成、ま
たは既存のルールの修正ができます。 Paste オプションは、ルールを切り取りまたはコピーするとき
にだけ利用できるようになります。

フィールド

• Action：新しいルールのアクション タイプを決めます。 permit または deny を選択します。

－ Permit：すべての一致したトラフィックを許可します。

－ Deny：すべての一致したトラフィックを拒否します。

• Source/Destination：送信元または宛先タイプを指定し、そのタイプに応じて、送信元または宛
先ホストまたはネットワーク IP アドレスが記載されているその他の該当パラメータを指定し
ます。 使用できる値は、any、IP address、Network Object Group、および Interface IP です。 その
後のフィールドは、Type フィールドの値によって異なります。

－ any：その送信元または宛先ホストまたはネットワークがどのタイプでも可能であることを
指定します。 Type フィールドのこの値については、Source または Destination 領域にその他
のフィールドがありません。

－ IP Address：送信元または宛先ホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 この
フィールドを選択すると、IP Address、省略符号ボタン、および Netmask フィールドが利用
できるようになります。 Select IP アドレスまたはホスト名を IP Address フィールドのド
ロップダウン リストから選択するか、省略符号（...）ボタンをクリックして、IP アドレス
または名前を参照します。 ネットワーク マスクをドロップダウン リストから選択します。

－ Network Object Group：ネットワーク オブジェクト グループの名前を指定します。 ドロップ
ダウン リストから名前を選択するか、省略符号（...）ボタンをクリックして、ネットワー
ク オブジェクト グループ名を参照します。

－ Interface IP：ホストまたはネットワークが存在するインターフェイスを指定します。 イン
ターフェイスをドロップダウン リストから選択します。 デフォルト値は、inside と outside
です。 参照機能はありません。

• Protocol and Service：この ACE フィルタが適用されるプロトコルとサービスを指定します。サー
ビス グループを使用して、ACL と一致させる複数の連続していないポート番号を識別できま
す。たとえば、ポート番号 5、8、9 で HTTP および FTP をフィルタリングする場合は、これら
のすべてのポートを含むサービス グループを定義します。サービス グループを使用しない場
合は、ポートごとに個別のルールを作成する必要があります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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TCP、UDP、TCP-UDP、ICMP、およびその他の IP プロトコル用にサービス グループを作成で
きます。 TCP-UDP プロトコルを使用するサービス グループには、TCP または UDP プロトコル
を使用するサービス、ポート、および範囲が含まれます。

－ Protocol：このルールが適用されるプロトコルを選択します。使用できる値は、ip、tcp、
udp、icmp などです。 Protocol and Service 領域のその他のフィールドは、選択するプロトコ
ルによって異なります。 次の項目で、各選択内容の結果について説明します。

－ Protocol: TCP and UDP：そのルールの TCP/UDP プロトコルを選択します。 Source Port 領域
と Destination Port 領域で、ACL がパケットを照合するために使用するポートを指定できま
す。

－ Source Port/Destination Port：（TCP および UDP プロトコルの場合のみ使用可能）演算子、
ポート番号、ポート範囲、またはサービスのリストにあるウェルノウン サービス名（HTTP
や FTP など）を指定します。 演算子リストで、ACL がポートを照合する方法を指定します。
次のいずれかの演算子を選択します。=（ポート番号と等しい）、not =（ポート番号と等し
くない）、>（ポート番号より大きい）、<（ポート番号より小さい）、range（範囲内のポー
ト番号のいずれかと等しい）。

－ Group：（TCP と UDP プロトコルの場合のみ使用可能）送信元ポート サービス グループを
選択します。 Browse (...) ボタンをクリックすると、Browse Source Port または Browse
Destination Port ダイアログボックスが開きます。

－ Protocol: ICMP：定義済みリストから ICMP タイプまたは ICMP グループを選択するか、
browse （...）をクリックして、ICMP グループを選択できます。 Browse ボタンをクリック
すると、Browse ICMP ダイアログボックスが表示されます。

－ Protocol: IP：IP プロトコル ボックスで、そのルールの IP プロトコルを指定します。 この
フィールドを選択した場合、他のフィールドは表示されません。

－ Protocol: Other：ドロップダウン リストからプロトコルまたはプロトコル グループを選択、
またはプロトコル グループを参照できます。 Browse (...) ボタンをクリックすると、Browse
Other ダイアログボックスが表示されます。

• Rule Flow Diagram：（表示のみ）設定済みのルール フローをグラフィカルに表示します。 この表
示を明示的に閉じない限り、ACL Manager ダイアログボックスに同じ図が表示されます。

• Options：ロギング パラメータ、時間範囲、説明など、このルールのオプション機能を設定します。

－ Logging：ロギングをイネーブルまたはディセーブルにします。または、デフォルト ロギ
ング設定を使用するように指定します。ロギングをイネーブルにすると、Syslog Level およ
び Log Interval フィールドが使用可能になります。

－ Syslog Level：ロギング アクティビティのレベルを選択します。デフォルトは Informational
です。

－ Log Interval：許可および拒否のロギング間隔を指定します。デフォルトは 300 秒です。範
囲は 1 ～ 6000 秒です。

－ Time Range：このルールを使用する時間範囲の名前を選択します。デフォルトは (any) で
す。Browse (...) ボタンをクリックして Browse Time Range ダイアログボックスを開き、時
間範囲を選択または追加します。

－ Description：（オプション）このルールの簡単な説明を示します。説明行の長さは最大 100
文字ですが、説明を改行して複数行にすることができます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Browse Source/Destination Address

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Source or Destination > Browse ボタン

Browse Source or Destination Address ダイアログボックスを使用して、このルールの送信元または宛
先として使用するオブジェクトを選択できます。

フィールド

• Type：このルールの送信元または宛先として使用するオブジェクトのタイプを決めます。 選択
肢は、IP Address Objects、IP Names、Network Object Groups、および All です。 このフィールド
に続くテーブルの内容は、選択内容によって変わります。

• Source/Destination Object Table：送信元または宛先オブジェクトの選択元オブジェクトを表示し
ます。 type フィールドで All を選択すると、各カテゴリのオブジェクトが、それぞれの見出し
の下に表示されます。 テーブルの見出しは次のとおりです。

－ Name：各オブジェクトのネットワーク名（IP アドレスの場合もあります）を表示します。

－ IP address：各オブジェクトの IP アドレスを表示します。

－ Netmask：各オブジェクトで使用するネットワーク マスクを表示します。

－ Description：Add/Edit/Paste Extended Access List Rule ダイアログボックスに入力された説明
を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Browse Source/Destination Port

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Protocol and Service > Protocol: tcp or udp 
>Source or Destination Port > Group オプション > Browse ボタン

Browse Source or Destination Port ダイアログボックスを使用して、このルールのこのプロトコルの送
信元または宛先ポートを選択できます。

フィールド

• Add：Add TCP Service Group 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、新
しい TCP サービス グループを設定できます。

• Find：Filter フィールドを開きます。

• Filter/Clear：Name リストの項目を検索するために使用できるフィルタ規準を指定します。その
規準に一致する項目だけが表示されます。 Filter フィールドに入力すると、Filter ボタンがアク
ティブになります。 Filter ボタンをクリックすると、検索が実行されます。 検索を実行した後は、
Filter ボタンがグレー表示になり、Clear ボタンがアクティブになります。 Clear ボタンをクリッ
クすると、filter フィールドがクリアされ、Clear ボタンがグレー表示になります。

• Type：このルールの送信元または宛先として使用するオブジェクトのタイプを決めます。 選択
肢は、IP Address Objects、IP Names、Network Object Groups、および All です。 このフィールド
に続くテーブルの内容は、選択肢によって変わります。

• Name：選択したタイプの定義済みプロトコルとサービス グループを一覧表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add TCP Service Group

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Protocol and Service > Protocol: tcp or udp 
>Source or Destination Port > Group オプション > Browse ボタン > Browse Source or Destination Port 
> Add ボタン

Add TCP Service Group ダイアログボックスを使用して、新しい TCP サービス グループまたはポー
トを設定し、このルールでこのプロトコルに使用する参照可能な送信元または宛先ポート リストに
追加できます。 Members not in Group リストまたは Members in Group リストのメンバーを選択する
と、Add と Remove ボタンがアクティブになります。

フィールド

• Group Name：新しい TCP サービス グループの名前を指定します。

• Description：（オプション）このグループの簡単な説明を示します。

• Members not in Group：Members in Group リストに追加するサービスまたはサービス グループ、
あるいはポート番号を選択するためのオプションを表示します。

• Service/Service Group：Members in Group リストに追加する TCP サービスまたはサービス グルー
プの名前を選択するためのオプションを選択します。

• Port #：Members in Group リストに追加するポート番号の範囲を指定するためのオプションを選
択します。

• Add：選択した項目を Members not in Group リストから Members in Group リストに移動します。

• Remove：選択した項目を Members in Group リストから Members not in Group リストに移動します。

• Members in Group：すでにこのサービス グループで設定されているメンバーを一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Browse ICMP

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Protocol and Service > Protocol: icmp >ICMP 
> Group オプション > Browse ボタン

Browse ICMP ダイアログボックスを使用して、このルールの ICMP グループを選択します。

フィールド

• Add：Add ICMP Group 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、新しい
TCP サービス グループを設定できます。

• Find：Filter フィールドを開きます。

• Filter/Clear：Name リストの項目を検索するために使用できるフィルタ基準を指定します。その
基準に一致する項目だけが表示されます。 Filter フィールドに入力すると、Filter ボタンがアク
ティブになります。 Filter ボタンをクリックすると、検索が実行されます。 検索を実行した後は、
Filter ボタンがグレー表示になり、Clear ボタンがアクティブになります。 Clear ボタンをクリッ
クすると、filter フィールドがクリアされ、Clear ボタンがグレー表示になります。

• Type：このルールの ICMP グループとして使用するオブジェクトのタイプを決めます。 選択肢
は、IP Address Objects、IP Names、Network Object Groups、および All です。 このフィールドに
続くテーブルの内容は、選択肢によって変わります。

• Name：選択したタイプを対象とする定義済みの ICMP グループを一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add ICMP Group

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Protocol and Service > Protocol: icmp >ICMP
> Group オプション > Browse ボタン > Browse ICMP > Add ボタン

Add ICMP Group ダイアログボックスを使用して、新しい ICMP グループの名前または番号を設定
して、このルールでのプロトコルに使用する参照可能な ICMP リストに追加できます。 Members not
in Group リストまたは Members in Group リストのメンバーを選択すると、Add と Remove ボタンが
アクティブになります。

フィールド

• Group Name：新しい TCP サービス グループの名前を指定します。

• Description：（オプション）このグループの簡単な説明を示します。

• Members not in Group：Members in Group リストに追加する ICMP タイプ /ICMP グループまたは
ICMP 番号を選択するためのオプションを表示します。

• ICMP Type/ICMP Group：Members in Group リストに追加する ICMP グループの名前を選択する
ためのオプションを選択します。

• ICMP #：Members in Group リストに追加する ICMP メンバーを番号で指定するためのオプショ
ンを選択します。

• Add：選択した項目を Members not in Group リストから Members in Group リストに移動します。

• Remove：選択した項目を Members in Group リストから Members not in Group リストに移動します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Members in Group：すでにこのサービス グループで設定されているメンバーを一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Browse Other

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Protocol and Service > Protocol: other >Other 
> Group オプション > Browse ボタン

Browse Other ダイアログボックスを使用して、このルールのプロトコル グループを選択します。

フィールド

• Add：Add Protocol Group 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、新しい
サービス グループを設定できます。

• Find：Filter フィールドを開きます。

• Filter/Clear：Name リストの項目を検索するために使用できるフィルタ基準を指定します。その
基準に一致する項目だけが表示されます。 Filter フィールドに入力すると、Filter ボタンがアク
ティブになります。 Filter ボタンをクリックすると、検索が実行されます。 検索を実行した後は、
Filter ボタンがグレー表示になり、Clear ボタンがアクティブになります。 Clear ボタンをクリッ
クすると、filter フィールドがクリアされ、Clear ボタンがグレー表示になります。

• Type：このルールのプロトコル グループとして使用するオブジェクトのタイプを決めます。 選
択肢は、IP Address Objects、IP Names、Network Object Groups、および All です。 このフィール
ドに続くテーブルの内容は、選択内容によって変わります。

• Name：選択したタイプを対象とする定義済みのプロトコル グループを一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add Protocol Group

ACL Manager > Add/Edit Extended Access List Rule > Protocol and Service > Protocol: other > Group 
オプション > Browse ボタン > Browse Other > Add ボタン

Add Protocol Group ダイアログボックスを使用して、新しいプロトコル グループの名前または番号
を設定して、このルールでのプロトコルに使用する参照可能なプロトコル リストに追加できます。
Members not in Group リストまたは Members in Group リストのメンバーを選択すると、Add と
Remove ボタンがアクティブになります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Group Name：新しい TCP サービス グループの名前を指定します。

• Description：（オプション）このグループの簡単な説明を示します。

• Members not in Group：Members in Group リストに追加するプロトコル /プロトコル グループま
たはプロトコル番号を選択するためのオプションを表示します。

• Protocol/Protocol Group：Members in Group リストに追加するプロトコルまたはプロトコル グ
ループの名前を選択するためのオプションを選択します。

• Protocol #：Members in Group リストに追加するプロトコルを番号で指定するためのオプション
を選択します。

• Add：選択した項目を Members not in Group リストから Members in Group リストに移動します。

• Remove：選択した項目を Members in Group リストから Members not in Group リストに移動します。

• Members in Group：すでにこのサービス グループで設定されているメンバーを一覧表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > IPSec タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > IPSec タブ

Add or Edit Group Policy ウィンドウの IPSec タブを使用して、追加または修正するグループ ポリシー
のトンネリング プロトコル、フィルタ、接続設定、およびサーバを指定できます。

フィールド

• Inherit：（複数のインスタンス）対応する設定の値をデフォルト グループ ポリシーから取得で
きます。このタブのアトリビュートすべてのデフォルト オプションです。

• Re-Authentication on IKE Re-key：Inherit チェックボックスがオフである場合に、IKE キーの再
生成が行われたときの再認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

• IP Compression：Inherit チェックボックスがオフである場合に、IP Compression をイネーブルま
たはディセーブルにします。

• Perfect Forward Secrecy：Inherit チェックボックスがオフである場合に、完全転送秘密（PFS）を
イネーブルまたはディセーブルにします。PFS は、特定の IPSec SA のキーが他のシークレット
（他のキーなど）から導出されたものでないことを保証します。つまり、PFS では、攻撃者があ
るキーを突破しても、そこから他のキーを導出することはできないことが保証されます。PFS
がイネーブルになっていない場合は、IKE SA の秘密鍵が突破されると、その攻撃者は、IPSec
のすべての保護データをコピーし、IKE SA のシークレットの知識を使用して、その IKE SA に
よって設定された IPSec SA のセキュリティを侵すことができると推測されます。PFS を使用す
ると、攻撃者が IKE を突破しても、直接 IPSec にアクセスすることはできません。その場合、
攻撃者は各 IPSec SA を個別に突破する必要があります。 

• Tunnel Group Lock：Inherit チェックボックスまたは値 None が選択されていない場合に、リス
トから選択したトンネル グループのロックをイネーブルにします。

• Client Access Rules：最大 25 のクライアント アクセス ルールを設定できます。 Inherit チェック
ボックスを選択解除すると、Add、Edit、および Delete ボタンがアクティブになり、次のカラ
ム見出しがテーブルに表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ Priority：このルールの優先順位が表示されます。

－ Action：このルールがアクセスを許可するか拒否するかを指定します。

－ Client Type：このルールを適用する VPN クライアントのタイプ（ソフトウェアまたはハー
ドウェア）を指定します。ソフトウェア クライアントの場合は、すべての Windows クラ
イアントかサブセットかを指定します。 

－ VPN Client Version：このルールを適用する VPN クライアントのバージョンを指定します
（複数可）。このボックスには、このクライアントに適用されるソフトウェアまたはファー

ムウェア イメージのカンマ区切りリストが含まれます。

• Add：IPSec グループ ポリシーの新しいルールを追加します。 このボタンは、Inherit チェック
ボックスが選択解除されている場合にだけアクティブになります。

• Edit：IPSec グループ ポリシーの既存のルールを修正します。 このボタンは、Inherit チェック
ボックスが選択解除されている場合にだけアクティブになります。

• Delete：IPSec グループ ポリシーの既存のルールを削除します。 このボタンは、Inherit チェック
ボックスが選択解除されている場合にだけアクティブになります。確認されず、やり直しもで

きません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Client Access Rule

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > IPSec > Add or 
Edit Client Access Rule

Add or Edit Client Access Rule ウィンドウは、Add or Edit Group Policy ウィンドウの IPSec タブから生
成され、このウィンドウで、IPSec グループ ポリシーの新しいクライアント アクセス ルールを追加
するか、既存のルールを修正します。

フィールド

• Priority：このルールの優先順位が表示されます。

• Action：このルールがアクセスを許可するか拒否するかを指定します。

• VPN Client Type：このルールを適用する VPN クライアントのタイプ（ソフトウェアまたはハー
ドウェア）を指定します。ソフトウェア クライアントの場合は、すべての Windows クライア
ントかサブセットかを指定します。 VPN クライアント タイプの共通値としては、VPN 3002、
PIX、Linux、*（すべてのクライアント タイプと一致）、Win9x（Windows 95、Windows 98、お
よび Windows ME）、および WinNT（Windows NT、Windows 2000、および Windows XP）があ
ります。 * を選択した場合は、Windows NT など、個々の Windows のタイプを設定しません。 

• VPN Client Version：このルールを適用する VPN クライアントのバージョンを指定します（複
数可）。このボックスには、このクライアントに適用されるソフトウェアまたはファームウェ

ア イメージのカンマ区切りリストが含まれます。 次の警告が適用されます。

－ このクライアントのソフトウェア バージョンを指定する必要があります。 * を指定して、任
意のバージョンと一致させることができます。

－ 自分のエントリが、VPN クライアントの場合には URL と、VPN 3002 の場合には TFTP サー
バと正確に一致する必要があります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ ハードウェア クライアント イメージを配布するための TFTP サーバは堅牢である必要が
あります。

－ クライアントがリストにあるソフトウェア バージョンをすでに実行している場合、ソフト
ウェアをアップデートする必要はありません。クライアントがリストにあるソフトウェア

バージョンを実行していなくても、更新は正しく実行されます。

－ VPN クライアント ユーザは、一覧表示されている URL から適切なソフトウェア バージョ
ンをダウンロードする必要があります。

－ VPN 3002 ハードウェア クライアント ソフトウェアは、自動的に TFTP 経由でアップデー
トされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Client 
Configuration タブ

Add or Edit Group Policy ウィンドウの Client Configuration タブには、全般的なクライアント パラメー
タ、Cisco クライアント パラメータ、および Microsoft クライアント パラメータを設定する 3 つの
タブがあります。

個々のタブの詳細については、次のリンクを参照してください。

• Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ > General Client Parameters タブ

• Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ > Cisco Client Parameters タブ

• Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ > Microsoft Client Parameters タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ > General Client Parameters タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Client 
Configuration タブ >General Client Parameters タブ

このタブでは、バナー テキスト、デフォルト ドメイン、スプリット トンネル パラメータ、アドレ
ス プールなど、Cisco クライアントと Microsoft クライアントに共通のクライアント アトリビュー
トを設定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Inherit：（複数のインスタンス）対応する設定の値をデフォルト グループ ポリシーから取得で
きます。Inherit チェックボックスを選択解除すると、パラメータのその他のオプションが使用
できるようになります。このタブのアトリビュートすべてのデフォルト オプションです。

• Banner：デフォルト グループ ポリシーからバナーを継承するか、新しいバナー テキストを入
力するかを指定します。詳細については、「View/Config Banner」を参照してください。

• Edit Banner：View/Config Banner ダイアログボックスが表示され、500 文字までのバナー テキス
トを入力できます。

• Default Domain：デフォルト グループ ポリシーからデフォルト ドメインを継承するか、この
フィールドで指定する新しいデフォルト ドメインを使用するかを指定します。

• Split Tunnel DNS Names (space delimited)：デフォルト グループ ポリシーからスプリット トンネ
ル DNS 名を継承するか、このフィールドで新しい名前または名前のリストを指定するかを指
定します。

• Split Tunnel Policy：デフォルト グループ ポリシーからスプリット トンネル ポリシーを継承す
るか、メニューからポリシーを選択するかを指定します。メニュー オプションは、すべての
ネットワークをトンネリングする、下のネットワーク リストに含まれるネットワークをトンネ
リングする、または下のネットワーク リストに含まれるネットワークを除外するです。

• Split Tunnel Network List：デフォルト グループ ポリシーからスプリットトンネル ネットワーク
リストを継承するか、ドロップダウン リストから選択するかを指定します。

• Manage：ACL Manager ダイアログボックスを開き、標準および拡張アクセス コントロール リ
ストを管理できます。

• Address Pools：このグループ ポリシーを通じて使用できるアドレス プールを設定します。

－ Available Pools：リモート クライアントにアドレスを割り当てるためのアドレス プールの
リストを指定します。Inherit チェックボックスが選択解除され、Assigned Pools リストにア
ドレス プールがない場合、アドレス プールは設定されず、グループ ポリシーの他のソー
スから継承されません。

－ Add：アドレス プールの名前を Available Pools リストから Assigned Pools リストに移動しま
す。

－ Remove：アドレス プールの名前を Assigned Pools リストから Available Pools リストに移動
します。

－ Assigned Pools (up to 6 entries)：割り当て済みプール リストに追加したアドレス プールをリ
ストします。このテーブルのアドレス プール設定は、グループのローカル プール設定を上
書きします。6 つまでのローカル アドレス プールのリストを指定し、ローカル アドレス割
り当てに使用できます。プールを指定する順番が重要です。このコマンドにあるプールの

順番に従って、セキュリティ アプライアンスがアドレスを割り当てます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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View/Config Banner

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Client 
Configuration > Edit Banner > View/Config Banner

View/Config Banner ダイアログボックスを使用して、指定されているクライアントのバナーとして
表示する最大 500 文字のテキストをテキストボックスに入力します。

（注） Enter キーを押したときに作成される復帰または改行は 2 文字としてカウントされます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ > Cisco Client Parameters タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Client 
Configuration タブ >Cisco Client Parameters タブ

このタブでは、パスワード保管など、IPSec over UDP のイネーブルまたはディセーブル化、UDP
ポート番号の設定、IPSec バックアップ サーバの設定など、Cisco クライアントに固有のクライアン
ト アトリビュートを設定します。

フィールド

• Store Password on Client System：クライアント システムでのパスワードの保管をイネーブルま
たはディセーブルにします。

（注） パスワードをクライアント システムで保管すると、潜在的なセキュリティ リスクが発生し
ます。

• IPSec over UDP：IPSec over UDP の使用をイネーブルまたはディセーブルにします。

• IPSec over UDP Port：IPSec over UDP で使用する UDP ポートを指定します。

• IPSec Backup Servers：Server Configuration フィールドと Server IP Addresses フィールドをアク
ティブにします。これによって、これらの値が継承されない場合に使用する UDP バックアッ
プ サーバを指定できます。

• Server Configuration：IPSec バックアップ サーバとして使用するサーバ設定オプションを一覧表
示します。 使用できるオプションは、Keep Client Configuration（デフォルト）、Use Backup Servers
Below、および Clear Client Configuration です。

• Server Addresses （space delimited）：IPSec バックアップ サーバの IP アドレスを指定します。 こ
のフィールドは、Server Configuration で選択した値が Use Backup Servers Below である場合にだ
け使用できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > Client Configuration タブ > Microsoft Client Parameters タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Client 
Configuration タブ >Microsoft Client Parameters タブ

このタブでは、Microsoft クライアントに固有のクライアント アトリビュート（特に、Microsoft
Internet Explorer 用のプロキシ サーバ パラメータ）を設定します。

フィールド

• Proxy Server Policy：クライアント PC の Microsoft Internet Explorer ブラウザのプロキシ アクショ
ン（「メソッド」）を設定します。

－ Do not modify client proxy settings：このクライアント PC の Internet Explorer の HTTP ブラウ
ザ プロキシ サーバ設定を変更しません。

－ Do not use proxy：クライアント PC の Internet Explorer の HTTP プロキシ設定をディセーブ
ルにします。

－ Auto-detect proxy：クライアント PC で、Internet Explorer の自動プロキシ サーバ検出の使用
をイネーブルにします。

－ Use proxy server settings specified below：Proxy Server Name or IP Address フィールドで設定さ
れた値を使用するように、Internet Explorer の HTTP プロキシ サーバ設定値を設定します。

• Proxy Server Settings：Microsoft Internet Explorer を使用して、Microsoft クライアントのプロキシ
サーバ パラメータを設定します。

－ Proxy Server Name or IP Address：このクライアント PC に適用する Microsoft Internet Explorer
サーバの IP アドレスまたは名前を指定します。

（注） ASDM を使用して、プロキシ サーバ名または IP アドレスを設定できます。サーバのほ
かに使用するオプションのポートを設定するには、group-policy 設定モードで

msie-proxy server コマンドを使用する必要があります。

－ Bypass Proxy Server for Local Addresses：クライアント PC の Microsoft Internet Explorer ブラ
ウザ プロキシ ローカル バイパス設定値を設定します。Yes を選択するとローカル バイパ
スがイネーブルになり、No を選択するとローカル バイパスがディセーブルになります。

－ Proxy Server Exception List：クライアント PC のローカル バイパス用 Microsoft Internet
Explorer ブラウザ プロキシ例外リスト設定値を設定します。プロキシ サーバ経由のアクセ
スを行わないアドレスのリストを入力します。このリストは、Internet Explorer の Proxy
Settings ダイアログボックスにある Exceptions ボックスに相当します。

－ Name or IP Address (use * as a wildcard)：このクライアント PC に適用する MSIE サーバの IP
アドレスまたは名前を指定します。

－ Add：指定した名前または IP アドレスを Proxy Server Exceptions 例外リストに追加します。

－ Delete：指定した名前または IP アドレスを Proxy Server Exceptions リストから削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ Proxy Server Exceptions：プロキシ サーバ アクセスから除外するサーバ名および IP アドレ
スをリストします。このリストは、Internet Explorer の Proxy Settings ダイアログボックスに
ある Exceptions ボックスに相当します。 

• DHCP Intercept：DHCP 代行受信をイネーブルまたはディセーブルにします。DHCP 代行受信を
使用すると、Microsoft XP クライアントがセキュリティ アプライアンスでスプリットトンネリ
ングを使用できるようになります。セキュリティ アプライアンスは、DHCP 情報のメッセージ
を Microsoft Windows XP クライアントに直接返信します。このメッセージには、トンネルの IP
アドレスのサブネット マスク、ドメイン名、クラスのないスタティック ルートが含まれます。
XP 以前の Windows クライアントでは、DHCP 代行受信はドメイン名とサブネット マスクを提
供します。これは、DHCP サーバを使用するのに利点が少ない環境で便利です。

（注） Microsoft Windows XP では、スプリット トンネル オプションが 255 バイトを超えると、ド
メイン名が壊れます。この問題を回避するために、セキュリティ アプライアンスは、送信
するルート数を 27 ～ 40 ルートに制限します。このルート数は、ルートのクラスによって
異なります。

－ Intercept DHCP Configure Message：グループ ポリシーから DHCP 代行受信ポリシーを継承
するか、DHCP ポリシーをイネーブル（Yes）またはディセーブル（No）にするかを指定
します。

－ Subnet Mask (optional)：ドロップダウン リストからサブネット マスクを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Standard Access List Rule

ACL Manager > Add or Edit Standard Access List Rule

Add/Edit Standard Access List Rule ダイアログボックスを使用して、新しいルールの作成、または既
存のルールの修正ができます。 

フィールド

• Action：新しいルールのアクション タイプを決めます。 permit または deny を選択します。

－ Permit：すべての一致したトラフィックを許可します。

－ Deny：すべての一致したトラフィックを拒否します。

• Host/Network IP Address：IP アドレスによってネットワークを識別します。

－ IP address：ホストまたはネットワークの IP アドレス。 

－ Mask：ホストまたはネットワークのサブネット マスク。

• Description：（オプション）アクセス ルールの説明を入力します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > Client Firewall タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Client Firewall
タブ

Add or Edit Group Policy ウィンドウの Client Firewall タブでは、追加または変更するグループ ポリ
シーに対して VPN クライアントのファイアウォール設定を指定できます。

（注） これらのファイアウォール機能を使用できるのは、Microsoft Windows を実行する VPN クライアン
トだけです。現在、ハードウェア クライアントまたは他の（Windows 以外の）ソフトウェア クラ
イアントでは、これらの機能は使用できません。

ファイアウォールは、インバウンドおよびアウトバウンドの各データ パケットを検査し、許可する
かドロップするかを判断することによって、コンピュータをインターネットから隔離し、保護しま

す。ファイアウォールは、グループのリモート ユーザがスプリット トンネリングを設定してある
場合、セキュリティの向上をもたらします。この場合、ファイアウォールは、インターネットまた

はユーザのローカル LAN を経由する侵入からユーザの PC を保護することで、企業ネットワークを
保護します。VPN クライアントを使用してセキュリティ アプライアンスに接続しているリモート
ユーザは、適切なファイアウォール オプションを選択できます。

最初のシナリオでは、リモート ユーザの PC 上にパーソナル ファイアウォールがインストールされ
ています。VPN クライアントは、ローカル ファイアウォールで定義されているファイアウォール
ポリシーを適用し、そのファイアウォールが実行されていることを確認するために監視します。

ファイアウォールの実行が停止すると、VPN クライアントはセキュリティ アプライアンスへの通
信をドロップします（このファイアウール適用メカニズムは、Are You There（AYT）と呼ばれます。
VPN クライアントが、定期的に「are you there?」メッセージを送信することによってファイアウォー
ルを監視するからです。応答が返されない場合、VPN クライアントは、ファイアウォールがダウン
してセキュリティ アプライアンスへの接続が終了したことを認識します）。ネットワーク管理者が
これらの PC ファイアウォールを独自に設定する場合もありますが、この方法を使用すれば、ユー
ザは各自の設定をカスタマイズできます。

第 2 のシナリオでは、VPN クライアント PC のパーソナル ファイアウォールに中央集中型ファイア
ウォール ポリシーを適用することが選択されることがあります。一般的な例としては、スプリット
トンネリングを使用してグループのリモート PC へのインターネット トラフィックをブロックする
ことがあげられます。この方法は、トンネルが確立されている間、インターネット経由の侵入から

PC を保護するので、中央サイトも保護されます。このファイアウォールのシナリオは、プッシュ
ポリシーまたは Central Protection Policy（CPP）と呼ばれます。セキュリティ アプライアンスでは、
VPN クライアントに適用するトラフィック管理規則のセットを作成し、これらの規則をフィルタに
関連付けて、そのフィルタをファイアウォール ポリシーに指定します。セキュリティ アプライア
ンスは、このポリシーを VPN クライアントまで配信します。その後、VPN クライアントはポリシー
をローカル ファイアウォールに渡し、そこでポリシーが適用されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Inherit：グループ ポリシーがデフォルト グループ ポリシーからクライアントのファイアウォー
ル設定を取得するかどうかを決めます。このオプションはデフォルト設定です。 設定すると、
このタブにある残りのアトリビュートがその設定によって上書きされ、名前がグレー表示にな

ります。

• Client Firewall Attributes：実装されているファイアウォールのタイプ（実装されている場合）や
そのファイアウォールのポリシーなど、クライアント ファイアウォール アトリビュートを指
定します。

• Firewall Setting：ファイアウォールが存在するかどうかを一覧表示します。存在する場合には、
そのファイアウォールが必須かオプションかを一覧表示します。 No Firewall（デフォルト）を
選択すると、このウィンドウにある残りのフィールドは、いずれもアクティブになりません。

このグループのユーザをファイアウォールで保護する場合は、Firewall Required または Firewall
Optional 設定を選択します。

Firewall Required を選択した場合は、このグループのユーザ全員が、指定されたファイアウォー
ルを使用する必要があります。 セキュリティ アプライアンスは、指定された、サポートされて
いるファイアウォールがインストールおよび実行されていない状態で接続を試行したセッ

ションをドロップします。 この場合、セキュリティ アプライアンスは、ファイアウォール設定
が一致しないことを VPN クライアントに通知します。

（注） グループでファイアウォールを必須にする場合には、そのグループに Windows VPN クライ
アント以外のクライアントが存在しないことを確認してください。 Windows VPN クライア
ント以外のクライアント（クライアント モードの ASA 5505 と VPN 3002 ハードウェア ク
ライアントを含む）は接続できません。

このグループに、まだファイアウォールに対応していないリモート ユーザがいる場合は、Firewall
Optional を選択します。Firewall Optional 設定を使用すると、グループ内のすべてのユーザが接続
できるようになります。ファイアウォールに対応しているユーザは、ファイアウォールを使用で

きます。ファイアウォールなしで接続するユーザには、警告メッセージが表示されます。この設

定は、一部のユーザがファイアウォールをサポートしており、他のユーザがサポートしていない

グループを作成するときに役立ちます。たとえば、移行途中のグループでは、一部のメンバは

ファイアウォール機能を設定し、別のユーザはまだ設定していないことがあります。

• Firewall Type：Cisco を含む複数のベンダーのファイアウォールを一覧表示します。 Custom
Firewall を選択すると、Custom Firewall の下のフィールドがアクティブになります。 指定した
ファイアウォールが、使用できるファイアウォール ポリシーと相関している必要があります。
設定したファイアウォールにより、サポートされるファイアウォール ポリシー オプションが
決まります。

• Custom Firewall：カスタム ファイアウォールのベンダー ID、製品 ID、および説明を指定します。

－ Vendor ID：このグループ ポリシーのカスタム ファイアウォールのベンダーを指定します。

－ Product ID：このグループ ポリシー用に設定されるカスタム ファイアウォールの製品また
はモデル名を指定します。

－ Description：（オプション）カスタム ファイアウォールについて説明します。

• Firewall Policy：カスタム ファイアウォール ポリシーのタイプと送信元を指定します。

－ Policy defined by remote firewall (AYT)：ファイアウォール ポリシーがリモート ファイア
ウォールによって定義されるように指定します（Are You There）。 Policy defined by remote
firewall（AYT）は、このグループのリモート ユーザのファイアウォールが、各自の PC に
存在することを意味しています。このローカル ファイアウォールが、VPN クライアントに
ファイアウォール ポリシーを適用します。セキュリティ アプライアンスは、指定された
ファイアウォールがインストールされ、実行中である場合にだけ、このグループの VPN ク
ライアントが接続できるようにします。指定されたファイアウォールが実行されていない

場合、接続は失敗します。 接続が確立すると、VPN クライアントがファイアウォールを 30
秒ごとにポーリングして、そのファイアウォールが実行されていることを確認します。

ファイアウォールの実行が停止すると、VPN クライアントはセッションを終了します。
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－ Policy pushed (CPP)：ポリシーがピアからプッシュされるように指定します。このオプショ
ンを選択する場合は、Inbound Traffic Policy および Outbound Traffic Policy リストと Manage
ボタンがアクティブになります。セキュリティ アプライアンスは、Policy Pushed (CPP) ド
ロップダウン メニューで選択されたフィルタによって定義されるトラフィック管理ルー
ルをこのグループの VPN クライアントに適用します。メニューで使用できる選択肢は、こ
のセキュリティ アプライアンスで定義されているフィルタで、デフォルト フィルタも含ま
れます。セキュリティ アプライアンスがこれらのルールを VPN クライアントにプッシュ
することに注意してください。セキュリティ アプライアンスではなく VPN クライアント
から見たルールを作成し、定義する必要があります。たとえば、「in」と「out」はそれぞ
れ、VPN クライアントに着信するトラフィックと、VPN クライアントから発信されるトラ
フィックです。VPN クライアントにローカル ファイアウォールもある場合、セキュリティ
アプライアンスからプッシュされたポリシーは、ローカル ファイアウォールのポリシーと
同時に機能します。いずれかのファイアウォールのルールでブロックされたすべてのパ

ケットがドロップされます。

－ Inbound Traffic Policy：着信トラフィックに対して使用できるプッシュ ポリシーを一覧表示
します。

－ Outbound Traffic Policy：発信トラフィックに対して使用できるプッシュ ポリシーを一覧表
示します。

－ Manage：ACL Manager ウィンドウを表示します。このウィンドウで、アクセス コントロー
ル リスト（ACL）を設定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > Hardware Client タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Hardware Client
タブ

Add or Edit Group Policy ウィンドウの Hardware Client タブでは、追加または変更するグループ ポリ
シーに対して VPN 3002 ハードウェア クライアントの設定を指定できます。 Hardware Client タブの
パラメータは、クライアント モードの ASA 5505 とは無関係です。

フィールド

• Inherit：（複数インスタンス）対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォル
ト グループ ポリシーから値を取得することを示します。このタブのアトリビュートすべての
デフォルト設定です。

• Require Interactive Client Authentication：インタラクティブ クライアント認証の要求をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。このパラメータはデフォルトでディセーブルになっていま

す。インタラクティブ ハードウェア クライアント認証は、VPN 3002 がトンネルを開始するた
びに、手動で入力したユーザ名とパスワードで認証を行うように VPN 3002 に要求することに
よって、追加のセキュリティを提供します。この機能をイネーブルにすると、VPN 3002 はユー
ザ名とパスワードを保存しません。ユーザ名とパスワードを入力すると、VPN 3002 は接続す
るセキュリティ アプライアンスにクレデンシャルを送信します。セキュリティ アプライアン
スは、内部または外部認証サーバを利用して認証を行います。ユーザ名とパスワードが有効な

場合、トンネルが確立されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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グループのインタラクティブ ハードウェア クライアント認証をイネーブルにすると、セキュ
リティ アプライアンスがグループ内の VPN 3002 にポリシーをプッシュします。以前、VPN
3002 でユーザおよびパスワードを設定していた場合、ソフトウェアによってコンフィギュレー
ション ファイルから削除されます。接続しようとすると、ソフトウェアによって、ユーザ名と
パスワードを要求するプロンプトが表示されます。

後で、セキュリティ アプライアンスでグループのインタラクティブ ハードウェア認証をディ
セーブルにすると、VPN 3002 でローカルにイネーブルにされ、ユーザ名とパスワードを要求
するプロンプトが表示され続けます。これによって、保存されたユーザ名およびパスワードが

なく、セキュリティ アプライアンスでインタラクティブ ハードウェア クライアント認証が
ディセーブルにされても、VPN 3002 は接続できます。後で、ユーザ名とパスワードを設定し、
機能をディセーブルにすると、プロンプトは表示されなくなります。VPN 3002 は、保存され
たユーザ名とパスワードを使用して、セキュリティ アプライアンスに接続します。

• Require Individual User Authentication：クライアント モードの ASA 5505 またはグループ内の
VPN 3002 ハードウェア クライアントの後ろにいるユーザに対する個々のユーザ認証の要求を
イネーブルまたはディセーブルにします。グループ内のハードウェア クライアントにバナーを
表示するには、個別ユーザ認証をイネーブルにする必要があります。このパラメータはデフォ

ルトでディセーブルになっています。

個別ユーザ認証は、VPN 3002 のプライベート ネットワークの許可されないユーザが中央サイ
トにアクセスできないように保護します。 個別ユーザ認証をイネーブルにした場合、ハード
ウェア クライアントを介して接続する各ユーザは、トンネルがすでに存在していても、Web ブ
ラウザを開いて手動で有効なユーザ名とパスワードを入力し、セキュリティ アプライアンスの
後ろにあるネットワークにアクセスする必要があります。 

（注） ユーザ認証をイネーブルにした場合、コマンドライン インターフェイスを使用してログイ
ンすることはできません。ブラウザを使用する必要があります。

セキュリティ アプライアンスの後ろにあるリモート ネットワークがデフォルト ホームページ
の場合、または、セキュリティ アプライアンスの後ろにあるリモート ネットワークの Web サ
イトをブラウザで開く場合、ハードウェア クライアントは、ユーザ ログイン用の適切なペー
ジをブラウザで開きます。正常にログインすると、元々入力していたページがブラウザに表示

されます。

セキュリティ アプライアンスの後ろにあるネットワークにある Web ベースではないリソース
（電子メールなど）にアクセスしようとすると、ブラウザを使用して認証を行うまで、接続に

失敗します。

認証を行うには、ブラウザの Location フィールドまたは Address フィールドに、ハードウェア
クライアントのプライベート インターフェイスの IP アドレスを入力する必要があります。 ブ
ラウザに、ハードウェア クライアントのログイン画面が表示されます。 認証するには、
Connect/Login Status ボタンをクリックします。

1 人のユーザは、同時に最大 4 セッションのログインを実行できます。個別のユーザは、グルー
プに対して設定された認証サーバの順序に従って認証されます。

• User Authentication Idle Timeout：ユーザ タイムアウト期間を設定します。 セキュリティ アプラ
イアンスは、この期間にユーザ トラフィックを受信しないと、接続を終了します。 タイムアウ
ト期間は、具体的な分数または無期限です。

－ Unlimited：接続がタイムアウトにならないように指定します。このオプションは、デフォ
ルト グループ ポリシーまたは指定されているグループ ポリシーから値を継承しないよう
にします。

－ Minutes：タイムアウト期間を分単位で指定します。 1 ～ 35791394 の整数を使用します。デ
フォルト値は、Unlimited です。

• Cisco IP Phone Bypass：Cisco IP Phone にインタラクティブ個別ユーザ認証プロセスをバイパス
させます。 イネーブルにした場合、ハードウェア クライアント認証は有効のままです。デフォ
ルトでは、Cisco IP Phone Bypass はディセーブルになっています。
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（注） IP Phone 接続にネットワーク拡張モードを使用するように、クライアント モードの ASA
5505 または VPN 3002 ハードウェア クライアントを設定する必要があります。

• LEAP Bypass：シスコの無線デバイスからの LEAP パケットに、個々のユーザ認証プロセスを
バイパスさせます（イネーブルの場合）。 LEAP Bypass を使用して、ハードウェア クライアント
の後ろにあるデバイスからの LEAP パケットを、ユーザ認証の前に VPN トンネルを通過させ
ることができます。 これによって、シスコの無線アクセス ポイント デバイスを使用するワーク
ステーションで LEAP 認証を確立できます。 その後、ユーザ単位で再度認証を実行できます（イ
ネーブルの場合）。デフォルトでは、LEAP Bypass はディセーブルになっています。

（注） この機能は、インタラクティブ ハードウェア クライアント認証がイネーブルの場合、意図
されたとおりに機能しません。

IEEE 802.1X は、有線および無線ネットワークにおける認証規格です。この規格は、クライア
ントと認証サーバの間の強力な相互認証を無線 LAN に提供します。ユーザごと、セッション
ごとのダイナミック WEP（wireless encryption privacy）鍵を提供することで、スタティック WEP
鍵で発生する管理作業とセキュリティ上の問題を軽減します。

シスコシステムズでは、Cisco LEAP という 802.1X 無線認証タイプを開発しています。LEAP
は、無線クライアントと RADIUS サーバの間の接続における相互認証を実装します。パスワー
ドなど、認証に使用されるクレデンシャルは、無線メディア上で送信される前に必ず暗号化さ

れます。

（注） Cisco LEAP は、RADIUS サーバに対して無線クライアントを認証します。RADIUS アカウ
ンティング サービスは提供されません。

ハードウェア クライアントの後ろにいる LEAP ユーザには、面倒な問題があります。トンネル
で中央サイト デバイスの後ろにある RADIUS サーバにクレデンシャルを送信することができ
ないため、LEAP 認証をネゴシエートできません。トンネル経由でクレデンシャルを送信でき
ない理由は、無線ネットワークで認証されていないためです。この問題を解決するために、

LEAP バイパスは、個別のユーザ認証の前に LEAP パケット（LEAP パケットだけ）をトンネ
ルで転送し、RADIUS サーバへの無線接続を認証できるようにします。これによって、ユーザ
は、個別のユーザ認証に進むことができます。

LEAP バイパスは、次の条件下で、意図されたとおりに機能します。

－ インタラクティブ ユニット認証機能（有線デバイス用）が、ディセーブルであること。イ
ンタラクティブ ユニット認証がイネーブルの場合、トンネルを使用して LEAP デバイスが
接続できるようになる前に、非 LEAP（有線）デバイスがハードウェア クライアントを認
証する必要があります。

－ 個別のユーザ認証がイネーブルであること（イネーブルでない場合、LEAP バイパスを使
用する必要はありません）。

－ 無線環境のアクセス ポイントが Cisco Aironet Access Point であること。PC の NIC カード
は、他のブランドの製品でもかまいません。

－ Cisco Aironet Access Point で、Cisco Discovery Protocol（CDP）を実行していること。

－ ASA 5505 または VPN 3002 が、クライアント モードまたはネットワーク拡張モードで動作
していること（どちらでもかまいません）。

－ LEAP パケットが、ポート 1645 または 1812 経由で RADIUS サーバへのトンネルに転送さ
れること。
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（注） 未認証のトラフィックがトンネルを通過するのを許可すると、セキュリティ リスクが
発生する可能性があります。

• Allow Network Extension Mode：ハードウェア クライアントでのネットワーク拡張モードの使用
を制限します。 このオプションを選択すると、ハードウェア クライアントがネットワーク拡張
モードを使用できるようになります。Call Manager は実際の IP アドレスでのみ通信できるため、
ハードウェア クライアントが IP Phone 接続をサポートするには、ネットワーク拡張モードが必
要です。

（注） ネットワーク拡張モードをディセーブルにすると（デフォルト設定）、ハードウェア クライ
アントはこのセキュリティ アプライアンスに PAT モードでのみ接続できるようになりま
す。ここでネットワーク拡張モードを禁止するときは、グループ内のすべてのハードウェ

ア クライアントを PAT モード用に設定してください。ネットワーク拡張モードを使用する
ようにハードウェア クライアントが設定されていて、接続しようとするセキュリティ アプ
ライアンスがネットワーク拡張モードをディセーブルにしている場合、ハードウェア クラ
イアントは 4 秒ごとに接続を試行し、すべての試行が拒否されます。 この場合、ハードウェ
ア クライアントは、接続しようとするセキュリティ アプライアンスに不要な処理負荷をか
けることになります。多数のハードウェア クライアントがこのように誤設定されている場
合、セキュリティ アプライアンスのサービス提供能力が損なわれます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Internal Group Policy > NAC タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit Internal Group Policy > NAC タブ

Add or Edit Internal Group Policy ウィンドウの NAC タブを使用して、デフォルト グループ ポリシー
または代替グループ ポリシーのネットワーク アドミッション コントロールの設定値を設定できま
す。

フィールド

• Inherit：（複数インスタンス）対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォル
ト グループ ポリシーから値を取得することを示します。このタブのアトリビュートすべての
デフォルト設定です。

• Enable NAC：リモート アクセスに対してポスチャ検証を要求します。リモート コンピュータ
のポスチャが正しいことが確認されると、ACS サーバがセキュリティ アプライアンスで使用す
るアクセス ポリシーをダウンロードします。デフォルト設定は Disable です。

• Status Query Timer：セキュリティ アプライアンスは、ポスチャ検証とステータス クエリーの応
答が成功するたびに、このタイマーを開始します。このタイマーの有効期限が過ぎると、ホス

ト ポスチャの変化を問い合せるクエリー（ステータス クエリー）が発行されます。秒単位で、
30 ～ 1800 の数値を入力します。デフォルト設定は 300 です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 28章      一般的な VPN 設定
ACL Manager

28-34
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Revalidation Timer：セキュリティ アプライアンスは、ポスチャ検証が成功するたびに、このタ
イマーを開始します。このタイマーの期限が切れると、次の無条件のポスチャ確認を開始しま

す。セキュリティ アプライアンスは、再検証の間、ポスチャ検証を維持します。ポスチャ確認
または再確認中に Access Control Server が使用できなくなると、デフォルト グループ ポリシー
が有効になります。ポスチャを確認する間隔を秒数で入力します。範囲は 300 ～ 86400 です。
デフォルト設定は 36000 です。

• Default ACL：（オプション）ポスチャ検証が失敗した場合、セキュリティ アプライアンスは、
選択された ACL に関連付けられているセキュリティ ポリシーを適用します。None を選択する
か、リストの拡張 ACL を選択します。デフォルト設定は None です。設定が None のときにポ
スチャ検証に失敗した場合、セキュリティ アプライアンスはデフォルト グループ ポリシーを
適用します。 

Manage ボタンを使用して、ドロップダウン リストを読み込み、リストに ACL の設定を表示し
ます。

• Manage：ACL Manager ダイアログボックスを開きます。クリックして、標準 ACL および各 ACL
の ACE を表示、イネーブル化、ディセーブル化、削除します。Default ACL アトリビュートの
横のリストに ACL が表示されます。

• Posture Validation Exception List：ポスチャ検証からリモート コンピュータを除外する 1 つ以上
のアトリビュートが表示されます。少なくとも、エントリごとにオペレーティング システムと
Enabled 設定（Yes または No）が表示されます。オプションのフィルタによって、リモート コ
ンピュータの追加のアトリビュートと一致する ACL を識別します。ポスチャ検証からリモー
ト コンピュータを除外するには、オペレーティング システムで構成されたエントリとフィル
タの両方に一致する必要があります。セキュリティ アプライアンスは、Enabled 設定が No に
設定されているエントリを無視します。

• Add：エントリを Posture Validation Exception リストに追加します。

• Edit：Posture Validation Exception リストのエントリを修正します。

• Delete：エントリを Posture Validation Exception リストから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Posture Validation Exception

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit Internal Group Policy > NAC タブ > 
Add/Edit

Add/Edit Posture Validation Exception ダイアログ ウィンドウを使用して、オペレーティング システ
ム、およびフィルタに一致するオプションのアトリビュートに基づいてリモート コンピュータをポ
スチャ検証から除外できます。 

• Operating System：リモート コンピュータのオペレーティング システムを選択します。 コン
ピュータでこのオペレーティング システムが実行されている場合は、ポスチャ検証から除外さ
れます。デフォルト設定は None です。

• Enable：Enabled をオンにした場合にだけ、セキュリティ アプライアンスは、このウィンドウ
に表示されるアトリビュート設定がリモート コンピュータに存在するかどうかをチェックし
ます。 オフにした場合は、アトリビュート設定が無視されます。デフォルト設定はオフです。

• Filter：Filter（オプション）は、コンピュータのオペレーティング システムが Operating System
アトリビュートの値に一致する場合に、トラフィックに ACL を適用してフィルタリングします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Manage：ACL Manager ダイアログボックスを開きます。クリックして、標準 ACL および各 ACL
の ACE を表示、イネーブル化、ディセーブル化、削除します。Default ACL アトリビュートの
横のリストに ACL が表示されます。 このボタンを使用して、Filter アトリビュートの横のリス
トに入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

WebVPN タブ > Functions タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

WebVPN タブ > Functions タブを使用して、WebVPN ユーザが使用できる機能を設定できます。
WebVPN ユーザに表示されるインターフェイスは、ここで設定した値によって異なります。 イネー
ブルにした機能だけを含む、カスタマイズされたホームページがユーザに表示されます。

• Inherit：対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォルト グループ ポリシー
から値を取得することを示します。

• Enable URL entry：URL 入力ボックスをホームページに配置します。この機能がイネーブルの
場合、ユーザは URL 入力ボックスに Web アドレスを入力し、WebVPN を使用してこれらの
Web サイトにアクセスできます。

WebVPN を使用しても、すべてのサイトとの通信がセキュアになるわけではありません。
WebVPN は、企業ネットワーク上のリモート ユーザの PC やワークステーションとセキュリ
ティ アプライアンスとの間のデータ転送のセキュリティを保証するものです。したがって、
ユーザが HTTPS 以外の Web リソース（インターネット上や内部ネットワーク上にあるもの）
にアクセスする場合、企業のセキュリティ アプライアンスから目的の Web サーバまでの通信
はセキュアではありません。

WebVPN 接続では、セキュリティ アプライアンスは、エンド ユーザの Web ブラウザとター
ゲット Web サーバとの間のプロキシとして機能します。WebVPN ユーザが SSL 対応 Web サー
バに接続すると、セキュリティ アプライアンスはセキュアな接続を確立し、そのサーバの SSL
証明書を検証します。エンド ユーザのブラウザは提示された SSL 証明書を受信しないため、こ
の証明書を検証することはできません。現在の WebVPN の実装では、有効期限が切れた証明書
を提供するサイトとの通信は許可されません。また、セキュリティ アプライアンスは、信頼済
み CA 証明書の検証も実行しません。そのため、WebVPN ユーザは、SSL 対応 Web サーバと通
信する前に、提供される証明書を分析できません。

WebVPN ユーザのインターネット アクセスを制限するには、Enable URL Entry フィールドを選
択解除します。これによって、WebVPN ユーザは、WebVPN 接続中に Web サーフィンができ
なくなります。

• Enable file server access：HTTPS を介した Windows ファイル アクセス（SMB/CIFS ファイルの
み）をイネーブルにします。このボックスを選択すると、ユーザはネットワーク上の Windows
ファイルにアクセスできるようになります。WebVPN ファイル共有用にこのパラメータだけを
イネーブルにした場合、ユーザは Servers and URLs 領域で設定されたサーバにのみアクセスで
きます。ユーザがサーバに直接アクセスしたり、ネットワーク上のサーバを参照できるように

するには、Enable file server entry および Enable file server browsing アトリビュートの説明を参照
してください。

このボックスをオンにすると、ユーザはファイルのダウンロード、編集、削除、名前変更、移

動ができるようになります。ファイルとフォルダの追加もできます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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適切な Windows サーバへのユーザ アクセスを行うために、共有も設定する必要があります。
ネットワーク要件によっては、ファイルにアクセスする前に、ユーザの認証が必要になります。

ファイル アクセス、サーバ /ドメイン アクセス、および参照を行うには、WINS サーバまたは
マスター ブラウザ（通常、セキュリティ アプライアンスと同じネットワーク、またはそのネッ
トワークから到達可能なネットワークに存在）を設定する必要があります。WINS サーバまた
はマスター ブラウザは、セキュリティ アプライアンスにネットワーク上のリソースのリスト
を提供します。代わりに DNS サーバを使用することはできません。

（注） ダイナミック DNS を同時に使用している場合、Active Native Directory 環境でファイル アク
セスはサポートされません。WINS サーバを同時に使用している場合にサポートされます。

• Enable file server entry：ファイル サーバ入力ボックスをポータル ページに配置します。ファイ
ル サーバ アクセスがイネーブルになっている必要があります。

このボックスをオンにすると、ユーザは Windows ファイルのパス名を直接入力できるようにな
ります。ファイルのダウンロード、編集、削除、名前変更、移動ができます。ファイルとフォ

ルダの追加もできます。ここでも、適切な Windows サーバへのユーザ アクセスを行うために、
共有も設定する必要があります。ネットワーク要件によっては、ファイルにアクセスする前に、

ユーザの認証が必要になります。

• Enable file server browsing：Windows ネットワークでのドメイン /ワークグループ、サーバ、お
よび共有を参照できるようにします。ファイル サーバ アクセスがイネーブルになっている必
要があります。

このボックスをオンにすると、ユーザがドメインおよびワークグループを選択し、そのドメイ

ン内のサーバおよび共有を参照できるようになります。適切な Windows サーバへのユーザ ア
クセスを行うために、共有も設定する必要があります。ネットワーク要件によっては、サーバ

にアクセスする前に、ユーザの認証が必要になります。

• Enable auto applet download：ユーザが WebVPN にログインしたときに、ポート転送 Java アプ
レットを自動的にダウンロードし、起動できるようにします。デフォルトではディセーブルに

なっています。この機能は、ポート転送、Outlook/Exchange プロキシ、または HTTP プロキシ
もイネーブルになっている場合にだけイネーブルにできます。自動アプレット ダウンロード
は、デフォルト グループ ポリシー（DfltGrpPolicy）またはユーザ定義のグループ ポリシーで
もイネーブルにできます。

• Enable port forwarding：WebVPN ポート転送を使用すると、グループ内のリモート ユーザが既
知の固定 TCP/IP ポートで通信するクライアント / サーバ アプリケーションにアクセスできる
ようになります。リモート ユーザは、ローカル PC にインストールされたクライアント アプリ
ケーションを使用して、そのアプリケーションをサポートするリモート サーバに安全にアクセ
スできます。シスコでは、Windows Terminal Services、Telnet、Secure FTP（FTP over SSH）、Perforce、
Outlook Express、および Lotus Notes についてテストしています。その他の TCP ベースのアプリ
ケーションの一部も機能すると考えられますが、シスコではテストしていません。

（注） ポート転送は、一部の SSL/TLS バージョンでは機能しません。

このボックスをオンにすると、ローカルおよびリモート システムの TCP ポートをマッピング
することによって、ユーザがクライアント /サーバ アプリケーションにアクセスできるように
なります。

注意 Sun Microsystems Java™ Runtime Environment（JRE）1.5.x がリモート コンピュータにインストール
されており、ポート転送（アプリケーション アクセス）とデジタル証明書をサポートしているこ
とを確認します。 JRE 1.4.x が実行されており、ユーザがデジタル証明書を使用して認証しても、JRE
が Web ブラウザの証明書ストアにアクセスできないため、アプリケーションは起動しません。
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• Enable Outlook/Exchange proxy：Microsoft Outlook/Exchange 電子メール プロキシの使用をイネー
ブルにします。

• Apply Web-type ACL：このグループのユーザに定義した WebVPN アクセス コントロール リス
トを適用します。

• Enable HTTP proxy：クライアントへの HTTP アプレット プロキシの転送をイネーブルにしま
す。プロキシは、Java、ActiveX、Flash など、適切なコンテンツ トランスフォームと干渉する
技術にとって役立ちます。セキュリティ アプライアンスの使用を継続しながら、マングリング
をバイパスします。転送プロキシは、ブラウザの古いプロキシ設定を自動的に修正し、すべて

の HTTP および HTTPS 要求を新しいプロキシ設定にリダイレクトします。HTML、CSS、
JavaScript、VBScript、ActiveX、Java など、実質的にすべてのクライアント サイド技術をサポー
トします。サポートされるブラウザは Microsoft Internet Explorer だけです。

• Enable Citrix/MetaFrame：MetaFrame Application Server からクライアントへのターミナル サービ
スのサポートをイネーブルにします。このアトリビュートを使用すると、セキュアな Citrix 設
定内でセキュリティ アプライアンスがセキュア ゲートウェイとして機能できるようになりま
す。これらのサービスは、ユーザが MetaFrame アプリケーションに標準 Web ブラウザでアク
セスできるようにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Group Policy > WebVPN タブ > Content Filtering タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ 
> Content Filtering タブ

• Add or Edit Group Policy ウィンドウの WebVPN タブにある Content Filtering タブを使用して、
Web サイトのうち Java または Active X を使用する部分、スクリプトを使用する部分、画像を
表示する部分、およびクッキーを配信する部分をブロックまたは削除するように、セキュリ

ティ アプライアンスを設定できます。デフォルトでは、これらのパラメータはディセーブルに
なっていて、フィルタリングは行われません。

フィールド

• Inherit：このグループ ポリシーがデフォルト グループ ポリシーからコンテンツ フィルタリン
グの値を継承するかどうかを決めます。このオプションはデフォルト設定です。 このアトリ
ビュートがチェックされている場合、残りのアトリビュートはグレー表示になり、設定はでき

ません。

• Filter Java/ActiveX：<applet>、<embed>、および <object> タグを HTML から削除します。

• Filter scripts：<script> タグを HTML から削除します。

• Filter images：<img> タグを HTML から削除します。画像を削除すると、Web ページの配信が
大幅に高速化されます。

• Filter cookies from images：画像で配信されるクッキーを削除します。広告主はクッキーを使用
して訪問者を追跡するため、これによってユーザのプライバシーが保護されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Group Policy > WebVPN タブ > Homepage タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ
> Homepage タブ

Add Group Policy または Edit Group Policy ウィンドウの WebVPN タブにある Homepage タブを使用
して、使用するホームページ（存在する場合）を設定し、そのページに適用するカスタマイゼー

ション（色やロゴなど）を指定できます。 ホームページのカスタマイゼーションを定義するわけで
はありません。

フィールド

• Inherit：対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォルト グループ ポリシー
から値を取得することを示します。 これは、Webpage Customization および Custom Homepage の
両アトリビュートのデフォルト設定です。

• Webpage Customization：デフォルト グループ ポリシーから Web ページのカスタマイゼーショ
ンを継承して、（リストから選択した）既存のカスタマイゼーションを適用するか、新しいカ

スタマイゼーションを作成するかを指定します。

• New：Add Customization Object 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、
ユーザに表示される GUI ページに適用する新しいカスタマイゼーションを作成および設定し
ます。

• Custom Homepage：デフォルト グループ ポリシーからホームページを継承して既存の URL を
ホームページとして使用するか、ホームページを使用しないかを指定します。

• Specify URL：後続のフィールドで、プロトコル（http または https）と、ホームページとして使
用する Web ページの URL を指定することを示します。具体的な内容は次のとおりです。

－ Protocol：ホームページの接続プロトコルとして http または https のどちらを使用するかを
示します。

－ :// field：ホームページとして使用する Web ページの URL を指定します。

• Use none：ホームページを設定しないように指定します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 28章      一般的な VPN 設定
ACL Manager

28-39
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Add/Edit Group Policy > WebVPN タブ > Port Forwarding タブ 

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ
> Port Forwarding タブ

Add Group Policy または Edit Group Policy ウィンドウの WebVPN タブの Port Forwarding タブを使用
して、ポート転送パラメータを設定できます。

フィールド

• Inherit：（複数のインスタンス）チェックした場合、このオプションは、関連付けられているア
トリビュートの値がデフォルト グループ ポリシーによって設定されるように指定します。 こ
のオプションは、Port Forwarding List と Applet Name の両アトリビュートのデフォルト設定で
す。

• Port Forwarding List：ポート転送リストをデフォルト グループ ポリシーから継承するか、リス
トから選択するか、新しいポート転送リストを作成するかを指定します。

• New：Add Port Forwarding List ウィンドウを開きます。このウィンドウで、新しいポート転送
リストを追加できます。Add Port Forwarding List ウィンドウの説明を参照してください。

• Applet Name：アプレット名を継承するか、このフィールドで指定した名前を使用するかを指定
します。この名前を指定して、エンド ユーザに対してポート転送を識別します。設定した名前
は、エンド ユーザ インターフェイスで、ホットリンクとして表示されます。ユーザがこのリ
ンクをクリックすると、Java アプレットによって、設定されているポート転送アプリケーショ
ンのリストを表示してアクセスできるようにするウィンドウが開きます。デフォルトのアプ

レット名は Application Access です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Port Forwarding List

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ
> Port Forwarding タブ > New ボタン > Add or Edit Port Forwarding List

Add Port Forwarding List ダイアログボックスを使用して、ポート転送リストの名前の指定と、設定
したポート転送エントリのリストの表示ができます。

フィールド

• List Name：追加するポート転送リストの名前を割り当てます。

• Local TCP Port：ポート転送リストの各エントリが使用するローカル TCP ポートを一覧表示し
ます。

• Remote Server：ポート転送リストの各エントリが使用するリモート サーバを割り当てます。

• Remote TCP Port：ポート転送リストの各エントリが使用するリモート TCP ポートを一覧表示し
ます。

• Description：（オプション）ポート転送リストの各エントリに関する最大 64 文字の説明を一覧
表示します。

• Add：Add Port Forwarding Entry 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、
新しいポート転送エントリを設定できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Edit：Edit Port Forwarding Entry 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、
既存のポート転送エントリを修正できます。

• Delete：選択したポート転送エントリをポート転送リストから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Port Forwarding Entry

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ
> Port Forwarding タブ > New ボタン > Add Port Forwarding List > Add or Edit

Add or Edit Port Forwarding Entry ダイアログボックスを使用して、ポート転送リストの名前の指定
と、設定したポート転送エントリのリストの表示ができます。

フィールド

• Local TCP Port：このポート転送リストエントリのローカル TCP ポートを指定します。

• Remote Server：ポート転送リスト エントリのリモート サーバを指定します。

• Remote TCP Port：ポート転送リスト エントリのリモート TCP ポートを指定します。

• Description：（オプション）ポート転送リスト エントリに関する最大 64 文字の説明を指定しま
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Group Policy > WebVPN タブ > Other タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ 
> Other タブ

Add Group Policy または Edit Group Policy ウィンドウの WebVPN タブの Other タブを使用して、サー
バと URL のリストおよび Web-type ACL ID を設定できます。

フィールド

• Inherit：（複数インスタンス）対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォル
ト グループ ポリシーから値を取得することを示します。

• Servers and URL Lists：サーバおよび URL のリストを継承するか、既存のリストを選択するか、
新しいリストを作成するかを指定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• New：新しいサーバまたは URL をリストに追加できるダイアログボックスを表示します。 

• Web-Type ACL ID：Web-type ACL ID を継承して既存の Web-Type ACL の識別名を選択するか、
Web-type ACL を追加または修正するかを指定します。

• Manage：Web-type ACL を管理できる ACL Manager ダイアログボックスを開きます。

• SSO Server：シングルサインオン サーバ設定を継承して、リストから既存の SSO サーバを選択
するか、新しい SSO サーバを追加するかを指定します。

• New：Add SSO Server 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、リストに
新しいサーバを設定できます。 

• HTTP Compression：HTTP Compression の設定をデフォルト グループから継承するか、明示的
に HTTP 圧縮をイネーブルまたはディセーブルにするかを指定します。

• Keepalive Ignore：デフォルトのグループから最大トランザクション サイズを継承するか、無視
する HTTP/HTTPS トラフィックのトランザクション当たりの上限を設定するかを指定します。
範囲は 0 ～ 900 KB です。

• Deny Message：正常にログインできたが VPN 権限がないリモート ユーザに送信するメッセー
ジを次のように継承、指定、または削除できます。

－ Inherit をオンにして、WebVPN には正常にログインできたが VPN 権限がないリモート ユー
ザに送信するメッセージをデフォルト グループから継承します。

－ オフにして、フィールドのテキストを消去して、WebVPN には正常にログインできたが
VPN 権限がないリモート ユーザにメッセージを送信しないようにします。 

－ オフにして、このフィールドで、WebVPN には正常にログインできたが VPN 権限がない
リモート ユーザに送信するメッセージ（最大 490 文字）を作成または修正します。デフォ
ルトのメッセージは、「Login was successful, but because certain criteria have not been met or due
to some specific group policy, you do not have permission to use any of the VPN features.Contact
your IT administrator for more information.」です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Server and URL List

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ 
> Other タブ > Add or Edit Server or URL List

Add or Edit Server and URL List ダイアログボックスを使用して、指定された URL リストで項目の追
加、編集、および並べ替えができます。

フィールド

• List Name：追加するリストの名前を指定するか、修正または削除するリストの名前を選択しま
す。

• URL Display Name：ユーザに表示する URL 名を指定します。

• URL：表示名に関連付けられている URL を指定します。

• Add：Add Server or URL 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、新しい
サーバまたは URL と表示名を設定できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Edit：Edit Server or URL 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、新しい
サーバまたは URL と表示名を設定できます。

• Delete：選択した項目をサーバ と URL リストから削除します。確認されず、やり直しもできま
せん。

• Move Up/Move Down：サーバと URL リストでの、選択した項目の位置を変更します。

Add/Edit Server or URL

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ
> Other タブ > Add or Edit Server and URL

Add or Edit Server and URL ダイアログボックスを使用して、指定された URL リストで項目の追加、
編集、および並べ替えができます。

フィールド

• URL Display Name：ユーザに表示する URL 名を指定します。

• URL：表示名に関連付けられている URL を指定します。

Add/Edit Group Policy > WebVPN タブ > SSL VPN Client タブ

Configuration > VPN > General > Group Policy > Add/Edit > Internal Group Policy > Web VPN タブ 
> SSL VPN Client タブ

Add or Edit Group Policy ウィンドウの WebVPN タブの SSL VPN Client タブを使用して、SSL VPN ク
ライアント（SVC）をリモート コンピュータにダウンロードするようにセキュリティ アプライア
ンスを設定できます。

SVC は、ネットワーク管理者が IPSec VPN クライアントをリモート コンピュータにインストール
し、設定する必要なしに、リモート ユーザが IPSec VPN を利用できるようにする VPN トンネリン
グ技術です。SVC は、すでにリモート コンピュータにある SSL 暗号化と、セキュリティ アプライ
アンスの WebVPN ログインおよび認証を使用します。

SVC セッションを確立するには、リモート ユーザはセキュリティ アプライアンスの WebVPN イン
ターフェイスの IP アドレスをブラウザに入力します。ブラウザはそのインターフェイスに接続し
て WebVPN のログイン画面を表示します。ユーザがログインと認証を終了し、セキュリティ アプ
ライアンスがこのユーザを SVC が必要なユーザとして識別した場合、セキュリティ アプライアン
スはリモート コンピュータに SVC をダウンロードします。セキュリティ アプライアンスがこの
ユーザを SVC がオプションで使用できるユーザとして識別した場合、セキュリティ アプライアン
スは SVC のインストールをスキップするリンクをユーザ画面に表示して、リモート コンピュータ
に SVC をダウンロードします。

ダウンロードが完了すると、SVC は自身のインストールと設定を実行します。接続終了時に（設定
に応じて）、SVC はリモート コンピュータに保持されるか、またはリモート コンピュータからアン
インストールされます。

セキュリティ アプライアンスは、異なるリモート コンピュータのオペレーティング システム用に、
複数の一意の SVC イメージをキャッシュ メモリに常駐させることができます。ユーザが接続しよ
うとしたとき、セキュリティ アプライアンスは、イメージとオペレーティング システムが一致す
るまで、これらのイメージの一部を連続してダウンロードします。一致すると、SVC の全体をダウ
ンロードします。接続のセットアップ時間を短縮するため、ダウンロードされる最初のイメージが、

最もよく遭遇するリモート コンピュータのオペレーティング システムになるように SVC イメージ
の順序を指定できます。
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フィールド

• Inherit：（複数インスタンス）対応する設定が、その後に続く明示的な指定ではなく、デフォル
ト グループ ポリシーから値を取得することを示します。このタブのアトリビュートすべての
デフォルト設定です。

• Use SSL VPN Client：デフォルト グループ ポリシーからこのアトリビュートの値を継承するか
どうか、または SSL VPN Client を使用する時期を、always、optionally、または never の中から
選択します。

• Keep Installer on Client System：永続的な SVC インストールをイネーブルにするか（Yes）、SVC
の自動アンインストール機能をディセーブルにします（No）。後続の SVC 接続では、SVC がリ
モート コンピュータにインストールされたままの状態になるため、リモート ユーザの SVC へ
の接続時間が短縮されます。

• Compression：SVC 接続での圧縮をイネーブルまたはディセーブルにします。 

SVC 圧縮を行うと、転送されるパケットのサイズが減少するため、セキュリティ アプライアン
スと SVC 間の通信パフォーマンスが向上します。

• Keepalive Messages：キープアライブ メッセージの頻度を、15 ～ 600 秒の範囲で調整します。

プロキシ、ファイアウォール、NAT デバイスを通じた SVC 接続をオープンにしておくための
キープアライブ メッセージを送信する頻度を調整することができます。これは、接続のアイド
ル状態を維持できる時間がデバイスで制限される場合も有効です。頻度を調整することで、リ

モート ユーザが Microsoft Outlook または Microsoft Internet Explorer などのソケットベースのア
プリケーションをアクティブに実行していない場合でも、SVC が切断して再接続をしないよう
にできます。

• Key Renegotiation Settings：セキュリティ アプライアンスと SVC が鍵の再生成を実行するとき、
接続のセキュリティを高めるために、暗号鍵と初期ベクトルを再ネゴシエートします。

－ Renegotiation Interval：セッション開始からキーの再生成までの時間に 1 ～ 10080（1 週間）
を分単位で指定します。

－ Renegotiation Method：SVC の鍵の再生成の際に SVC が新しいトンネルを確立するかどう
か、確立する場合はその方法を指定します。 none をオンにすると、SVC キーの再生成が
ディセーブルになります。 SSL をオンにすると、SVC の鍵の再生成の際に、SSL の再ネゴ
シエーションが実行されます。 New tunnel を選択すると、SVC キー再生成中に SVC が新し
いトンネルを確立します。 SSL をキー再生成方式として設定することをお勧めします。 

• Dead Peer Detection：Dead Peer Detection（DPD）は、ピアが応答していないために失敗した接
続をセキュリティ アプライアンス（ゲートウェイ）または SVC で迅速に検出できるようにし
ます。

－ Gateway Side Detection：Gateway Side Detection は、セキュリティ アプライアンス（ゲート
ウェイ）による DPD 実行をイネーブルにし、セキュリティ アプライアンスが DPD を実行
する頻度を 30 ～ 3600 秒の範囲で指定します。enable をオフにすると、セキュリティ アプ
ライアンスによる DPD の実行がディセーブルになります。

－ Client Side Detection：Client Side Detection は、SVC（クライアント）による DPD 実行をイ
ネーブルにし、SVC が DPD を実行する頻度を 30 ～ 3600 秒の範囲で指定します。 enable を
オフにすると、SVC による DPD の実行がディセーブルになります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Group Policy > WebVPN タブ > Auto Signon タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

Auto Signon ウィンドウまたはタブを使用して、WebVPN ユーザの自動サインオンを設定または編
集できます。 自動サインオンは、内部ネットワークに SSO 方式をまだ展開していない場合に使用で
きる簡素化された単一サインオン方式です。特定の内部サーバに対して自動サインオンを設定する

と、セキュリティ アプライアンスは、WebVPN ユーザがセキュリティ アプライアンスへのログイ
ンに使用したログイン クレデンシャルをこれらの内部サーバに渡します。特定の範囲のサーバの特
定の認証方式に応答するように、セキュリティ アプライアンスを設定します。セキュリティ アプ
ライアンスが応答するように設定できる認証方式は、NTLM 認証、HTTP 基本認証、またはこれら
の両方です。

自動サインオンは、特定の内部サーバに SSO を設定する直接的な方法です。この項では、自動サイ
ンオンを行うように SSO をセットアップする手順について説明します。すでに Computer Associates
の SiteMinder SSO サーバを使用して SSO を展開していて、このソリューションをサポートするよ
うにセキュリティ アプライアンスを設定する場合は、「SSO Servers」を参照してください。HTTP
Forms プロトコルを使う SSO を使用して、この方式をサポートするようにセキュリティ アプライ
アンスを設定でする場合は、「AAA のセットアップ」を参照してください。

フィールド

• Inherit：クリックしてオフにすると、WebVPN ログイン クレデンシャルを使用して特定の内部
サーバにログインできるようになります。

• IP Address：表示のみ。次の Mask と組み合せて、認証されるサーバの IP アドレスの範囲を
Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで設定されたとおりに表示します。サーバは、サーバ
の URI またはサーバの IP アドレスとマスクで指定できます。

• Mask：表示のみ。前の IP Address と組み合せて、Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで自
動サインオンをサポートするように設定されたサーバの IP アドレスの範囲を表示します。

• URI：表示のみ。Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで設定されたサーバを識別する URI
マスクを表示します。

• Authentication Type：表示のみ。認証タイプを Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで設定
されたとおりに表示します（Basic HTTP、NTLM、または Basic and NTLM）。

• Add/Edit：自動サインオン命令を追加または編集する場合にクリックします。自動サインオン
命令は、自動サインオン機能を使用する内部サーバの範囲と、特定の認証方式を定義します。

• Delete：Auto Signon テーブルで選択した自動サインオン命令を削除する場合にクリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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ACL

Configuration > VPN > Web VPN > ACLs

このウィンドウを使用して、WebVPN の ACL を設定できます。

フィールド

• View (Unlabeled)：選択したエントリが展開されている（マイナス記号）か閉じられている（プ
ラス記号）かを示します。

• # カラム：ACE ID 番号を指定します。

• Enable：この ACL がイネーブルかディセーブルかを示します。 このチェックボックスを使用し
て、ACL をイネーブルまたはディセーブルにできます。

• Action：この ACL がアクセスを許可するか拒否するかを指定します。

• Type：この ACL が URL または TCP アドレス /ポートに適用されるかどうかを指定します。

• Filter：適用されるフィルタのタイプを指定します。

• Syslog Level (Interval)：この ACL の syslog パラメータを指定します。

• Time Range：この ACL の時間範囲（存在する場合）の名前を指定します。 時間範囲には、1 つ
の間隔または複数の定期的な範囲を設定できます。

• Description：ACL の説明（存在する場合）を指定します。

• Add ACL：Add Web Type ACL ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで、
ACL ID を指定できます。

• Add ACE：Add Web Type ACE ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで、
名前付き ACL のパラメータを指定します。 このボタンは、Web Type ACL テーブルに 1 つ以上
のエントリが存在する場合にだけアクティブになります。

• Edit ACE/Delete：選択されている ACL または ACE を編集または削除する場合にクリックしま
す。 ACL を削除すると、その ACE もすべて削除されます。 警告は表示されず、復元もできませ
ん。

• Move Up/Move Down：ACL または ACE を選択してこれらのボタンをクリックすると、ACL お
よび ACE の順序が変更されます。 セキュリティ アプライアンスは、WebVPN ACL と ACE を、
ACL リストボックスでの優先順位に応じて、一致するものが見つかるまでチェックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Tunnel Group
Configuration > VPN > General > Tunnel Group 

Tunnel Group ウィンドウのパラメータを使用して、VPN トンネル グループを管理できます。 VPN ト
ンネル グループとは、IPSec および WebVPN 接続の場合の接続固有のレコードを表します。

IPSec グループは、IPSec トンネル グループ パラメータを使用してトンネルを作成します。 IPSec ト
ンネル グループは、リモートアクセスと LAN 間のどちらでも可能です。 IPSec グループは、内部
サーバまたは外部 RADIUS サーバ上で設定されます。 クライアント モードの ASA 5505 または VPN
3002 ハードウェア クライアント パラメータ（インタラクティブ ハードウェア クライアント認証と
個別ユーザ認証をイネーブルまたはディセーブルにする）の場合は、IPSec トンネル グループ パラ
メータが、ユーザとグループに対して設定されたパラメータよりも優先されます。

WebVPN トンネルグループ パラメータは、このトンネル グループに適用する WebVPN グループの
パラメータです。 WebVPN アクセスは、Configuration > WebVPN ウィンドウで設定します。

フィールド

• Tunnel Group：既存の VPN トンネル グループ用に設定されたパラメータを表示します。 Tunnel
Group テーブルには、次のカラムがあります。

－ Name：トンネル グループの名前または IP アドレスを指定します。

－ Type：トンネルのタイプを表します。たとえば、ipsec-l2l は、IPSec LAN 間トンネルを示
します。 その他のタイプとしては、ipsec-ra（IPSec リモート アクセス）と webvpn がありま
す。

－ Group Policy：このトンネル グループのグループ ポリシーの名前を示します。

• Add：IPSec for Remote Access、IPSec for LAN-to-LAN Access、または WebVPN Access といった
トンネル タイプを選択できるメニューを表示し、新しいトンネル グループを設定できるダイ
アログボックスを開きます。

• Edit：既存のトンネル グループを修正できるダイアログボックスを開きます。

• Delete：選択したトンネル グループをリストから削除します。

• Group Delimiter：トンネルがネゴシエートされているときにセキュリティ アプライアンスが受
け取るユーザ名からトンネル グループ名を解析するときに使用するデリミタ文字を選択でき
ます。 デフォルトではデリミタが指定されておらず、グループ名解析をディセーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Basic タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

Add or Edit ウィンドウの General タブの Basic タブを使用して、追加するトンネル グループの名前
の指定、グループ ポリシーの選択、領域やグループをユーザ名から除去した上で AAA サーバに渡
すかどうかの指定ができます。 また、パスワード管理を設定することもできます。

Edit Tunnel Group ウィンドウの General タブには、選択されているトンネル グループの名前とタイ
プが表示されます。 その他の機能は、Add Tunnel Group ウィンドウと同じです。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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フィールド

• Name：このトンネル グループに割り当てられる名前を指定します。 Edit 機能の場合、この
フィールドは表示のみです。

• Type：追加または削除するトンネル グループのタイプを表示します。 Edit の場合、このフィー
ルドは表示のみで、その内容は、Add ウィンドウでの選択内容によって異なります。

• Group Policy：現在設定されているグループ ポリシーを一覧表示します。 デフォルト値は、デ
フォルト グループ ポリシーである DfltGrpPolicy です。

• Strip the realm (administrative domain) from the username before passing it on to the AAA server：領域
をユーザ名から除去し、そのユーザ名を AAA サーバに渡す処理をイネーブルまたはディセー
ブルにします。 認証時にユーザ名の領域修飾子を削除するには、Strip Realm チェックボックス
をオンにします。 領域名は、AAA （認証、認可、アカウンティング）のユーザ名に追加できま
す。 領域に対して有効なデリミタは @ だけで、 JaneDoe@it.cisco.com のように、username@realm
という形式を取ります。この Strip Realm チェックボックスをオンにすると、ユーザ名だけに基
づいて認証が行われます。 オフにした場合は、username@realm 文字列全体に基づいて認証が行
われます。サーバでデリミタを解析できない場合は、このチェックボックスをオンにする必要

があります。

（注） 領域とグループは、両方をユーザ名に追加できます。その場合、セキュリティ アプライア
ンスは、グループと AAA 機能用の領域に対して設定されたパラメータを使用します。 この
オプションのフォーマットは、JaneDoe@it.cisco.com#VPNGroup のように、ユーザ名
[@realm][<# または !>グループ ] という形式を取ります。 @ が領域デリミタとしても使用さ
れている場合には、セキュリティ アプライアンスが @ をグループ デリミタと解釈できな
いため、このオプションを選択した場合は、グループ デリミタとして # または ! 文字を使
用する必要があります。

Kerberos 領域は特殊事例です。 Kerberos 領域の命名規則として、Kerberos 領域と関連付けら
れている DNS ドメイン名を大文字で表記します。 たとえば、ユーザが it.cisco.com ドメイン
に存在する場合には、Kerberos 領域を IT.CISCO.COM と表記します。

• Strip the group from the username before passing it on to the AAA server：グループ名をユーザ名から
除去し、そのユーザ名を AAA サーバに渡す処理をイネーブルまたはディセーブルにします。 認
証時にユーザ名のグループ名を削除するには、Strip Group チェックボックスをオンにします。
このオプションは、Enable Group Lookup ボックスをオンにした場合にだけ有効です。 デリミタ
を使用してグループ名をユーザ名に追加し、Group Lookup をイネーブルにすると、セキュリ
ティ アプライアンスは、デリミタの左側にある文字をすべてユーザ名と解釈し、右側の文字を
すべてグループ名と解釈します。 有効なグループ デリミタは @、#、および ! で、@ が Group
Lookup のデフォルトです。 JaneDoe@VPNGroup、JaneDoe#VPNGroup や JaneDoe!VPNGroup の
ように、ユーザ名 <デリミタ >グループの形式でグループをユーザ名に追加します。

• Password Management：AAA サーバからの account-disabled インジケータの上書きと、ユーザに
対するパスワード期限切れの通知に関するパラメータを設定できます。

－ Override account-disabled indication from AAA server：AAA サーバからの account-disabled イ
ンジケータを上書きします。

（注） override-account-disabled を許可すると、セキュリティ上のリスクが発生する可能性がありま
す。

－ Enable notification upon password expiration to allow user to change password：このチェックボッ
クスをオンにすると、次の 2 つのパラメータが利用できるようになります。 Enable
notification prior to expiration チェックボックスをオンにしないと、ユーザは、パスワードの
期限が切れた後で通知を受信します。
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－ Enable notification prior to expiration：このオプションをオンにすると、セキュリティ アプラ
イアンスは、リモート ユーザのログイン時に、現在のパスワードの期限切れが迫っている
か、期限が切れていることを通知し、パスワードを変更する機会をユーザに提供します。

現在のパスワードの期限がまだ切れていない場合は、ユーザはこのパスワードで引き続き

ログインできます。このパラメータは、このような通知機能をサポートする RADIUS、
RADIUS 対応 NT サーバ、LDAP サーバなどの AAA サーバで有効です。RADIUS 認証また
は LDAP 認証が設定されていない場合、セキュリティ アプライアンスはこのコマンドを無
視します。

この処理によってパスワードの期限が切れるまでの日数が変わるわけではなく、通知がイ
ネーブルになるということに注意してください。 このチェックボックスをオンにしたら、
日数も指定する必要があります。

－ Notify...days prior to expiration：現在のパスワードの期限切れが迫っていることをユーザに
通知する日を、期限切れになるまでの日数で指定します。範囲は 1 ～ 180 日です。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Authentication タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

このタブは、IPSec on Remote Access および LAN-to-LAN トンネル グループで使用できます。 このタ
ブの設定は、セキュリティ アプライアンス全体のトンネル グループにグローバルに適用されます。
インターフェイスごとに認証サーバ グループを設定するには、Advanced タブをクリックします。
Add or Edit Tunnel Group ウィンドウ > General タブ > Authentication タブを使用して、次の アトリ
ビュートを設定できます。

• Authentication Server Group：LOCAL グループ（デフォルト）などの利用可能な認証サーバ グ
ループを一覧表示します。None も選択可能です。None または Local 以外を選択すると、Use
LOCAL if Server Group Fails チェックボックスが利用できるようになります インターフェイス
ごとに認証サーバ グループを設定するには、Advanced タブに移動します。

• Use LOCAL if Server Group fails：Authentication Server Group アトリビュートによって指定され
たグループに障害が発生した場合の LOCAL データベースへのフォールバックをイネーブルま
たはディセーブルにします。

• NAC Authentication Server Group：ポスチャ検証用に使用する認証サーバ グループを指定します。
このフィールドは、セキュリティ アプライアンスで NAC を設定した場合にだけアクティブに
なります。 NAC をサポートするように設定された、少なくとも 1 台のサーバで構成される ACS
グループが必要です。このセキュリティ アプライアンスに設定され、リモート アクセス トン
ネルで利用できる RADIUS タイプのすべてのサーバ グループ名が一覧表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Authorization タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

このタブは、IPSec on Remote Access および LAN-to-LAN トンネル グループで使用できます。 このタ
ブの設定は、セキュリティ アプライアンス全体のトンネル グループにグローバルに適用されます。
このタブでは、次のアトリビュートを設定できます。

• Authorization Server Group：LOCAL グループを含む、利用可能な認可サーバ グループを一覧表
示します。 VPN 認可が LOCAL と定義されている場合には、デフォルト グループ ポリシー
DfltGrpPolicy で設定されたアトリビュートが適用されます。 None（デフォルト）も選択可能で
す。 None 以外を選択すると、Users must exist in authorization database to connect チェックボック
スが利用できるようになります。

• Users must exist in authorization database to connect：セキュリティ アプライアンスに対し、認可
データベース内のユーザだけに接続を許可するように命令します。デフォルトでは、この機能

はディセーブルになっています。 認可サーバでこの機能を使用するように設定しておく必要が
あります。

• Interface-Specific Authorization Server Groups：（オプション）インターフェイスごとに認可サー
バ グループを設定できます。 インターフェイスに固有の認可サーバ グループは、グローバル
サーバ グループよりも優先されます。 インターフェイスに固有の認可を明示的に設定していな
い場合には、グループ レベルでのみ認可が実行されます。

－ Interface：認可を実行するインターフェイスを選択します。 標準のインターフェイスは、

outside（デフォルト）、inside、および DMZ です。 他のインターフェイスを設定した場合に
は、そのインターフェイスもリストに表示されます。

－ Server Group：LOCAL グループを含む、先に設定した利用可能な認可サーバ グループを選
択します。 サーバ グループは、複数のインターフェイスと関連付けることができます。 

－ Add：Add をクリックすると、インターフェイスまたはサーバ グループ設定がテーブルに
追加され、利用可能なリストからインターフェイスが削除されます。

－ Remove：Remove をクリックすると、インターフェイスまたはサーバ グループがテーブル
から削除され、利用可能なリストにインターフェイスが戻ります。

• Authorization Settings：セキュリティ アプライアンスが認可のために認識するユーザ名の値を設
定できるようにします。 この名前は、デジタル証明書を使用して認証し、LDAP または RADIUS
認証を必要とするユーザに適用されます。

－ Use entire DN as username：認定者名（DN）全体をユーザ名として使用することを許可します。

－ Specify individual DN fields as the username：個々の DN フィールドをユーザ名として使用す
ることをイネーブルにします。

－ Primary DN Field：選択内容の DN フィールド識別子すべてを一覧表示します。
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－ Secondary DN Field：選択内容の DN フィールド識別子のすべて（上記の表を参照）を一覧
表示し、選択していない場合には None オプションを追加します。

Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Accounting タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

このタブは、IPSec on Remote Access および LAN-to-LAN トンネル グループで使用できます。 このタ
ブの設定は、セキュリティ アプライアンス全体のトンネル グループにグローバルに適用されます。
Add or Edit Tunnel Group ウィンドウ > General タブ > Accounting タブを使用して、次のアトリビュー
トを設定できます。

• Accounting Server Group：利用可能なアカウンティング サーバ グループを一覧表示します。 None
（デフォルト）も選択可能です。 LOCAL はオプションではありません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DN フィールド 内容

Country (C) 2 文字の国名略記。 これらのコードは、ISO 3166 の国名略記に
準拠しています。

Common Name (CN) 人やシステム、その他のエンティティの名前。 識別階層の最も
低い（最も具体的な）レベルです。

DN Qualifier (DNQ) 特定の DN アトリビュート。

E-mail Address (EA) 証明書を所有する人、システム、またはエンティティの電子

メール アドレス。

Generational Qualifier (GENQ) Jr.、Sr.、III などの世代修飾子。

Given Name (GN) 証明書所有者の名。

Initials (I) 証明書所有者の姓名の最初の文字。

Locality (L) 組織が所在する市または町。

Name (N) 証明書所有者の名。

Organization (O) 会社、施設、機関、協会、その他のエンティティの名前。

Organizational Unit (OU) 組織内のサブグループ。

Serial Number (SER) 証明書のシリアル番号。

Surname (SN) 証明書所有者の姓。

State/Province (S/P) 組織が所在する州や県。

Title (T) 博士など、証明書の所有者の肩書。

User ID (UID) 証明書の所有者の識別番号。

User Principal Name (UPN) スマート カードによる証明書認証で使用。
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Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Client Address Assignment タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

アドレス割り当てに DHCP またはアドレス プールを使用するかどうかを指定するには、
Configuration > VPN > I P Address Management > Assignment にアクセスします。 Add or Edit Tunnel
Group ウィンドウ > General タブ > Client Address Assignment タブを使用して、次の Client Address
Assignment アトリビュートを設定できます。

• DHCP Servers：使用する DHCP サーバを指定します。 一度に最大 10 台のサーバを追加できます。

－ IP Address：DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

－ Add：指定された DHCP サーバを、クライアント アドレス割り当て用のリストに追加します。

－ Delete：指定された DHCP サーバを、クライアント アドレス割り当て用のリストから削除
します。確認されず、やり直しもできません。

• Address Pools：次のパラメータを使用して、最大 6 つのアドレス プールを指定できます。

－ Available Pools：選択可能な設定済みのアドレス プールを一覧表示します。

－ Add：選択したアドレス プールをクライアント アドレス割り当て用のリストに追加します。

－ Remove：選択したアドレス プールを Assigned Pools リストから Available Pools リストに移
動します。

－ Assigned Pools：アドレス割り当て用に選択したアドレス プールを一覧表示します。

（注） インターフェイスに固有のアドレス プールを設定するには、Advanced タブに移動します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > General タブ > Advanced タブ

このパネルに移動するパスは数種類あります。

Add or Edit Tunnel Group ウィンドウの General タブの Advanced タブを使用して、次に示す、イン
ターフェイスに固有のアトリビュートを設定できます。

• Interface-Specific Authentication Server Groups：インターフェイスとサーバ グループを認証用に
設定できます。

－ Interface：選択可能なインターフェイスを一覧表示します。

－ Server Group：このインターフェイスで利用可能な認証サーバ グループを一覧表示します。

－ Use LOCAL if server group fails：サーバ グループに障害が発生した場合の LOCAL データ
ベースへのフォールバックをイネーブルまたはディセーブルにします。

－ Add：選択した利用可能なインターフェイスと認証サーバ グループ間のアソシエーション
を、割り当てられたリストに追加します。

－ Remove：選択したインターフェイスと認証サーバ グループのアソシエーションを、割り
当てられたリストから利用可能なリストに移動します。
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－ Interface/Server Group/Use Fallback：割り当てられたリストに追加した選択内容を表示します。

• Interface-Specific Client IP Address Pools：インターフェイスとクライアントの IP アドレス プー
ルを指定できます。 最大 6 個のプールを指定できます。

－ Interface：追加可能なインターフェイスを一覧表示します。

－ Address Pool：このインターフェイスと関連付けできるアドレス プールを一覧表示します。

－ Add：選択した利用可能なインターフェイスとクライアントの IP アドレス プール間のアソ
シエーションを、割り当てられたリストに追加します。

－ Remove：選択したインターフェイスまたはアドレス プールのアソシエーションを、割り
当てられたリストから利用可能なリストに移動します。

－ Interface/Address Pool：割り当てられたリストに追加された選択内容を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > IPSec for Remote Access > IPSec タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > IPSec for Remote Access
> IPSec タブ

IPSec for Remote Access の Add or Edit Tunnel Group ウィンドウにある IPSec タブ を使用して、IPSec
に固有のトンネル グループ パラメータを設定または編集できます。

フィールド

• Pre-shared Key：トンネル グループの事前共有キーの値を指定できます。 事前共有キーの最大長
は 128 文字です。

• Trustpoint Name：トラストポイントが設定されている場合には、トラストポイント名を選択し
ます。 トラストポイントとは、認証局を表現したものです。トラストポイントには、CA の ID、
CA 固有のコンフィギュレーション パラメータ、登録されている ID 証明書とのアソシエーショ
ンが含まれています。

• Authentication Mode：認証モードを、none、xauth、または hybrid の中から指定します。 

－ none：認証モードを指定しません。

－ xauth：IKE 拡張認証モードを使用するように指定します。この認証モードは、TACACS+
または RADIUS を使用する IKE 内のユーザを認証する機能を提供します。 

－ hybrid：ハイブリッド モードを使用するように指定します。この認証モードでは、セキュ
リティ アプライアンス認証にデジタル認証を使用でき、リモート VPN ユーザ認証に別の
レガシー方式（RADIUS、TACACS+、SecurID など）を使用できます。 このモードでは、イ
ンターネット キー エクスチェンジ（IKE）のフェーズ 1 が次の手順に分かれています。こ
れらを合せてハイブリッド認証と呼びます。

1. セキュリティ アプライアンスでは、リモート VPN ユーザが標準公開鍵技術で認証され
ます。これによって、単方向に認証される IKE セキュリティ アソシエーションが確立さ
れます。

2. 次に、拡張認証（xauth）交換でリモート VPN ユーザが認証されます。このような拡張
認証では、サポートされているレガシー認証方式の 1 つを使用できます。
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（注） 認証タイプをハイブリッドに設定する前に、認証サーバを設定し、事前共有キーを作成す

る必要があります。

• IKE Peer ID Validation：IKE ピア ID 確認要求を無視するか、必須とするか、あるいは証明書に
よってサポートされている場合にだけチェックするかを選択します。

• Enable sending certificate chain：証明書チェーン全体の送信をイネーブルまたはディセーブルに
します。このアクションでは、ルート証明書と下位のすべての CA 証明書が送信されます。

• ISAKMP Keep Alive：ISAKMP キープアライブ モニタリングをイネーブルにし、設定します。

－ Disable Keep Alives：ISAKMP キープアライブをイネーブルまたはディセーブルにします。

－ Monitor Keep Alives：ISAKMP キープアライブ モニタリングをイネーブルまたはディセー
ブルにします。 このオプションを選択すると、Confidence Interval フィールドと Retry Interval
フィールドが利用できるようになります。

－ Confidence Interval：ISAKMP キープアライブの信頼間隔を指定します。 これは、ピアがキー
プアライブ モニタリングを開始するまでにセキュリティ アプライアンスが許可するアイ
ドル時間を表す秒数です。 最小 10 秒、最大 300 秒です。 リモート アクセス グループのデ
フォルトは 300 秒です。

－ Retry Interval：ISAKMP キープアライブの再試行間の待機秒数を指定します。デフォルト
は、2 秒です。

－ Head end will never initiate keepalive monitoring：中央サイトのセキュリティ アプライアンス
がキープアライブ モニタリングを開始しないように指定します。

• Interface-Specific Authentication Mode：認証モードをインターフェイスごとに指定します。 

－ Interface：インターフェイス名を選択できます。 デフォルトのインターフェイスは inside と
outside ですが、別のインターフェイス名を設定した場合には、その名前がリストに表示さ
れます。 

－ Authentication Mode：認証モードを、上記の none、xauth、または hybrid の中から選択でき
ます。

－ Interface/Authentication Mode テーブル：インターフェイス名と、選択されている関連認証
モードを表示します。

－ Add：選択したインターフェイスと認証モードのペアを Interface/Authentication Modes テー
ブルに追加します。

－ Remove：選択したインターフェイスと認証モードのペアを Interface/Authentication Modes
テーブルから削除します。

• Client VPN Software Update Table：クライアント タイプ、VPN クライアントのリビジョン、お
よびインストールされている各クライアント VPN ソフトウェア パッケージのイメージ URL を
一覧表示します。 クライアント タイプごとに、許可されるクライアント ソフトウェア リビジョ
ンと、必要に応じて、ソフトウェア アップグレードをダウンロードする URL または IP アドレ
スを指定できます。 クライアント アップデート メカニズム（Client Update ウィンドウに詳細説
明があります）は、この情報を使用して、各 VPN クライアントが適切なリビジョン レベルで
実行されているかどうか、適切であれば、通知メッセージとアップデート メカニズムを、旧式
のソフトウェアを実行しているクライアントに提供するかどうかを判断します。

－ Client Type：VPN クライアント タイプを識別します。

－ VPN Client Revisions：許可される VPN クライアントのリビジョン レベルを指定します。

－ Image URL：適切な VPN クライアント ソフトウェア イメージをダウンロードできる URL
または IP アドレスを指定します。 Windows ベースの VPN クライアントの場合、URL は
http:// または https:// という形式です。 クライアント モードの ASA 5505 または VPN 3002
ハードウェア クライアントの場合、URL は tftp:// という形式です。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > PPP タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > PPP タブ

IPSec リモート アクセス トンネル グループの Add or Edit Tunnel Group ウィンドウにある PPP タブ
を使用して、PPP 接続で許可される認証プロトコルを設定または編集できます。このタブは、IPSec
リモートアクセス トンネルグループにだけ適用されます。

フィールド

• CHAP：PPP 接続で CHAP プロトコルの使用をイネーブルにします。

• MS-CHAP-V1：PPP 接続で MS-CHAP-V1 プロトコルの使用をイネーブルにします。

• MS-CHAP-V2：PPP 接続で MA-CHAP-V2 プロトコルの使用をイネーブルにします。

• PAP：PPP 接続で PAP プロトコルの使用をイネーブルにします。

• EAP-PROXY：PPP 接続で EAP-PROXY プロトコルの使用をイネーブルにします。 EAP は、
Extensible Authentication protocol（拡張認証プロトコル）を意味します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > IPSec for LAN to LAN Access > General タブ > Basic タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > IPSec for LAN to LAN 
Access > General タブ > Basic タブ

LAN 間リモート アクセス時の Add or Edit Tunnel Group ウィンドウにある General タブの Basic タブ
で、追加するトンネル グループの名前を指定し（Add 機能のみ）、グループ ポリシーを選択できます。

Edit Tunnel Group ウィンドウの General タブには、修正するトンネル グループの名前とタイプが表
示されます。

フィールド

• Name：このトンネル グループに割り当てられた名前を指定します。 Edit 機能の場合、この
フィールドは表示のみです。

• Type：（表示のみ）追加または編集するトンネル グループのタイプを表示します。 このフィー
ルドの内容は、前のウィンドウでの選択内容によって異なります。

• Group Policy：現在設定されているグループ ポリシーを一覧表示します。 デフォルト値は、デ
フォルト グループ ポリシーである DfltGrpPolicy です。
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• Strip the realm (administrative domain) from the username before passing it on to the AAA server：領域
をユーザ名から除去し、そのユーザ名を AAA サーバに渡す処理をイネーブルまたはディセー
ブルにします。 認証時にユーザ名の領域修飾子を削除するには、Strip Realm チェックボックス
をオンにします。 領域名は、AAA （認証、認可、アカウンティング）のユーザ名に追加できま
す。 領域に対して有効なデリミタは @ だけで、 JaneDoe@it.cisco.com のように、username@realm
という形式を取ります。この Strip Realm チェックボックスをオンにすると、ユーザ名だけに基
づいて認証が行われます。 オフにした場合は、username@realm 文字列全体に基づいて認証が行
われます。サーバでデリミタを解析できない場合は、このチェックボックスをオンにする必要

があります。

（注） 領域とグループは、両方をユーザ名に追加できます。その場合、セキュリティ アプライア
ンスは、グループと AAA 機能用の領域に対して設定されたパラメータを使用します。 この
オプションのフォーマットは、JaneDoe@it.cisco.com#VPNGroup のように、ユーザ名
[@realm][<# または !>グループ ] という形式を取ります。 @ が領域デリミタとしても使用
されている場合には、セキュリティ アプライアンスが @ をグループ デリミタと解釈でき
ないため、このオプションを選択した場合は、グループ デリミタとして # または ! 文字を
使用する必要があります。

Kerberos 領域は特殊事例です。 Kerberos 領域の命名規則として、Kerberos 領域と関連付けら
れている DNS ドメイン名を大文字で表記します。 たとえば、ユーザが it.cisco.com ドメイン
に存在する場合には、Kerberos 領域を IT.CISCO.COM と表記します。

• Strip the group from the username before passing it on to the AAA server：グループ名をユーザ名から
除去し、そのユーザ名を AAA サーバに渡す処理をイネーブルまたはディセーブルにします。 認
証時にユーザ名のグループ名を削除するには、Strip Group チェックボックスをオンにします。
このオプションは、Enable Group Lookup ボックスをオンにした場合にだけ有効です。 デリミタ
を使用してグループ名をユーザ名に追加し、Group Lookup をイネーブルにすると、セキュリ
ティ アプライアンスは、デリミタの左側にある文字をすべてユーザ名と解釈し、右側の文字を
すべてグループ名と解釈します。 有効なグループ デリミタは @、#、および ! で、@ が Group
Lookup のデフォルトです。 JaneDoe@VPNGroup、JaneDoe#VPNGroup や JaneDoe!VPNGroup の
ように、ユーザ名 <デリミタ >グループの形式でグループをユーザ名に追加します。

• Password Management：AAA サーバからの account-disabled インジケータの上書きと、ユーザに
対するパスワード期限切れの通知に関するパラメータを設定できます。

－ Override account-disabled indication from AAA server：AAA サーバからの account-disabled イ
ンジケータを上書きします。

（注） override-account-disabled を許可すると、セキュリティ上のリスクが発生する可能性がありま
す。

－ Enable notification upon password expiration to allow user to change password：このチェックボッ
クスをオンにすると、次の 2 つのパラメータが利用できるようになります。 Enable
notification prior to expiration チェックボックスをオンにしないと、ユーザは、パスワードの
期限が切れた後で通知を受信します。

－ Enable notification prior to expiration：このオプションをオンにすると、セキュリティ アプラ
イアンスは、リモート ユーザのログイン時に、現在のパスワードの期限切れが迫っている
か、期限が切れていることを通知し、パスワードを変更する機会をユーザに提供します。

現在のパスワードの期限がまだ切れていない場合は、ユーザはこのパスワードで引き続き

ログインできます。このパラメータは、このような通知機能をサポートする RADIUS、
RADIUS 対応 NT サーバ、LDAP サーバなどの AAA サーバで有効です。RADIUS 認証また
は LDAP 認証が設定されていない場合、セキュリティ アプライアンスはこのコマンドを無
視します。
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この処理によってパスワードの期限が切れるまでの日数が変わるわけではなく、通知がイ
ネーブルになるということに注意してください。 このチェックボックスをオンにしたら、
日数も指定する必要があります。

－ Notify...days prior to expiration：現在のパスワードの期限切れが迫っていることをユーザに
通知する日を、期限切れになるまでの日数で指定します。範囲は 1 ～ 180 日です。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > IPSec for LAN to LAN Access > IPSec タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > IPSec for LAN to LAN 
Access > IPSec タブ

LAN 間アクセス用 IPSec の Add or Edit Tunnel Group ウィンドウにある IPSec タブ を使用して、IPSec
LAN 間に固有のトンネル グループ パラメータを設定または編集できます。

フィールド

• Name：このトンネル グループに割り当てられた名前を指定します。 Edit 機能の場合、この
フィールドは表示のみです。

• Type：（表示のみ）追加または編集するトンネル グループのタイプを表示します。 このフィー
ルドの内容は、前のウィンドウでの選択内容によって異なります。

• Pre-shared Key：トンネル グループの事前共有キーの値を指定できます。 事前共有キーの最大長
は 128 文字です。

• Trustpoint Name：トラストポイントが設定されている場合には、トラストポイント名を選択し
ます。 トラストポイントとは、認証局を表現したものです。トラストポイントには、CA の ID、
CA 固有のコンフィギュレーション パラメータ、登録されている ID 証明書とのアソシエーショ
ンが含まれています。

• Authentication Mode：認証モードを、none、xauth、または hybrid の中から指定します。 

－ none：認証モードを指定しません。

－ xauth：IKE 拡張認証モードを使用するように指定します。この認証モードは、TACACS+
または RADIUS を使用する IKE 内のユーザを認証する機能を提供します。 

－ hybrid：ハイブリッド モードを使用するように指定します。この認証モードでは、セキュ
リティ アプライアンス認証にデジタル認証を使用でき、リモート VPN ユーザ認証に別の
レガシー方式（RADIUS、TACACS+、SecurID など）を使用できます。 このモードでは、イ
ンターネット キー エクスチェンジ（IKE）のフェーズ 1 が次の手順に分かれています。こ
れらを合せてハイブリッド認証と呼びます。

1. セキュリティ アプライアンスでは、リモート VPN ユーザが標準公開鍵技術で認証され
ます。これによって、単方向に認証される IKE セキュリティ アソシエーションが確立さ
れます。

2. 次に、拡張認証（xauth）交換でリモート VPN ユーザが認証されます。このような拡張
認証では、サポートされているレガシー認証方式の 1 つを使用できます。

（注） 認証タイプをハイブリッドに設定する前に、認証サーバを設定し、事前共有キーを作成す

る必要があります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• IKE Peer ID Validation：IKE ピア ID 確認要求を無視するか、必須とするか、あるいは証明書に
よってサポートされている場合にだけチェックするかを選択します。

• Enable sending certificate chain：証明書チェーン全体の送信をイネーブルまたはディセーブルに
します。このアクションでは、ルート証明書と下位のすべての CA 証明書が送信されます。

• ISAKMP Keep Alive：ISAKMP キープアライブ モニタリングをイネーブルにし、設定します。

－ Disable Keep Alives：ISAKMP キープアライブをイネーブルまたはディセーブルにします。
－ Monitor Keep Alives：ISAKMP キープアライブ モニタリングをイネーブルまたはディセー
ブルにします。 このオプションを選択すると、Confidence Interval フィールドと Retry Interval
フィールドが利用できるようになります。

－ Confidence Interval：ISAKMP キープアライブの信頼間隔を指定します。 これは、ピアがキー
プアライブ モニタリングを開始するまでにセキュリティ アプライアンスが許可するアイ
ドル時間を表す秒数です。 最小 10 秒、最大 300 秒です。 リモート アクセス グループのデ
フォルトは 300 秒です。

－ Retry Interval：ISAKMP キープアライブの再試行間の待機秒数を指定します。デフォルト
は、2 秒です。

－ Head end will never initiate keepalive monitoring：中央サイトのセキュリティ アプライアンス
がキープアライブ モニタリングを開始しないように指定します。

• Interface-Specific Authentication Mode：認証モードをインターフェイスごとに指定します。 

－ Interface：インターフェイス名を選択できます。 デフォルトのインターフェイスは inside と
outside ですが、別のインターフェイス名を設定した場合には、その名前がリストに表示さ
れます。 

－ Authentication Mode：認証モードを、上記の none、xauth、または hybrid の中から選択でき
ます。

－ Interface/Authentication Mode テーブル：インターフェイス名と、選択されている関連認証
モードを表示します。

－ Add：選択したインターフェイスと認証モードのペアを Interface/Authentication Modes テー
ブルに追加します。

－ Remove：選択したインターフェイスと認証モードのペアを Interface/Authentication Modes
テーブルから削除します。

• Client VPN Software Update Table：クライアント タイプ、VPN クライアントのリビジョン、お
よびインストールされている各クライアント VPN ソフトウェア パッケージのイメージ URL を
一覧表示します。 クライアント タイプごとに、許可されるクライアント ソフトウェア リビジョ
ンと、必要に応じて、ソフトウェア アップグレードをダウンロードする URL または IP アドレ
スを指定できます。 クライアント アップデート メカニズム（Client Update ウィンドウに詳細説
明があります）は、この情報を使用して、各 VPN クライアントが適切なリビジョン レベルで
実行されているかどうか、適切であれば、通知メッセージとアップデート メカニズムを、旧式
のソフトウェアを実行しているクライアントに提供するかどうかを判断します。

－ Client Type：VPN クライアント タイプを識別します。

－ VPN Client Revisions：許可される VPN クライアントのリビジョン レベルを指定します。

－ Image URL：適切な VPN クライアント ソフトウェア イメージをダウンロードできる URL
または IP アドレスを指定します。 Windows ベースの VPN クライアントの場合、URL は
http:// または https:// という形式です。 クライアント モードの ASA 5505 または VPN 3002
ハードウェア クライアントの場合、URL は tftp:// という形式です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > General タブ > Basic タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit> WebVPN Access > General タブ > Basic 
タブ

Add or Edit ペインの General タブの Basic タブを使用して、追加するトンネル グループの名前の指
定、グループ ポリシーの選択、およびパスワード管理の設定ができます。

Edit Tunnel Group ウィンドウの General タブには、選択されているトンネル グループの名前とタイ
プが表示されます。 その他の機能は、Add Tunnel Group ウィンドウと同じです。

フィールド

• Name：このトンネル グループに割り当てられる名前を指定します。 Edit 機能の場合、この
フィールドは表示のみです。

• Type：追加または削除するトンネル グループのタイプを表示します。 Edit の場合、このフィー
ルドは表示のみで、その内容は、Add ウィンドウでの選択内容によって異なります。

• Group Policy：現在設定されているグループ ポリシーを一覧表示します。 デフォルト値は、デ
フォルト グループ ポリシーである DfltGrpPolicy です。

• Strip the realm：WebVPN では利用できません。

• Strip the group：WebVPN では利用できません。

• Password Management：AAA サーバからの account-disabled インジケータの上書きと、ユーザに
対するパスワード期限切れの通知に関するパラメータを設定できます。

－ Override account-disabled indication from AAA server：AAA サーバからの account-disabled イ
ンジケータを上書きします。

（注） override-account-disabled を許可すると、セキュリティ上のリスクが発生する可能性があります。

－ Enable notification upon password expiration to allow user to change password：このチェックボッ
クスをオンにすると、次の 2 つのパラメータが利用できるようになります。 Enable
notification prior to expiration チェックボックスをオンにしない場合には、パスワードの期限
が切れた後で通知を受信します。

－ Enable notification prior to expiration：このオプションをオンにすると、セキュリティ アプラ
イアンスは、リモート ユーザのログイン時に、現在のパスワードの期限切れが迫っている
か、期限が切れていることを通知し、パスワードを変更する機会をユーザに提供します。

現在のパスワードの期限がまだ切れていない場合は、ユーザはこのパスワードで引き続き

ログインできます。このパラメータは、このような通知機能をサポートする RADIUS、
RADIUS 対応 NT サーバ、LDAP サーバなどの AAA サーバで有効です。RADIUS 認証また
は LDAP 認証が設定されていない場合、セキュリティ アプライアンスはこのコマンドを無
視します。

この処理によってパスワードの期限が切れるまでの日数が変わるわけではなく、通知がイ
ネーブルになるということに注意してください。 このチェックボックスをオンにしたら、
日数も指定する必要があります。

－ Notify...days prior to expiration：現在のパスワードの期限切れが迫っていることをユーザに
通知する日を、期限切れになるまでの日数で指定します。範囲は 1 ～ 180 日です。 
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > WebVPN タブ > Basic タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit> WebVPN Access > WebVPN タブ > Basic
タブ

WebVPN の Add/Edit Tunnel Group General Tab タブのアトリビュートは、IPSec リモート アクセスの
Add/Edit Tunnel Group General Tab タブのアトリビュートと同じです。 次の説明は、WebVPN Tab タ
ブに表示されるフィールドに適用されます。

フィールド

Basic タブを使用して、次の WebVPN アトリビュートを設定できます。

• Authentication：認証のタイプを、AAA、Certificate、または Both の中から指定します。デフォ
ルト値は AAA です。

• DNS Group：WebVPN トンネルグループで使用する DNS サーバを指定します。デフォルト値は
DefaultDNS です。

• CSD Failure group policy：このアトリビュートは、Cisco Secure Desktop がインストールされてい
るセキュリティ アプライアンスでのみ有効です。 Cisco Secure Desktop Manager を使用して VPN
機能ポリシーを次のいずれかのオプションに設定すると、セキュリティ アプライアンスがこの
アトリビュートを使用して、アクセス権をリモート CSD クライアントに制限します。

－ 「Use Failure Group-Policy.」

－ 「Use Success Group-Policy, if criteria match」、および条件が一致しない。

このアトリビュートは、適用する障害グループ ポリシーの名前を指定します。 デフォルト グ
ループ ポリシーと関連付けられているアクセス権とは別のアクセス権にするグループ ポリ
シーを選択します。デフォルト値は DfltGrpPolicy です。

（注） VPN 機能ポリシーを「Always use Success Group-Policy」に設定した場合、セキュリティ
アプライアンスはこのアトリビュートを使用しません。

詳細については、『Cisco Secure Desktop Configuration Guide for Cisco ASA 5500 Series 
Administrators』を参照してください。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > WebVPN タブ > NetBIOS Servers タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > 
WebVPN タブ > NetBIOS Servers タブ

このタブのテーブルは、設定済みの NetBIOS サーバのアトリビュートを表します。 WebVPN Access
の Add or Edit Tunnel Group ウィンドウの NetBIOS タブを使用して、トンネル グループの NetBIOS
アトリビュートを設定できます。WebVPN は、NetBIOS および Common Internet File System（共通
インターネット ファイル システム）プロトコルを使用して、リモート システム上のファイルをア
クセスまたは共有します。コンピュータ名を使用して Windows コンピュータへのファイル共有接続
を試みる場合、指定するファイル サーバは、ネットワーク上のリソースを識別する特定の NetBIOS
名に対応します。

セキュリティ アプライアンスは、NetBIOS 名を IP アドレスにマップするために NetBIOS ネーム
サーバにクエリーを行います。WebVPN は、リモート システム上のファイルをアクセスまたは共
有することを NetBIOS に要求します。

NBNS 機能を正常に動作させるには、少なくとも 1 つの NetBIOS サーバ（ホスト）を設定する必要
があります。冗長性を確保するため、最大 3 つの NBNS サーバを設定できます。セキュリティ ア
プライアンスは、リストにある最初のサーバを NetBIOS/CIFS の名前解決に使用します。クエリー
が失敗すると、次のサーバを使用します。

フィールド

• IP Address：設定された NetBIOS サーバの IP アドレスを表示します。

• Master Browser：サーバが WINS サーバであるか、あるいは CIFS サーバ（つまりマスタ ブラウ
ザ）にもなれるサーバであるかを表します。

• Timeout (seconds)：サーバが NBNS クエリーに対する応答を待つ最初の時間を秒単位で表示し
ます。この時間を過ぎると、次のサーバにクエリーを送信します。 

• Retries：設定されたサーバに対する NBNS クエリーの送信を順番にリトライする回数を表示し
ます。 言い換えれば、エラーを返すまでサーバのリストを巡回する回数ということです。 最小
リトライ数は 0、デフォルトのリトライ数は 2、最大リトライ数は 10 です。

• Add/Edit：NetBIOS サーバを追加します。 Add or Edit NetBIOS Server ダイアログボックスが開き
ます。 

• Delete：選択した NetBIOS 行をリストから削除します。

• Move Up/Move Down：セキュリティ アプライアンスが、このボックスに表示された順序で
NetBIOS サーバに NBNS クエリーを送信します。 このボックスを使用して、クエリーをリスト
内で上下に動かすことにより、優先順位を変更します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > WebVPN タブ > NetBIOS Servers タブ > Add/Edit 
NetBIOS Server

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > 
WebVPN タブ > NetBIOS Servers タブ > Add/Edit NetBIOS Server

このダイアログボックスを使用して、NetBIOS サーバ テーブルの新しいエントリを作成、または既
存のエントリを修正できます。

フィールド

• IP Address：NetBIOS サーバの IP アドレスを指定します。

• Master browser：現在の NetBIOS サーバを、WINS サーバではなくマスタ ブラウザとして指定
します。 

• Timeout：サーバが NBNS クエリーに対する応答を待つ最初の時間を秒単位で指定します。こ
の時間を過ぎると、次のサーバにクエリーを送信します。 最小時間は 1 秒です。デフォルト時
間は 2 秒です。 最大時間は 30 秒です。 この時間は、サーバのリストのリトライ サイクルごとに
2 倍になります。

• Retries：設定したサーバに対する NBNS クエリーの送信を順番にリトライする回数を指定しま
す。 言い換えれば、エラーを返すまでサーバのリストを巡回する回数ということです。 最小リ
トライ数は 0、デフォルトのリトライ数は 2、最大リトライ数は 10 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > WebVPN タブ > Group Aliases and URLs タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > 
WebVPN タブ > Group Aliases and URLs タブ

 WebVPN Remote Access の Add or Edit Tunnel Group ウィンドウの Group Aliases and URLs タブを使
用して、グループ（グループ エイリアス）の代替名と、そのグループの着信 URL を指定できます。

グループ エイリアスを指定すると、ユーザがトンネルグループを参照できる代替名が 1 つ以上作成
されます。ここで指定するグループ エイリアスは、ログイン ページでドロップダウン リストに表
示されます。 各グループに複数のエイリアスを持たせることも、エイリアスを持たせないこともで
きます。 トンネル グループの実名をこのリストに表示する場合は、実名をエイリアスとして指定し
ます。この機能は、「Devtest」と「QA」のように、複数の通常名によって同じグループが認識され
る場合に便利です。

グループ URL を指定すると、ユーザはログイン時にグループを選択する必要がなくなります。ユー
ザがログインするとき、セキュリティ アプライアンスは、ユーザの着信 URL を tunnel-group-policy
テーブルで探します。 URL が検出され、この機能がイネーブルになっている場合、セキュリティ ア
プライアンスは、適切なサーバを自動的に選択して、ユーザ名フィールドとパスワード フィールド
だけをログイン ウィンドウでユーザに提示します。 URL がディセーブルになっている場合には、グ
ループのドロップダウン リストも表示されるため、ユーザはグループを選択する必要があります。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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グループに複数の URL を設定（あるいは URL を設定しないことも）できます。各 URL は、個別
にイネーブルまたはディセーブルにすることができます。 指定した URL ごとに別個の指定を使用
する必要があります。URL またはアドレス全体を指定する必要があります。その場合には、http ま
たは https プロトコルのどちらも使用できます。

同じ URL を複数のグループに関連付けることはできません。 セキュリティ アプライアンスは、ト
ンネル グループの URL を受け入れる前に、URL が一意であることを確認します。

フィールド

• Group Aliases：次のエントリがあります。

－ Alias：トンネル グループの代替名を指定します。

－ Add/Remove：選択したグループ エイリアスをリストに追加、またはリストから削除します。

－ Enable：選択したエイリアスをイネーブルにします。ログオン時にドロップダウン リスト
に表示されます。 このチェックボックスは、デフォルトでオンになっています。

（注） Alias/Status テーブルでディセーブルになっているエイリアスのステータスを、Enable を
オンにし、OK をクリックした後に Apply をクリックするだけで変更することはできま
せん。 まず、ディセーブルになっているエイリアスを削除し、Enable チェックボックス
をオンにした状態でそのエイリアスを再度追加する必要があります。

－ Alias/Status：選択した各エイリアスがイネーブルかディセーブルかを表示します。

• Group URLs：次のエントリがあります。

－ URL (http or https)：http://www .cisco .com など、リストに追加する URL を指定します。URL
には、http:// または https:// プロトコルを入れる必要があります。

－ Add/Remove：選択したグループ URL をリストに追加、またはリストから削除します。

－ Enable：選択した URL をイネーブルにします。デフォルトでイネーブルになっています。

（注） URL/Status テーブルでディセーブルになっている URL のステータスを、Enable をオン
にし、OK をクリックした後に Apply をクリックするだけで変更することはできません。
まず、ディセーブルになっている URL を削除し、Enable チェックボックスをオンにし
た状態でそのエイリアスを再度追加する必要があります。

－ URL/Status：選択した各 URL がイネーブルかディセーブルかを表示します。

例

カスタマイゼーション プロファイルとトンネルグループの組み合せを使用して、さまざまなグルー
プに異なるログイン 画面をセットアップできます。たとえば、salesgui と呼ばれるカスタマイゼー
ション プロファイルを作成したとすれば、次の例で示すように、そのカスタマイゼーション プロ
ファイルを参照する sales という名前の WebVPN トンネル グループを作成できます。 この例では、
ユーザが WebVPN を使用してログインしたときに、デフォルトの Cisco ロゴではなく、企業のロゴ
が表示されます。

ステップ 1 salesgui という名前の WebVPN カスタマイゼーションを定義して、デフォルトのロゴを 
mycompanylogo.gif に変更します。あらかじめ mycompanylogo.gif をセキュリティ アプライアンスの
フラッシュ メモリにロードしてコンフィギュレーションを保存しておく必要があります。

ステップ 2 ユーザ名をセットアップして、定義した WebVPN カスタマイゼーションと関連付けます。
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ステップ 3 sales という名前の WebVPN トンネルグループを作成します。

ステップ 4 このトンネルグループに salesgui カスタマイゼーションを使用することを指定します。

ステップ 5 セキュリティ アプライアンスへのログイン時にユーザがブラウザに入力するアドレスに、グループ
URL を設定します。たとえば、セキュリティ アプライアンスの IP アドレスが 192.168.3.3 の場合、
グループ URL を https://192.168.3.3 に設定します。 

セキュリティ アプライアンスは、この URL を sales トンネルグループにマップし、salesgui カスタ
マイゼーション プロファイルを、ユーザに表示されるログイン画面に適用します。

ステップ 6 設定をメモリに保存します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > WebVPN タブ > Web Page タブ

Configuration > VPN > General > Tunnel Group > Add/Edit Tunnel Group > WebVPN Access > 
WebVPN タブ > Web Page タブ

このタブを使用して、カスタマイズした WebVPN エンドユーザ ログオン Web ページのルックアン
ドフィールを選択します。

フィールド

• Webpage Customization：以前に定義した Web ページのカスタマイゼーションを選択します。

• New：新しい Web ページ カスタマイゼーションを設定できるダイアログボックスを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

WebVPN エンド ユーザ設定

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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VPN System Options
Configuration > VPN > General > VPN System Options

VPN System Options ウィンドウを使用して、VPN セッションに固有の機能をセキュリティ アプライ
アンスで設定できます。

フィールド

• Enable inbound IPSec sessions to bypass interface access-lists. Group policy and per-user authorization
access lists still apply to the traffic：セキュリティ アプライアンスは、VPN トラフィックがセキュ
リティ アプライアンス インターフェイスで終了することをデフォルトで許可しているため、
IKE または ESP（またはその他のタイプの VPN パケット）をアクセス ルールで許可する必要
はありません。 このオプションをオンにしている場合は、復号化された VPN パケットのローカ
ル IP アドレスに対するアクセス ルールは不要です。 VPN トンネルが セキュリティ メカニズム
を使用して正常に終了したため、この機能によって設定が簡素化され、セキュリティ上のリス

クを伴うことなく、セキュリティ アプライアンスのパフォーマンスが最大化されます （グルー
プ ポリシーとユーザごとの認可アクセスリストはトラフィックに適用されます）。

このオプションをオフにすることにより、アクセス ルールをローカル IP アドレスに適用する
ことを強制的に適用できます。 アクセス ルールはローカル IP アドレスに適用され、VPN パケッ
トが復号化される前に使用されていた元のクライアント IP アドレスには適用されません。

• Limit maximum number of active IPSec VPN sessions：アクティブな IPSec VPN セッションの最大
数の制限をイネーブルまたはディセーブルにします。 範囲は、ハードウェア プラットフォーム
とソフトウェア ライセンスによって異なります。

• Maximum Active IPSec VPN Sessions：アクティブな IPSec VPN セッションの最大許可数を指定
します。 このフィールドは、上記のチェックボックスをオンにして、アクティブな IPSec VPN
セッションの最大数を制限した場合にだけアクティブになります。

• L2TP Tunnel Keep-alive Timeout：キープアライブ メッセージの頻度を秒単位で指定します。範
囲は 10 ～ 300 秒です。デフォルトは、60 秒です。

• Compression Settings：圧縮をイネーブルにする機能を、WebVPN と SSL VPN Client の中から指
定します。 デフォルトでは、圧縮はイネーブルです。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Zone Labs Integrity Server
Configuration > VPN > General > Zone Labs Integrity Server

Zone Labs Integrity Server パネルを使用して、セキュリティ アプライアンスが Zone Labs Integrity
Server をサポートするように設定できます。 このサーバは、プライベート ネットワークにアクセス
するリモート クライアントでセキュリティ ポリシーを適用する目的で設計された Integrity System
というシステムの一部です。 本質的には、セキュリティ アプライアンスが、ファイアウォール サー
バに対するクライアント PC のプロキシとして機能し、Integrity クライアントと Integrity サーバ間で
必要なすべての Integrity 情報をリレーします。 

（注） 現在のバージョンのセキュリティ アプライアンスは、ユーザ インターフェイスが最大 5 つのサー
バの設定をサポートする場合でも、1 度に 1 つの Integrity サーバをサポートします。アクティブ
サーバに障害が発生したら、セキュリティ アプライアンス上に別の Integrity サーバを設定し、クラ
イアント VPN セッションを再度確立します。

フィールド

• Server IP address：Integrity Server の IP アドレスを入力します。 ドット付き 10 進数を使用します。

• Add：新しいサーバ IP アドレスを Integrity Server のリストに追加します。 このボタンは、Server
IP アドレス フィールドにアドレスが入力されるとアクティブになります。

• Delete：選択したサーバを Integrity Server リストから削除します。

• Move Up：選択したサーバを Integrity Server のリスト内で上に移動します。 このボタンは、リス
トにサーバが 1 台以上存在する場合にだけ使用できます。

• Move Down：選択したサーバを Integrity Server のリスト内で下に移動します。 このボタンは、リ
ストにサーバが 1 台以上存在する場合にだけ使用できます。

• Server Port：アクティブな Integrity サーバをリスンするセキュリティ アプライアンスのポート
番号を入力します。 このフィールドは、Integrity Server のリストにサーバが少なくとも 1 台以上
存在する場合にだけ使用できます。 デフォルトのポート番号は 5054 で、可能な範囲は 10 ～
10000 です。このフィールドは、Integrity Server リストにサーバが存在する場合にだけ使用でき
ます。

• Interface：アクティブな Integrity Server と通信するセキュリティ アプライアンス インターフェ
イスを選択します。 このインターフェイス名メニューは、Integrity Server リスト内にサーバが存
在する場合にだけ使用できます。

• Fail Timeout：セキュリティ アプライアンスが、アクティブな Integrity Server に到達不能である
ことを宣言するまでの待機秒数を入力します。 デフォルトは 10 で、範囲は、5 ～ 20 です。

• Enable SSL Authentication：セキュリティ アプライアンスによるリモート クライアントの SSL
証明書の認証をイネーブルにする場合にオンにします。 デフォルトでは、クライアント SSL 認
証はディセーブルになっています。

• Close connection on timeout：タイムアウト時に、セキュリティ アプライアンスと Integrity Server
間の接続を終了する場合にオンにします。 デフォルトでは、接続が維持されます。

• Apply：設定を実行しているセキュリティ アプライアンスに Integrity Server 設定を適用します。

• Reset：まだ適用されていない Integrity Server 設定の変更を削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Easy VPN Remote
Configuration > VPN > Easy VPN Remote

Easy VPN Remote を使用して、ASA 5505 を Easy VPN クライアント デバイスとして動作させること
ができます。 ASA 5505 は、Easy VPN サーバへの VPN トンネルを開始できます。Easy VPN サーバ
の種類としては、セキュリティ アプライアンス、Cisco VPN 3000 コンセントレータ、IOS ベースの
ルータ、または Easy VPN サーバとして動作するファイアウォールがあります。

Easy VPN クライアントは次の 2 つの操作モードのいずれかをサポートします。クライアント モー
ドまたは Network Extension Mode（NEM; ネットワーク拡張モード）です。操作モードによって、
Easy VPN クライアントの内部ホストがトンネルを経由して企業ネットワークからアクセスできる
かどうかが決まります。Easy VPN クライアントにはデフォルト モードが設定されていないため、
必ず操作モードを指定してから接続を確立します。 

クライアント モードは、Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）モードとも呼ばれ、
Easy VPN クライアント プライベート ネットワーク上のすべてのデバイスを企業ネットワークの IP
アドレスから分離します。Easy VPN クライアントは、内部ホストのすべての VPN トラフィックに
対してポート アドレス変換（PAT）を実行します。Easy VPN クライアント内部インターフェイス
または内部ホストには、IP アドレスの管理は必要ではありません。

NEM は、内部インターフェイスとすべての内部ホストをトンネルを介した企業ネットワーク上で
ルーティングできるようにします。内部ネットワーク上のホストは、スタティック IP アドレスに
よって事前設定され、（スタティックにまたは DHCP 経由で）アクセス可能なサブネットから IP ア
ドレスを取得します。PAT は、NEM 内の VPN トラフィックには適用されません。このモードでは、
各クライアントに VPN 設定を行う必要はありません。NEM モード用に設定された Cisco ASA 5505
は、自動トンネル イニシエーションをサポートしています。設定には、グループ名、ユーザ名、パ
スワードを保存する必要があります。自動トンネル起動は、セキュアなユニット認証がイネーブル

の場合はディセーブルになります。 

Easy VPN クライアントのプライベート側のネットワークとアドレスは非表示になっており、直接
アクセスすることはできません。

フィールド

• Enable Easy VPN Remote：Easy VPN Remote 機能をイネーブルにし、このウィンドウの残りの
フィールドを設定できるようにします。

• Mode：Client mode または Network extension mode のどちらかを選択します。 

－ Client mode：Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）モードを使用して、クラ
イアントに関連する内部ホストのアドレスを企業ネットワークから分離します。

－ Network extension mode：このようなアドレスを企業ネットワークからアクセス可能にしま
す。

（注） Easy VPN Remote が NEM を使用し、セカンダリ サーバに接続されている場合は、
各ヘッドエンドへの ASDM 接続を確立し、Enable Reverse Route Injection on
Configuration > VPN > IPSec > IPSec Rules > Tunnel Policy (Crypto Map) - Advanced タ
ブを開き、RRI を使用したリモート ネットワークのダイナミック アナウンスメン
トを設定します。

－ Auto connect：Network extension mode がローカルに設定され、かつ Easy VPN Remote にプッ
シュされたグループ ポリシーでスプリットトンネリングが設定されている場合を除き、
Easy VPN Remote は、自動 IPSec データ トンネルを確立します。両方の条件を満たしてい
る場合は、このアトリビュートをオンにすると、IPSec データ トンネルの確立が自動化さ
れます。両方の条件を満たしていて、このアトリビュートをオフにした場合、このアトリ

ビュートは無視されます。
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• Group Settings：事前共有キーまたは X.509 証明書をユーザ認証に使用するかどうかを指定しま
す。

－ Pre-shared key：認証に事前共有キーを使用することをイネーブルにし、このアトリビュー
トを指定すると、その後の、Group Name、Group Password、Confirm Password の各フィール
ドに、その鍵に含まれるグループ ポリシー名とパスワードを指定できるようになります。

－ Group Name：認証に使用するグループ ポリシーの名前を指定します。

－ Group Password：指定したグループ ポリシーで使用するパスワードを指定します。

－ Confirm Password：入力したグループ パスワードの確認を必須にします。

－ X.509 Certificate：認証用に、認証局から提供された X.509 デジタル証明書の使用を指定し
ます。

－ Select Trustpoint：ドロップダウン リストからトラストポイントを選択できます。トラスト
ポイントは、IP アドレスまたはホスト名前です。 トラストポイントを定義するには、この
領域の下部にある Trustpoint(s) configuration リンクをクリックします。

－ Send certificate chain：証明書自体だけでなく、証明書チェーンの送信もイネーブルにしま
す。このアクションでは、ルート証明書と下位のすべての CA 証明書が送信されます。

• User Settings：ユーザ ログイン情報を設定します。

－ User Name：Easy VPN Remote 接続用の VPN ユーザ名を設定します。Xauth は、TACACS+
または RADIUS を使用する IKE 内のユーザを認証する機能を提供します。Xauth は、
RADIUS または別のサポートされたユーザ認証プロトコルを使用して、ユーザを認証しま
す（この場合、Easy VPN ハードウェア クライアントを使用）。 セキュア ユニット認証が
ディセーブルになっており、サーバが Xauth クレデンシャルを要求する場合には、Xauth
ユーザ名とパスワード パラメータが使用されます。 セキュア ユニット認証がイネーブル
になっている場合は、これらのパラメータが無視され、セキュリティ アプライアンスが
ユーザにユーザ名とパスワードを求めるプロンプトを表示します。

－ User Password：Easy VPN Remote 接続用の VPN ユーザ パスワードを設定します。

－ Confirm Password：入力したユーザ パスワードの確認を必須にします。

• Easy VPN Server To Be Added：Easy VPN サーバを追加または削除します。 どの ASA または VPN
3000 コンセントレータ シリーズでも Easy VPN サーバとして動作できます。 接続を確立するに
は、まずサーバを設定する必要があります。 セキュリティ アプライアンスは、IPv4 アドレス、
名前データベース、または DNS 名をサポートしており、この順序でアドレスを解決します。
Easy VPN Server(s) リストの最初のサーバはプライマリ サーバです。 プライマリ サーバに加え、
最大 10 台のバックアップ サーバを指定できます。 

－ Name or IP Address：リストに追加する Easy VPN サーバの名前または IP アドレス。

－ Add：指定したサーバを Easy VPN Server(s) リストに移動します。

－ Remove：Easy VPN Server(s) リストから選択したサーバを Name または IP Address ファイル
に移動します。 ただし、この作業を実行した場合には、Name または IP Address フィールド
にそのアドレスを再入力しないと、同じアドレスを再度追加することができません。

－ Easy VPN Server(s)：設定した VPN サーバを優先順位に応じて一覧表示します。

－ Move Up/Move Down：Easy VPN Server(s) リスト内でのサーバの位置を変更します。 これら
のボタンは、リストにサーバが 1 台以上存在する場合にだけ使用できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Advanced Easy VPN Properties
Configuration > VPN > Easy VPN Remote > Advanced

デバイス パススルー

Cisco IP Phone やプリンタなどのデバイスは、認証を実行できないため、個別ユニット認証に追加
できません。 これらのデバイスに対応するために、Individual User Authentication がイネーブルになっ
ている場合には、MAC Exemption アトリビュートによってイネーブルにされるデバイス パススルー
機能が、指定した MAC アドレスを持つデバイスの認証を免除します。

MAC アドレスの最初の 24 ビットは、その機器の製造元を示します。 最後の 24 ビットは、16 進数
形式で表したユニットのシリアル番号です。 

管理トンネル

ASA モデル 5505 デバイスを NAT デバイスの後ろで稼働させるときに、Tunneled Management アト
リビュートを使用して、デバイス管理の設定方法（クリアまたはトンネリング）を指定し、トンネ

ル経由での Easy VPN Remote 接続の管理を許可するネットワークを指定できます。 ASA 5505 のパブ
リック アドレスが NAT デバイスの後ろにある場合は、NAT デバイスで静的 NAT マッピングを追
加しなければアクセスできません。

NAT デバイスの後ろで Cisco ASA 5505 を稼働させるときに、vpnclient management コマンドを使
用して、デバイスの管理方法（暗号化の追加または暗号化なし）を指定し、管理アクセスを与える

ホストまたはネットワークを指定します。 ASA 5505 のパブリック アドレスが NAT デバイスの後ろ
にある場合は、NAT デバイスで静的 NAT マッピングを追加しなければアクセスできません。

フィールド

• MAC Exemption：Easy VPN Remote 接続のデバイス パススルーで使用する MAC アドレスとマ
スクを設定します。

－ MAC Address：指定した MAC アドレスを持つデバイスの認証を免除します。 このフィール
ドで MAC アドレスを指定するための形式は 3 桁の 16 進数値で、45ab.ff36.9999 のように
ピリオドで区切られます。

－ MAC Mask：このフィールドで MAC アドレスを指定するための形式は 3 桁の 16 進数値で、
たとえば ffff.ffff.ffff という MAC マスクは、指定した MAC アドレスとだけ一致します。 す
べてが 0 の MAC マスクはどの MAC アドレスにも対応せず、ffff .ff00 .0000 という MAC マ
スクは、同一メーカーが製造したすべてのデバイスに対応します。

－ Add：指定した MAC アドレスとマスクのペアを MAC Address/Mask リストに追加します。

－ Remove：MAC Address/MAC リストから選択した MAC アドレスとマスクのペアを、個々
の MAC Address および MAC Mask フィールドに移動します。

• Tunneled Management：デバイス管理のための IPSec の暗号化を設定し、トンネル経由での Easy
VPN ハードウェア クライアント接続の管理を許可するネットワークを指定します。 Clear
Tunneled Management を選択しても、IPSec の暗号化レベルが削除されるだけで、SSH や https
など、その接続に存在する他の暗号化には影響しません。

－ Enable Tunneled Management：すでに管理トンネルに存在する SSH または HTTPS 暗号化に
IPSec 暗号化レイヤを追加します。

－ Clear Tunneled Management：暗号化を追加せず、すでに管理トンネルに存在する暗号化を
使用します。

－ IP Address：VPN トンネル経由での Easy VPN ハードウェア クライアントへの管理アクセ
スを許可するホストまたはネットワークの IP アドレスを指定します。 1 つ以上の IP アドレ
スと各ネットワーク マスクを個別に追加できます。

－ Mask：対応する IP アドレスのネットワーク マスクを指定します。

－ Add：指定した IP アドレスとマスクを IP Address/Mask リストに移動します。
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－ Remove：選択した IP アドレスとマスクのペアを、IP Address/Mask リストから、この領域
にある個々の IP Address/Mask フィールドに移動します。

－ IP Address/Mask：この領域の Enable または Clear 機能によって処理される、設定した IP ア
ドレスとマスクのペアを一覧表示します。

• IPSec Over TCP：Easy VPN Remote 接続に TCP でカプセル化された IPSec を使用するように設
定します。

－ Enable：IPSec over TCP をイネーブルにします。

（注） Easy VPN Remote 接続で、TCP でカプセル化された IPSec を使用する場合は、
Configuration > VPN > IPSec > Pre-Fragmentation を選択し、外部インターフェイスをダブ
ルクリックし、DF Bit Setting Policy を Clear に設定します。 Clear 設定を使用して、セ
キュリティ アプライアンスに大きいパケットを送信させることができます。

－ Enter Port Number：IPSec over TCP 接続で使用するポート番号を指定します。

• Server Certificate：Easy VPN Remote 接続が、証明書マップが指定した特定の証明書を持つ Easy
VPN サーバとの接続だけを許可するように設定します。 このパラメータを使用して、Easy VPN
サーバ証明書のフィルタリングをイネーブルにします。 証明書マップを定義するには、
Configuration > VPN > IKE > Certificate Group Matching > Rules にアクセスします。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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29

WebVPN

WebVPN によってユーザは、ブラウザを使用してセキュリティ アプライアンスへのセキュアなリ
モートアクセス VPN トンネルを確立できます。ソフトウェア クライアントもハードウェア クライ
アントも必要ありません。WebVPN を使用することで、HTTPS インターネット サイトにアクセス
できるほとんどすべてのコンピュータから、幅広い Web リソースと、Web 対応およびレガシー ア
プリケーションに簡単にアクセスできます。WebVPN は Secure Sockets Layer（SSL）プロトコルお
よびその後継である Transport Layer Security（SSL/TLS1）を使用して、リモート ユーザと、中央サ
イトで設定した特定のサポートされている内部リソースとの間で、セキュアな接続を提供します。

セキュリティ アプライアンスはプロキシで処理する必要がある接続を認識し、HTTP サーバは認証
サブシステムと対話してユーザを認証します。 

ネットワーク管理者は、ユーザまたはグループ単位で WebVPN リソースへのアクセスを提供しま
す。ユーザは、内部ネットワーク上のリソースに直接アクセスすることはできません。

WebVPN は、プラットフォームにて、単一のルーテッド モードで動作します。

エンド ユーザ向けの WebVPN の設定方法については、「WebVPN エンド ユーザ設定」を参照して
ください。
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WebVPN セキュリティ対策
セキュリティ アプライアンス上の WebVPN 接続は、リモートアクセス IPSec 接続とはまったく異
なっています。特に SSL 対応サーバとの対話方法やセキュリティ上のリスクを減らすための対策に
大きな違いがあります。

WebVPN 接続では、セキュリティ アプライアンスは、エンド ユーザの Web ブラウザとターゲット
Web サーバとの間のプロキシとして機能します。WebVPN ユーザが SSL 対応 Web サーバに接続す
ると、セキュリティ アプライアンスはセキュアな接続を確立し、SSL 証明書を検証します。

現在の WebVPN の実装では、有効期限が切れた証明書を提供するサイトとの通信は許可されませ
ん。また、セキュリティ アプライアンスは信頼できる CA 証明書の検証も実行しません。このた
め、WebVPN ユーザは、SSL 対応の Web サーバと通信する前に相手が提示する証明書を分析する
ことができません。

SSL 証明書に関するリスクを最小限にするには、次のようにします。

• WebVPN アクセスを必要とするすべてのユーザを対象とするグループ ポリシーを設定し、その
グループ ポリシーに対してだけ WebVPN 機能をイネーブルにします。

• WebVPN ユーザに対してインターネット アクセスを制限します。 その方法の 1 つは、
Configuration > VPN > General > Group Policy > WebVPN パネルにある Enable URL entry
チェックボックスをクリアすることです。 次に、プライベート ネットワーク内の特定のター
ゲットへのリンク（Configuration > VPN > WebVPN > Servers and URLs）を設定します。

• ユーザに適切な情報を提供します。SSL 対応サイトがプライベート ネットワーク内部にない場
合、ユーザは WebVPN 接続を介してこのサイトにアクセスすることはできません。そのような
サイトにアクセスする場合、ユーザは別のブラウザ ウィンドウを開き、そのブラウザを使用し
て、提示された証明書を表示する必要があります。

ACL
Configuration > VPN > WebVPN > ACLs

ユーザ セッションに適用する ACL（アクセス コントロール リスト）を設定できます。 ACL は、特
定のネットワーク、サブネット、ホスト、および Web サーバへのユーザ アクセスを許可または拒
否するフィルタです。

• フィルタを定義しない場合は、すべての接続が許可されます。

• セキュリティ アプライアンスは、インターフェイスのインバウンド ACL のみをサポートしま
す。

• 各 ACL の最後には、許可されないすべてのトラフィックを拒否する、表記されない暗黙のルー
ルが含まれます。 トラフィックがアクセス コントロール エントリ（ACE）によって明示的に許
可されていない場合には、セキュリティ アプライアンスがそのトラフィックを拒否します。こ
のトピックでは、ACE をルールと呼びます。

このペインでは、WebVPN ACL と、各 ACL に含まれる ACL エントリを追加および編集できます。
また、このペインには、ACLS と ACE に関する要約情報が表示され、それらをイネーブルまたは
ディセーブルにできることに加え、プライオリティ順を変更することもできます。

フィールド

• Add ACL：ACL または ACE を追加する場合にクリックします。 既存の ACE の前後に新しい
ACE を挿入するには、Insert または Insert After をクリックします。

• Edit：選択されている ACE を編集する場合にクリックします。 ACL を削除すると、その ACE
もすべて削除されます。 警告は表示されず、復元もできません。

• Delete：選択されている ACL または ACE を削除する場合にクリックします。 ACL を削除する
と、その ACE もすべて削除されます。 警告は表示されず、復元もできません。
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• Move UP/Move Down：ACL または ACE を選択してこれらのボタンをクリックすると、ACL お
よび ACE の順序が変更されます。セキュリティ アプライアンスは、WebVPN ACL と ACE を、
ACL リスト ボックスでの位置に従って、一致するものが見つかるまでプライオリティ順に
チェックします。 

• +/-：各 ACL 下の ACE のリストを展開したり（+）折りただんだり（-）して、表示または非表
示にする場合にクリックします。

• No：各 ACL 下の ACE の優先順位を表示します。 リスト内での順序によって優先順位が決まり
ます。 

• Address：ACE が適用されるアプリケーションまたはサービスの IP アドレスまたは URL を表示
します。

• Service：ACE が適用される TCP サービスを表示します。

• Action：ACE が WebVPN アクセスを許可するか拒否するかを表示します。

• Time：ACE に関連付けられている時間範囲を表示します。

• Logging (Interval)：設定されているロギング動作を表示します。ディセーブルにするか、指定さ
れたレベルと間隔で表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add ACL
このペインでは、新規 ACL を作成できます。

フィールド

• ACL Name：ACL の名前を入力します。 最大 55 文字です。

Add/Edit ACE
Configuration > VPN > WebVPN > ACLs > Add/Edit ACLs

アクセス コントロール エントリは、特定の URL とサービスへのアクセスを許可または拒否します。
ACL に対して、複数の ACE を設定できます。 ACL は、初回一致ルールに従って、優先順位に応じ
て ACE を適用します。

フィールド

• Action：Filter グループ ボックスで指定されている特定のネットワーク、サブネット、ホスト、
および Web サーバへのユーザ アクセスを許可または拒否します。

• Filter：フィルタを適用する（ユーザ アクセスを許可または拒否する）URL または IP アドレス
を指定します。

－ URL：指定された URL にフィルタを適用します。

－ Protocols (unlabeled)：URL アドレスのプロトコル部分を指定します。

－ ://x：フィルタを適用する Web ページの URL を指定します。

－ TCP：指定された IP アドレス、サブネット、およびポートにフィルタを適用します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ IP Address：フィルタを適用する IP アドレスを指定します。

－ Netmask：IP Address ボックス内のアドレスに適用する標準サブネット マスクを一覧表示し
ます。

－ Service：一致するサービス（https や Kerberos など）を特定します。 Service ボックスに表示
するサービスの選択元サービスの一覧を表示します。

－ Boolean operator (unlabeled)：service ボックスで指定したサービスを照合するときに使用す
るブーリアン条件（等号、不等号、大なり、小なり、または範囲）を一覧表示します。

• Rule Flow Diagram：このフィルタを使用して、トラフィックをグラフィカルに描写します。 こ
の領域は非表示の場合もあります。

• Options：ログ規則を指定します。 デフォルトは Default Syslog です。

－ Logging：特定のログレベルをイネーブルにする場合は、enable を選択します。

－ Syslog Level：Logging アトリビュートに対して Enable を選択するまではグレー表示です。
セキュリティ アプライアンスが表示する syslog メッセージの種類を選択できます。

－ Log Interval：ログ メッセージ間の秒数を選択できます。

－ Time Range：事前定義済みの時間範囲パラメータ セットの名前を選択できます。

－ ...：設定済みの時間範囲を参照する場合や、新たに追加する場合にクリックします。

例

WebVPN ACL の例を示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

アクション フィルタ 効果

Deny url http://*.yahoo.com/ Yahoo! へのアクセスを全面的に拒否
します。

Deny url cifs://fileserver/share/directory 指定した場所にあるすべてのファイ

ルへのアクセスを拒否します。

Deny url https://www.company.com/ directory/file.html 指定したファイルへのアクセスを拒

否します。

Permit url https://www.company.com/directory 指定された場所へのアクセスを許可

します。

Deny url http://*:8080/ ポート 8080 経由での HTTPS アクセ
スを拒否します。

Deny url http://10.10.10.10 10.10.10.10 への HTTP アクセスを拒
否します。

Permit url any いずれの URL へのアクセスも許可し
ます。 通常は、URL アクセスを拒否
する ACL の後で使用されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 29章      WebVPN
APCF

29-5
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

APCF
Configuration > VPN > WebVPN > APCF

WebVPN の Apllication Profile Customization Framework オプションを使用すると、セキュリティ アプ
ライアンスは、標準以外のアプリケーションや Web リソースを処理できるようになり、WebVPN
接続を介してこれらが正しく表示されます。APCF プロファイルには、特定のアプリケーションに
送信するデータの送信時刻（処理前、処理後）、送信部分（ヘッダー、本文、要求、応答）、および

送信内容を指定したスクリプトが含まれています。スクリプトは XML 形式で記述され、sed（スト
リーム エディタ）のシンタックスを使用してストリングおよびテキストを変換します。

APCF プロファイルは、セキュリティ アプライアンス上で数種類を同時に実行するように設定でき
ます。1 つの APCF プロファイルのスクリプト内に複数の APCF ルールを適用することができます。
この場合、セキュリティ アプライアンスは、設定履歴に基づいて最も古いルールを最初に処理し、
次に 2 番目に古いルール、その次は 3 番目という順序で処理します。

APCF プロファイルは、セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリ、HTTP サーバ、HTTPS
サーバ、FTP サーバ、または TFTP サーバに保存できます。 このパネルは、APCF パッケージを追
加、編集、および削除する場合と、パッケージを優先順位に応じて並べ替える場合に使用します。

フィールド

• APCF File Location：APCF パッケージの場所についての情報を表示します。セキュリティ アプ
ライアンスのフラッシュ メモリ、HTTP サーバ、HTTPS サーバ、FTP サーバ、または TFTP
サーバのいずれかです。

• Add/Edit：新規または既存の APCF プロファイルを追加または編集します。

• Delete：既存の APCF プロファイルを削除します。確認されず、やり直しもできません。

• Move Up/Move Down：リスト内の APCF プロファイルを再配置します。 クリックすると、セキュ
リティ アプライアンスが APCF プロファイルを使用する順序が変わります。

Add/Edit APCF Profile
Configuration > VPN > WebVPN > APCF > Add/Edit APCF Profile

このパネルでは、APCF パッケージを追加または編集できます。この作業を行うに当たっては、パッ
ケージの場所を特定します。場所は、セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリの場合も
あれば、HTTP サーバ、HTTPS サーバ、または TFTP サーバの場合もあります。

フィールド

• Flash file：セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリに保存されている APCF ファイル
を指定する場合に選択します。

• Path：ユーザがフラッシュ メモリに格納されている APCF ファイルを指定するために参照した
後、そのファイルへのパスを表示します。 このフィールドにパスを手動で入力することもでき
ます。

• Browse Flash：フラッシュ メモリを参照して APCF ファイルを指定します。 Browse Flash ダイア
ログ パネルが表示されます。 Folders および Files 列を使用して APCF ファイルを指定します。
APCF ファイルを選択して、OK をクリックします。ファイルへのパスが Path フィールドに表
示されます。

（注） 最近ダウンロードした APCF ファイルの名前が表示されない場合には、Refresh ボタンをク
リックします。
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• Upload：APCF ファイルをローカル コンピュータからセキュリティ アプライアンスのフラッ
シュ ファイル システムにアップロードします。 Upload APCF package ペインが表示されます。

• URL：HTTP サーバ、HTTPS、サーバ、または TFTP サーバに保存されている APCF ファイル
を使用する場合に選択します。

• http/https/tftp (unlabeled)：サーバ タイプを特定します。

• URL (unlabeled)：HTTP サーバ、HTTPS サーバ、または TFTP サーバへのパスを入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Upload APCF package
Configuration > VPN > WebVPN > APCF > Upload APCF Package

フィールド

• Local File Path：コンピュータ上にある APCF ファイルへのパスを表示します。 Browse Local を
クリックしてこのフィールドにパスを自動的に挿入するか、パスを入力します。

• Browse Local：自分のコンピュータ上の転送する APCF ファイルを指定および選択します。 
Select File Path ダイアログボックスに、自分のローカル コンピュータで最後にアクセスした
フォルダの内容が表示されます。 APCF ファイルに移動して選択し、Open をクリックします。
ASDM が Local File Path フィールドにファイルのパスを挿入します。

• Flash File System Path：APCF ファイルをアップロードするセキュリティ アプライアンス上のパ
スを表示します。

• Browse Flash：APCF ファイルをアップロードするセキュリティ アプライアンス上の場所を特
定します。 Browse Flash ダイアログボックスに、フラッシュ メモリの内容が表示されます。

• File Name：このフィールドは、Browse Flash をクリックしたときに表示される Browse Flash ダ
イアログボックスにあり、ローカル コンピュータで選択した APCF ファイルの名前を表示しま
す。 混乱を防ぐために、この名前を使用することをお勧めします。 このファイルの名前が正し
く表示されていることを確認し、OK をクリックします。 Browse Flash ダイアログボックスが閉
じます。 ASDM が Flash File System Path フィールドにアップロード先のファイル パスを挿入し
ます。

• Upload File：自分のコンピュータの APCF ファイルの場所と、APCF ファイルをセキュリティ
アプライアンスにダウンロードする場所を特定します。 

• Status ウィンドウが表示され、ファイル転送中は開いたままの状態を維持します。 転送が終わる
と、Information ウィンドウに、「File is uploaded to flash successfully.」というメッセージが表示
されます。OK をクリックします。 Upload Image ダイアログウィンドウから、Local File Path
フィールドと Flash File System Path フィールドの内容が削除されます。これは、別のファイル
をアップロードできることを表します。 別のファイルをアップロードするには、上記の手順を
繰り返します。 アップロードを終了する場合は、Close ボタンをクリックします。

• Close：Upload Image ダイアログウィンドウを閉じます。 APCF ファイルをフラッシュ メモリに
アップロードした後、またはアップロードしない場合にこのボタンをクリックします。 アップ
ロードする場合には、APCF ウィンドウの APCF File Location フィールドにファイル名が表示さ
れます。 アップロードしない場合には、「Are you sure you want to close the dialog without uploading
the file?」と尋ねる Close Message ダイアログボックスが表示されます。ファイルをアップロー
ドしない場合は、OK をクリックします。 Close Message ダイアログボックスと Upload Image ダ

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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イアログボックスが閉じられ、APCF Add/Edit ペインが表示されます。 この処理が実行されない
場合は、Close Message ダイアログボックスの Cancel をクリックします。 ダイアログボックスが
閉じられ、Upload Image ダイアログボックスが、フィールドに値が入った状態で再度表示され
ます。 Upload File をクリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Auto Signon
Configuration > VPN > WebVPN > Auto Signon

Auto Signon ウィンドウまたはタブを使用して、WebVPN ユーザの自動サインオンを設定または編
集できます。 自動サインオンは、内部ネットワークに SSO 方式をまだ展開していない場合に使用で
きる簡素化された単一サインオン方式です。特定の内部サーバに対して自動サインオンを設定する

と、セキュリティ アプライアンスは、WebVPN ユーザがセキュリティ アプライアンスへのログイ
ンに使用したログイン クレデンシャルをこれらの内部サーバに渡します。特定の範囲のサーバの特
定の認証方式に応答するように、セキュリティ アプライアンスを設定します。セキュリティ アプ
ライアンスが応答するように設定できる認証方式は、NTLM 認証、HTTP 基本認証、またはこれら
の両方です。

自動サインオンは、特定の内部サーバに SSO を設定する直接的な方法です。この項では、自動サ
インオンを行うように SSO をセットアップする手順について説明します。すでに Computer
Associates の SiteMinder SSO サーバを使用して SSO を展開していて、このソリューションをサポー
トするようにセキュリティ アプライアンスを設定する場合は、「SSO Servers」を参照してくださ
い。HTTP Forms プロトコルを使う SSO を使用して、この方式をサポートするようにセキュリティ
アプライアンスを設定する場合は、「AAA のセットアップ」を参照してください。

フィールド

• IP Address：表示専用。次の Mask と組み合せて、認証されるサーバの IP アドレスの範囲を
Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで設定されたとおりに表示します。サーバは、サーバ
の URI またはサーバの IP アドレスとマスクで指定できます。

• Mask：表示専用。前の IP Address と組み合せて、Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで自
動サインオンをサポートするように設定されたサーバの IP アドレスの範囲を表示します。

• URI：表示専用。Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで設定されたサーバを識別する URI
マスクを表示します。

• Authentication Type：表示専用。認証タイプを Add/Edit Auto Signon ダイアログボックスで設定
されたとおりに表示します（Basic HTTP、NTLM、または Basic and NTLM）。

• Add/Edit：自動サインオン命令を追加または編集します。自動サインオン命令は、自動サイン
オン機能を使用する内部サーバの範囲と、特定の認証方式を定義します。

• Delete：Auto Signon テーブルで選択した自動サインオン命令を削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Auto Signon Entry
このパネルに移動するパスは数種類あります。

Add/Edit Auto Signon Entry ダイアログボックスを使用して、新しい自動サインオン命令を追加また
は編集できます。自動サインオン命令は、自動サインオン機能を使用する内部サーバの範囲と、特

定の認証方式を定義します。

フィールド

• IP Block：IP アドレスとマスクを使用して内部サーバの範囲を指定します。

－ IP Address：自動サインオンを設定する範囲の最初のサーバの IP アドレスを入力します。

－ Mask：subnet mask メニューで、自動サインオンをサポートするサーバのサーバ アドレス
範囲を定義するサブネット マスクをクリックします。

• URI：URI によって自動サインオンをサポートするサーバを指定し、このボタンの横にある

フィールドに URI を入力します。

• Authentication Type：サーバに割り当てられている認証方式。 指定された範囲のサーバについて
は、セキュリティ アプライアンスを、HTTP 基本認証要求、NTLM 認証要求、またはどちらか
の方式を使用した要求に応答するように設定できます。 

－ Basic：HTTP 基本認証を割り当てます。

－ NTLM：NTLMv1 認証を使用します。

－ Basic and NTLM：HTTP 基本認証または NTLMv1 認証のどちらかを使用します。

（注） サーバの範囲に対して 1 つの方式（HTTP 基本など）を設定し、その中の 1 台のサーバが異なる方
式（NTLM など）を使用しようとした場合、セキュリティ アプライアンスは、ユーザ ログイン情
報をそのサーバに通しません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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CSD Setup
Configuration > VPN > WebVPN > CSD Setup

このウィンドウを使用して、CSD ディストリビューション パッケージのバージョンと状態を表示
し、CSD をインストール、アップグレード、イネーブル化、およびディセーブル化できます。

フィールド

CSD Setup

• Secure Desktop Image：実行コンフィギュレーションにロードされた CSD ディストリビューショ
ン パッケージを表示します。 このフィールドには、ファイル名が 
securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg という形式で表示されます。 Browse Flash ボタンを使用して、こ
のフィールドに値を挿入、またはこのフィールドの値を修正します。 このフィールドを使用し
て、CSD のバージョンを表示することもできます （CSD のバージョンは、Configuration CSD
Secure Desktop Manager でも表示されます）。

• Enable Secure Desktop：次の処理を実行するには、このフィールドを選択して、Apply をクリッ
クします。

a. ファイルが有効な CSD ディストリビューション パッケージであることを確認する。

b.「sdesktop」フォルダが disk0 に存在しない場合には作成する。

c. data.xml（CSD 設定）ファイルが存在しない場合には、sdesktop フォルダに挿入する。

d. data.xml ファイルを実行コンフィギュレーションにロードする。

（注） data.xml ファイルを転送または置換する場合は、CSD をディセーブルにし、その後イ
ネーブルにしてファイルをロードします。

e. CSD イネーブルにする。

• Browse Flash：フラッシュ デバイスの内容を表示し、CSD ディストリビューション パッケージ
のファイル名を選択または入力して、実行コンフィギュレーションにインストールします。 こ
のボタンを使用して、CSD をインストール、アップグレード、またはダウングレードできます。
Apply をクリックして、CSD 設定を保存します。

（注） Browse Flash をクリックして CSD ディストリビューション パッケージをアップグレード
またはダウングレードし、インストールするパッケージを選択して OK をクリックする
と、Uninstall CSD ダイアログウィンドウが表示され、現在実行コンフィギュレーションに
ある CSD ディストリビューションをフラッシュ デバイスから削除するかどうか尋ねられ
ます。 フラッシュ デバイスのスペースを節約する場合は Yes をクリックします。このオプ
ションを残してこのバージョンの CSD に戻す場合は No をクリックします。

• Upload：CSD ディストリビューション パッケージをローカル コンピュータからフラッシュ デ
バイスに転送します。 CSD をインストールまたはアップグレードするための準備をするには、
インターネット ブラウザを使用して、http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/securedesktop か
ら securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg ファイルを自分の PC の任意の場所にダウンロードします。
次に、このボタンを使用して、そのファイルをローカル コンピュータからフラッシュ デバイ
スに転送します。 最後に、Browse Flash をクリックして、実行コンフィギュレーションにイン
ストールします。 
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• Uninstall：CSD イメージとコンフィギュレーション ファイル（sdesktop/data.xml）を実行コン
フィギュレーションから削除します。 このボタンをクリックすると、Uninstall CSD ダイアログ
ウィンドウが表示され、「Secure Desktop Image field」と命名された CSD イメージおよびすべて
の CSD データ ファイル（CSD コンフィギュレーション全体も含む）をフラッシュ デバイスか
ら削除するかどうか尋ねられます。 これらのファイルを実行コンフィギュレーションとフラッ
シュ デバイスの両方から削除する場合は、Yes をクリックします。これらのファイルを実行コ
ンフィギュレーションから削除するが、フラッシュ デバイスには残しておく場合は、No をク
リックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Upload Image
Configuration > VPN > WebVPN > CSD Setup > Upload

このダイアログウィンドウでは、CSD ディストリビューション パッケージをローカル コンピュー
タからセキュリティ アプライアンスのフラッシュ デバイスに転送できます。 このウィンドウを使
用して、CSD をインストールまたはアップグレードします。

（注） このウィンドウを使用する前に、インターネット ブラウザを使用して 
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/securedesktop から securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg ファイル
を自分の PC の任意の場所にダウンロードします。

フィールド

このウィンドウのフィールドとオプションを次のように使用します。

• Local File Path：ローカル コンピュータで、securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg ファイルへのパス
を指定します。 Browse Local をクリックしてこのフィールドにパスを自動的に挿入するか、パ
スを入力します。次の例を参考にしてください。

D:\Documents and Settings\Windows_user_name.AMER\My Documents\My 
Downloads\securedesktop_asa_3_1_1_16.pkg

• Browse Local：転送する securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg ファイルのパスを選択します。 Selected
File Path ダイアログボックスに、自分のローカル コンピュータで最後にアクセスしたフォルダ
の内容が表示されます。 securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg ファイルに移動し、選択して Open を
クリックします。

ASDM が Local File Path フィールドにファイルのパスを挿入します。

• Flash File System Path：セキュリティ アプライアンスのフラッシュ デバイス上のアップロード
先パスと、対象ファイルの名前を指定します。 Browse Flash をクリックしてこのフィールドに
パスを自動的に挿入するか、パスを入力します。次に例を示します。

disk0:/securedesktop_asa_3_1_1_16.pkg

• Browse Flash：ファイルのアップロード先ディレクトリを選択します。 Browse Flash ダイアログ
ボックスに、フラッシュ カードの内容が表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• File Name：このフィールドは、Browse Flash をクリックした場合に表示される Browse Flash ダ
イアログボックスにあり、ローカル コンピュータで選択した CSD ディストリビューション
パッケージの名前が表示されます。 混乱を防ぐために、この名前を使用することをお勧めしま
す。 このフィールドに、選択したローカル ファイルと同じ名前が表示されていることを確認し、
OK をクリックします。 Browse Flash ダイアログボックスが閉じます。 ASDM が Flash File
System Path フィールドにアップロード先のファイル パスを挿入します。

• Upload File：securedesktop_asa_<n>_<n>*.pkg ファイルをローカル コンピュータからフラッシュ
デバイスにアップロードします。 Status ウィンドウが表示され、ファイル転送中は開いたままの
状態を維持します。 転送が終わり、Information ウィンドウに、「File is uploaded to flash
successfully.」というメッセージが表示されたら、OK をクリックします。 Upload Image ダイア
ログウィンドウから、Local File Path フィールドと Flash File System Path フィールドの内容が削
除されます。これは、別のファイルをアップロードできることを表します。 別のファイルをアッ
プロードするには、上記の手順を繰り返します。 アップロードを終了する場合は、Close ボタン
をクリックします。

• Close：Upload Image ダイアログウィンドウを閉じます。 CSD ディストリビューション パッケー
ジをフラッシュ メモリにアップロードした後、またはアップロードしない場合にこのボタンを
クリックします。 アップロードした場合には、CSD Setup ウィンドウの Secure Desktop Image
フィールドにファイル名が表示されます。 アップロードしなかった場合には、「Are you sure you
want to close the dialog without uploading the file?」と尋ねる Close Message ダイアログボックスが
表示されます。ファイルをアップロードしない場合は、OK をクリックします。 Close Message
ダイアログボックスと Upload Image ダイアログボックスが閉じられ、CSD Setup ペインが表示
されます。 この処理が実行されない場合は、Close Message ダイアログボックスの Cancel をク
リックします。 ダイアログボックスが閉じ、Upload Image ダイアログボックスが、フィールド
に値が入った状態で再度表示されます。 Upload File をクリックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Cache
Configuration > VPN > WebVPN > Cache

キャッシングを行うと WebVPN のパフォーマンスが向上します。キャッシングによって頻繁に再
利用されるオブジェクトはシステム キャッシュに保存され、コンテンツを繰り返しリライトしたり
圧縮する必要性を減らすことができます。また、WebVPN とリモート サーバおよびエンドユーザ
ブラウザ間のトラフィックが軽減されるため、多くのアプリケーションが今までよりはるかに効率

的に実行できるようになります。

フィールド

• Enable cache：キャッシングをイネーブルにする場合にオンにします。

• Parameters：キャッシング条件を定義できます。

－ Enable caching of compressed content：圧縮されたコンテンツをキャッシュする場合に選択し
ます。 このパラメータをディセーブルにすると、セキュリティ アプライアンスがオブジェ
クトを保存してから圧縮します。

－ Maximum Object Size：セキュリティ アプライアンスがキャッシュできるドキュメントの最
大サイズを KB 単位で入力します。 セキュリティ アプライアンスが、オブジェクトの元の
（書き換えまたは圧縮されていない）コンテンツの長さを測定します。範囲は 0 ～ 10,000

KB で、デフォルトは 1,000 KB です。

－ Mminimum Object Size：セキュリティ アプライアンスがキャッシュできるドキュメントの
最小サイズを KB 単位で入力します。 セキュリティ アプライアンスが、オブジェクトの元
の（書き換えまたは圧縮されていない）コンテンツの長さを測定します。範囲は 0 ～ 10,000
KB で、デフォルトは 0 KB です。

（注） Maximum Object Size は、Minimum Object Size よりも大きい値にする必要があります。

－ LM Factor：1 ～ 100 の整数を入力します。デフォルトは 20 です。

LM 因数は、最終変更タイムスタンプだけを持つオブジェクトをキャッシュするためのポ
リシーを設定します。 これによって、サーバ設定の変更値を持たないオブジェクトが再検
証されます。 セキュリティ アプライアンスは、オブジェクトが変更された後、およびオブ
ジェクトが期限切れの時刻を呼び出した後の経過時間を推定します。 推定された期限切れ
時刻は、最終変更後の経過時間と LM 因数の積に一致します。 LM 因数を 0 に設定すると、
ただちに再検証が実行され、100 に設定すると、再検証までの許容最長時間になります。

－ Expiration Time：0 ～ 900 の整数を入力して、オブジェクトを再検証しないでキャッシュす
る分数を設定します。 デフォルトは 1 分です。

期限切れ時刻は、セキュリティ アプライアンスが、最終変更タイムスタンプがなく、サー
バ設定の期限切れ時刻も明示されていないオブジェクトをキャッシュする時間の長さを設
定します。

• Restore Cache Default：すべてのキャッシュ パラメータをデフォルト値に戻します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Content Rewrite
Configuration > VPN > WebVPN > Content Rewrite

Content Rewrite パネルには、コンテンツのリライトがイネーブルまたはディセーブルであるすべて
のアプリケーションが一覧表示されます。

WebVPN は、コンテンツ変換およびリライト エンジンを通じ、JavaScript、VBScript、Java、マルチ
バイト文字などの高度な要素からプロキシ HTTP へのトラフィックまでを含む、アプリケーション
トラフィックを処理します。このようなトラフィックでは、ユーザがアプリケーションにアクセス

するのに SSL VPN デバイス内部からアプリケーションを使用しているか、SSL VPN デバイスに依
存せずに使用しているかによって、セマンティックやアクセス コントロールのルールが異なる場合
があります。 

公開 Web サイトなどの一部のアプリケーションや Web リソースによっては、セキュリティ アプラ
イアンスを通過しない設定が求められる場合があります。このため、セキュリティ アプライアンス
では、特定のサイトやアプリケーションをセキュリティ アプライアンスを通過せずにブラウズでき
るリライト ルールを作成できます。これは、IPSec VPN 接続のスプリット トンネリングと同様の機
能です。 

リライト ルールは複数作成できます。セキュリティ アプライアンスはリライト ルールを順序番号
に従って検索するため、ルールの番号は重要です。このとき、最下位の番号から順に検索して行き、

最初に一致したルールが適用されます。

フィールド

• Content Rewrite

－ Rule Number：リスト内でのルールの位置を示す整数を表示します。

－ Rule Name：ルールが適用されるアプリケーションの名前を付けます。

－ Rewrite Enabled：コンテンツのリライトを、イネーブルかディセーブルで表示します。

－ Resource Mask：リソース マスクを表示します。 

• Add/Edit：リライト エントリを追加、または選択したリライト エントリを編集します。

• Delete：選択したリライト エントリを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Content Rewrite Rule
Configuration > VPN > WebVPN > Content Rewrite > Add/Edit Content Rewrite Rule

• Enable content rewrite：このリライト ルールでコンテンツのリライトをイネーブルにする場合に
選択します。

• Rule Number：（オプション）このルールの番号を入力します。 この番号は、リスト内でのルー
ルの位置を指定します。 番号のないルールは、リストの最後に配置されます。 範囲は 1 ～ 65534
です。

• Rule Name：（オプション）ルールについて説明する英数字を指定します。最大 128 文字です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Resource Mask：リソース マスクを入力します。 300 文字までの単語を使用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Java Trustpoint
Configuration > VPN > WebVPN > Java Trustpoint

WebVPN が変換した Java オブジェクトは、その後、トラストポイントに関連付けられた PKCS12 デ
ジタル証明書により署名されます。 Java Trustpoint ペインでは、WebVPN Java オブジェクト署名機能
が、指定されたトラストポイントの場所から PKCS12 証明書とキー関連情報を使用するように設定
できます。 トラストポイントをインポートするには、Configuration > Properties > Certificate >
Trustpoint > Import を参照してください。

フィールド

• Java Trustpoint：Java オブジェクト署名で使用する設定済みのトラストポイントを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Encoding
Configuration > VPN > WebVPN > Encoding

このウィンドウを使用して、リモート クライアントに対する WebVPN ポータル ページの文字コー
ドを指定できます。

文字コードは、「文字セット」などとも呼ばれ、データを表示するための文字と生データ（0 と 1）
の対のことです。 使用する文字コードは、言語によって決まっています。 同じ方式を使う言語もあ
れば、使わない言語もあります。 通常は、地域ごとに、ブラウザで使用されるデフォルトのコード
方式が決められていますが、リモート ユーザが変更できます。 ブラウザでも、ペインで指定されて
いるコードを検出でき、それに応じてドキュメントを表示します。

コード アトリビュートを使用して、文字コード方式の値を WebVPN ポータル ページに指定し、ユー
ザがブラウザを使用している地域や、ブラウザに対して施された変更内容に関係なく、ページを正

しく表示できます。

デフォルトでは、セキュリティ アプライアンスは、「Global WebVPN Encoding Type」を Common
Internet File System（CIFS; 共通インターネット ファイル システム）サーバからのページに適用しま
す。 CIFS サーバと適切な文字コードとのマッピングは、「Global WebVPN Encoding Type」アトリ
ビュートとグローバルに表に示されているファイル コードの例外とは個別にマッピングされ、ファ
イル名やディレクトリ パス、およびページの適切な表示が問題となる場合に、CIFS の正確に取り
扱い、表示することを目的として規定されています。

フィールド

• Global WebVPN Encoding Type：このアトリビュートは、表に記載されている CIFS サーバの
WebVPN ポータル ページを除くすべての WebVPN ポータル ページが継承する文字コードを決
定します。 文字列を入力するか、ドロップダウン リストから選択します。リストには、最も一
般的な次の値だけが登録されています。

－ big5

－ gb2312

－ ibm-850

－ iso-8859-1

－ shift_jis

（注） 日本語の Shift_jis 文字コードを使用している場合は、関連付けられている Select Page
Font ペインの Font Family 領域で Do not specify をクリックして、フォント ファミリを
削除します。

－ unicode

－ windows-1252

－ none

none を選択、または WebVPN クライアントのブラウザがサポートしていない値を指定し
た場合には、ブラウザのデフォルトのコードが使用されます。

最大 40 文字から成り、http://www.iana.org/assignments/character-sets で指定されたいずれかの有
効文字セットと同じ文字列を入力できます。このページのリストにある名前またはエイリアス

のいずれかを使用できます。 この文字列は、大文字と小文字を区別しません。 セキュリティ ア
プライアンスの設定を保存したときに、コマンド インタープリタが大文字を小文字に変換しま
す。
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• CIFS Server：コード要件が「Global WebVPN Encoding Type」アトリビュート設定とは異なる各
CIFS サーバの名前または IP アドレス。

CIFS サーバのファイル名とディレクトリのコードが異なる場合は、コードが正しいことをサー
バに認識させるために、場合によってはエントリを追加する必要があることを表します。

• Encoding Type：関連付けられている CIFS サーバで優先される文字コードを表示します。

• Add：「Global WebVPN Encoding Type」設定を上書きする CIFS サーバごとに 1 回クリックしま
す。

• Edit：テーブルから CIFS サーバを選択し、このボタンをクリックして文字コードを変更します。

• Delete：テーブルから CIFS サーバを選択し、このボタンをクリックして、関連付けられている
エントリをテーブルから削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add\Edit Encoding
Configuration > VPN > WebVPN > Encoding > Add\Edit

このダイアログウィンドウを使用して、Configuration > VPN > WebVPN > Encoding ウィンドウの
「Global WebVPN Encoding Type」アトリビュート設定に対する例外を維持できます。 このウィンド
ウには、このダイアログボックスを開く Add および Edit ボタンがあります。

フィールド

• CIFS Server：コード要件が「Global WebVPN Encoding Type」アトリビュート設定とは異なる
CIFS サーバの名前または IP アドレスを入力します。 セキュリティ アプライアンスは、名前と
サーバを照合するときには大文字と小文字を区別しませんが、ユーザが指定した大文字と小文

字は保持します。

• Encoding Type：CIFS サーバが WebVPN ポータル ページで使用する文字コードを選択します。
文字列を入力するか、ドロップダウン リストから選択します。リストには、最も一般的な次の
値だけが登録されています。

－ big5

－ gb2312

－ ibm-850

－ iso-8859-1

－ shift_jis

（注） 日本語の Shift_jis 文字コードを使用している場合は、関連付けられている Select Page
Font ペインの Font Family 領域で Do not specify をクリックして、フォント ファミリを
削除します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ unicode

－ windows-1252

－ none

none を選択、または WebVPN クライアントのブラウザがサポートしていない値を指定し
た場合には、ブラウザのデフォルトのコードが使用されます。

最大 40 文字から成り、http://www.iana.org/assignments/character-sets で指定されたいずれかの有
効文字セットと同じ文字列を入力できます。このページのリストにある名前またはエイリアス

のいずれかを使用できます。 この文字列は、大文字と小文字を区別しません。 セキュリティ ア
プライアンスの設定を保存したときに、コマンド インタープリタが大文字を小文字に変換しま
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Port Forwarding
Configuration > VPN > WebVPN > Port Forwarding

ポート転送により、ユーザは WebVPN 接続経由で TCP ベースのアプリケーションにアクセスでき
ます。 そのようなアプリケーションとして、次のものがあります。

その他の TCP ベースのアプリケーションの一部も機能すると考えられますが、当社ではテストして
いません。 UDP を使用するプロトコルは機能しません。

（注） ポート転送は、スタティック TCP ポートを使用する TCP アプリケーションだけをサポートします。
ダイナミック ポートまたは複数の TCP ポートを使用するアプリケーションはサポートされていま
せん。たとえば、ポート 22 を使用する SecureFTP は WebVPN ポート転送で機能しますが、ポート
20 と 21 を使用する標準 FTP は機能しません。

ポート転送は、PDA との接続をサポートしていません。

ポート転送と JRE

ポート転送を使用するには、Java アプレットをダウンロードしてローカル クライアントを設定する
必要があります。これには、ローカル システムで管理者の許可が必要になるため、ユーザがパブ
リック リモート システムから接続した場合に、アプリケーションを使用できない可能性がありま
す。

注意 Sun Microsystems Java™ Runtime Environment（JRE）1.5.x がリモート コンピュータにインストール
されており、ポート転送（アプリケーション アクセス）とデジタル証明書をサポートしているこ
とを確認します。 JRE 1.4.x が実行されており、ユーザがデジタル証明書を使用して認証しても、JRE
が Web ブラウザの証明書ストアにアクセスできないため、アプリケーションが起動しません。

Java アプレットは、エンド ユーザの HTML インターフェイスで、独立したウィンドウに表示され
ます。 アプレットには、そのユーザが利用できる転送ポートのリスト、アクティブなポート、およ
び送受信されたトラフィックの量（バイト単位）が表示されます。

デジタル証明書の非互換性によるポート転送とユーザ認証

ポート転送も ASDM JAVA アプレットも、デジタル証明書を使用したユーザ認証では機能しませ
ん。JRE には、Web ブラウザ キーストアにアクセスする機能はありません。 そのため、JAVA はブ
ラウザがユーザ認証に使用する証明書を使用できず、アプリケーションが起動しません。

Louts Notes Secure FTP（FTP over SSH）

Outlook Express SSH

Outlook Telnet

Perforce Windows Terminal Service

Sametime XDDTS
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フィールド

• Configure port forwarding lists for application access over WebVPN group：アプリケーションのアク
セスを設定するには、名前付きリストを 1 つ以上作成し、名前ごとにリストをユーザ
（Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts > Add/Edit User Account / 

WebVPN タブ）またはグループ ポリシー（Configuration > VPN > General > Add/Edit Group Policy
> WebVPN タブ）に割り当てます。 ユーザまたはグループ ポリシーは、1 つのリストとだけ関
連付けることができます。 

－ List Name：WebVPN 用に設定されたアプリケーション リストの名前を表示します。

－ Local TCP Port：アプリケーションのトラフィックをリスンするローカル ポートを表示しま
す。

－ Remote Server：リモート サーバの IP アドレスまたは DNS 名を表示します。

－ Remote TCP Port：アプリケーションのトラフィックをリスンするリモート ポートを表示し
ます。

－ Description：TCP アプリケーションを説明するテキストを表示します。

• Add/Edit：ポート転送リストを追加または修正する場合にクリックします。

• Delete：既存のポート転送リストを削除する場合にクリックします。確認されず、やり直しも
できません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

WebVPN エンド ユーザ設定

Add/Edit Port Forwarding List
Configuration > VPN > WebVPN > Port Forwarding > Add/Edit Port Forwarding List

Add/Edit Port Forwarding List パネルを使用して、WebVPN 接続経由でアクセスするためにユーザま
たはグループ ポリシーと関連付ける TCP アプリケーションの名前付きリストを追加または編集で
きます。

フィールド

• List Name：リストの名前を英数字で入力します。 最大 64 文字です。

－ Local TCP Port：アプリケーションのトラフィックをリスンするローカル ポートを表示しま
す。

－ Remote Server：リモート サーバの IP アドレスまたは DNS 名を表示します。

－ Remote TCP Port：アプリケーションのトラフィックをリスンするリモート ポートを表示し
ます。

－ Description：TCP アプリケーションを説明するテキストを表示します。

• Add/Edit：ポート転送リストを追加または修正します。

• Delete：既存のポート転送リストを削除します。確認されず、やり直しもできません。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Port Forwarding Entry
Configuration > VPN > WebVPN > Port Forwarding > Add/Edit Port Forwarding List > Add/Edit Port 
Forwarding Entry

Add/Edit Port Forwarding Entry パネルでは、特定のアプリケーションの名前付きポート転送リストを
設定できます。

フィールド

• Local TCP Port：アプリケーションが使用するポート番号を入力します。 ローカル ポート番号
は、リスト名ごとに 1 度だけ使用できます。 ローカル TCP サービスとの競合を避けるには、1024
～ 65535 のポート番号を使用します。

• Remote Server：リモート アクセス サーバの DNS 名または IP アドレスを入力します。 クライア
ント アプリケーションに特定の IP アドレスを設定しなくて済むように、ホスト名を使用する
ことをお勧めします。

• Remote TCP Port：そのアプリケーション用の既知のポート番号を入力します。

• Description：アプリケーションの説明を入力します。 最大 64 文字です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Proxies
Configuration > VPN > WebVPN > Proxies

セキュリティ アプライアンスは HTTPS 接続を終了して、HTTP/HTTPS 要求を HTTP プロキシ サー
バや HTTPS プロキシ サーバに転送できます。これらのサーバは、ユーザとインターネットの仲介
役として機能します。すべてのインターネット アクセスが、ユーザが制御するサーバを経由するよ
うに指定することで、別のフィルタリングが可能になり、セキュアなインターネット アクセスと管
理制御が保証されます。

ポート転送は、PDA との接続をサポートしていないことに注意してください。

フィールド

• HTTP：HTTP プロキシ サーバを定義します。

－ IP Address：HTTP プロキシ サーバの IP アドレスを入力します。

－ Port：HTTP 要求をリスンするポートを入力します。デフォルト ポートは 80 です。

• HTTPS：HTTPS プロキシ サーバを定義します。

－ IP Address：HTTPS プロキシ サーバの IP アドレスを入力します。

－ Port：HTTPS 要求をリスンするポートを入力します。デフォルト ポートは 443 です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 29章      WebVPN
Proxy Bypass

29-23
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Proxy Bypass
Configuration > VPN > WebVPN > Proxy Bypass

ユーザはプロキシ バイパスを使用するようにセキュリティ アプライアンスを設定できます。これ
は、プロキシ バイパスが提供する特殊なコンテンツ リライト機能を使用した方が、アプリケーショ
ンや Web リソースをより有効活用できる場合に設定します。プロキシ バイパスはコンテンツ リラ
イトに代わる手法で、元のコンテンツへの変更を最小限にします。多くの場合、カスタム Web ア
プリケーションでこれを使用すると有効です。

複数のプロキシ バイパス エントリを設定できます。エントリを設定する順序は重要ではありませ
ん。インターフェイスとパス マスク、またはインターフェイスとポートを組み合せることで、プロ
キシ バイパスのルールを一意に指定できます。

ネットワーク設定に応じてパス マスクではなくポートを使用してプロキシ バイパスを設定する場
合、これらのポートからセキュリティ アプライアンスにアクセスできるようにファイアウォール設
定を変更する必要がある場合があります。この制約を回避するにはパス マスクを使用します。ただ
し、このパス マスクは変更される場合があるため、複数の pathmask 文を使用して可能性を排除す
る必要があることに注意してください。

パスとは、URL 内でドメイン名に続くテキストのことです。たとえば、
www.mycompany.com/hrbenefits という URL では、hrbenefits がパスになります。同様に、
www.mycompany.com/hrinsurance という URL では、hrinsurance がパスです。すべての hr サイトで
プロキシ バイパスを使用する場合は、/hr* のように * をワイルドカードとして使用すると、コマン
ドを何度も入力しなくてもすみます。

フィールド

• Interface：プロキシ バイパス用に設定された VLAN を表示します。

• Port：プロキシ バイパス用に設定されたポートを表示します。

• Path Mask：プロキシ バイパスに一致する URI パスを表示します。

• URL：ターゲット URL を表示します。

• Rewrite：リライト オプションを表示します。 これらのオプションは、XML やリンクの組み合
せ、またはなしです。

• Add/Edit：プロキシ バイパス エントリを追加、または選択したエントリを編集します。

• Delete：プロキシ バイパス エントリを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Proxy Bypass Rule
Configuration > VPN > WebVPN > Proxy Bypass > Add/Edit Proxy Bypass Rule

このパネルを使用して、セキュリティ アプライアンスがコンテンツ リライトをほとんどまたは
まったく実行しない場合のルールを設定できます。

フィールド

• Interface Name：プロキシ バイパス用の VLAN を選択します。

• Bypass Condition：プロキシ バイパス用のポートまたは URI を指定します。

－ Port：プロキシ バイパスにポートを使用することを選択します。 有効なポート番号は 20000
～ 21000 です。

－ Port (unlabeled)：セキュリティ アプライアンスがプロキシ バイパス用に予約する大きな番
号のポートを入力します。

－ Path Mask：プロキシ バイパスに URL を使用することを選択します。

－ Path Mask：プロキシ バイパス用の URL を入力します。 この URL には、正規表現を使用で
きます。

• URL：プロキシ バイパスのターゲット URL を定義します。 

－ Protocol：プロトコルとして http または https を選択します。

－ URL (unlabeled)：プロキシ バイパスを適用する URL を入力します。

• Content to Rewrite：リライトするコンテンツを指定します。 選択肢は、なし、または XML、リ
ンク、およびクッキーの組み合せです。

－ XML：XML コンテンツをリライトする場合に選択します。

－ Hostname：リンクをリライトする場合に選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 29章      WebVPN
SSL VPN Client

29-25
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

SSL VPN Client
Configuration > VPN > WebVPN > SSL VPN Client

このウィンドウを使用して、セキュリティ アプライアンスが SVC イメージ ファイルをリモート コ
ンピュータにダウンロードできるようにします。 SVC Image Files ペインには、フラッシュ メモリに
存在する、SVC イメージと識別されたファイルが表示されます。 このペインでのファイルの順序は、
ファイルがリモート コンピュータにダウンロードされた順序を表します。

SVC は、ネットワーク管理者が IPSec VPN クライアントをリモート コンピュータにインストール
して設定する必要なく、リモート ユーザが IPSec VPN を利用できるようにする VPN トンネリング
技術です。SVC は、すでにリモート コンピュータにある SSL 暗号化と、セキュリティ アプライア
ンスの WebVPN ログインおよび認証を使用します。

SVC セッションを確立するには、リモート ユーザは、セキュリティ アプライアンスの WebVPN イ
ンターフェイスの IP アドレスをブラウザに入力します。ブラウザはそのインターフェイスに接続
して WebVPN のログイン画面を表示します。ユーザがログインと認証を終了し、セキュリティ ア
プライアンスがこのユーザを SVC が必要なユーザとして識別した場合、セキュリティ アプライア
ンスはリモート コンピュータに SVC をダウンロードします。セキュリティ アプライアンスが、SVC
を使用するオプションがユーザにあると確認した場合、セキュリティ アプライアンスは、SVC の
インストールをスキップするリンクをユーザ画面に表示するとともに、SVC をリモート コンピュー
タにダウンロードします。

ダウンロードが完了すると、SVC は自身のインストールと設定を実行します。接続終了時に（設定
に応じて）、SVC はリモート コンピュータに保持されるか、またはリモート コンピュータからアン
インストールされます。

セキュリティ アプライアンスは、異なるリモート コンピュータのオペレーティング システム用に、
複数の一意の SVC イメージをキャッシュ メモリに常駐させることができます。ユーザが接続しよ
うとしたとき、セキュリティ アプライアンスは、イメージとオペレーティング システムが一致す
るまで、これらのイメージの一部を連続してダウンロードします。一致すると、SVC の全体をダウ
ンロードします。接続のセットアップ時間を短縮するため、ダウンロードされる最初のイメージが、

最もよく遭遇するリモート コンピュータのオペレーティング システムになるように SVC イメージ
の順序を指定できます。

フィールド

• Enable：セキュリティ アプライアンスが SVC イメージ ファイルをリモート コンピュータにダ
ウンロードできるようにします。

• Add：Add SSL VPN Client Image ウィンドウを表示します。このウィンドウでは、フラッシュ
メモリ内のファイルを SVC イメージ ファイルとして指定したり、フラッシュ メモリから、
SVC イメージとして指定するファイルを参照したりすることができます。 また、ファイルを
ローカル コンピュータからフラッシュ メモリにアップロードすることもできます。

• Replace：Replace SSL VPN Client Image ウィンドウを表示します。このウィンドウでは、フラッ
シュ メモリ内のファイルを SVC イメージとして指定し、SVC Image Files テーブルで選択され
ている SVC イメージと置換できます。 また、ファイルをローカル コンピュータからフラッシュ
メモリにアップロードすることもできます。

• Delete：SVC Image Files ペインで選択した SVC イメージを削除します。

• Move Up and Move Down：セキュリティ アプライアンスが SVC イメージをリモート コンピュー
タにダウンロードする順序を変更します。 SVC Image Files ペイン リストの一番上にある SVC
イメージからダウンロードされます。このため、最も一般的なオペレーティング システムが使
用する SVC イメージをペインの一番上に移動する必要があります。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

WebVPN エンド ユーザ設定

Add SSL VPN Client Image
Configuration > VPN > WebVPN > SSL VPN Client> Add SSL VPN Client Image

このウィンドウでは、セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリに格納されている、SSL
VPN Client（SVC）イメージとして識別するファイルの名前を指定できます。 また、識別するファ
イルをフラッシュ メモリから参照したり、ファイルをローカル コンピュータからフラッシュ メモ
リにアップロードしたりすることもできます。

フィールド

• Flash SVC Image：SSL VPN Client（SVC）イメージとして識別する、フラッシュ メモリに格納
されているファイルの名前を指定します。

• Browse Flash：フラッシュ メモリに格納されているすべてのファイルを参照できる Browse Flash
Dialog ウィンドウを表示します。 

• Upload：SVC イメージとして識別するファイルをローカル PC からアップロードできる Upload
Image ウィンドウを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add SSL VPN Client Browse Flash Dialog
Configuration > VPN > WebVPN > SSL VPN Client> Add SSL VPN Client Image > Browse Flash Dialog

このウィンドウでは、セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリから、SSL VPN Client
（SVC）イメージとして識別するファイルを参照できます。 また、識別するファイルをフラッシュ メ
モリから参照したり、ファイルをローカル コンピュータからフラッシュ メモリにアップロードし
たりすることもできます。

フィールド

• Flash SVC Image：フラッシュ メモリに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージとし
て識別するファイルの名前を識別します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Browse Flash：フラッシュ メモリに格納されているすべてのファイルを参照できる Browse Flash
Dialog ウィンドウを表示します。 

• Upload：SVC イメージとして識別するファイルをローカル PC からアップロードできる Upload
Image ウィンドウを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add SSL VPN Client Upload Flash Dialog
Configuration > VPN > WebVPN > SSL VPN Client> Add SSL VPN Client Image > Browse Flash Dialog

このウィンドウでは、ローカル コンピュータまたはセキュリティ アプライアンスのフラッシュ メ
モリに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージとして識別するファイルのパスを指定で
きます。 ローカル コンピュータまたはセキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリから、識
別するファイルを参照できます。 

フィールド

• Local File Path：ローカル コンピュータに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージと
して識別するファイルの名前を識別します。

• Browse Local：ローカル コンピュータに格納されているすべてのファイルの表示と、SVC イ
メージとして識別するファイルの選択ができる Select File Path ウィンドウを表示します。 

• Flash File System：フラッシュ メモリに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージとし
て識別するファイルの名前を識別します。

• Browse Flash：セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリに格納されているすべての
ファイルの表示と、SVC イメージとして識別するファイルの選択ができる Browse Flash Dialog
ウィンドウを表示します。 

Replace SSL VPN Client Image
Configuration > VPN > WebVPN > SSL VPN Client> Replace SSL VPN Client Image

このウィンドウでは、セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリに格納されている、SSL
VPN Client（SVC）イメージとして識別するファイルの名前を指定して、以前に SVC イメージとし
て識別されたファイルと置換できます。 また、識別するファイルをフラッシュ メモリから参照した
り、ファイルをローカル コンピュータからフラッシュ メモリにアップロードしたりすることもで
きます。

フィールド

• Flash SVC Image：SSL VPN Client（SVC）イメージとして識別する、フラッシュ メモリに格納
されているファイルの名前を指定します。

• Browse Flash：フラッシュ メモリに格納されているすべてのファイルを参照できる Browse Flash
Dialog ウィンドウを表示します。 

• Upload：SVC イメージとして識別するファイルをローカル PC からアップロードできる Upload
Image ウィンドウを表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Replace SSL VPN Client Upload Flash Dialog
Configuration > VPN > WebVPN > SSL VPN Client > Replace SSL VPN Client Image > Browse > Flash 
Dialog

このウィンドウでは、ローカル コンピュータまたはセキュリティ アプライアンスのフラッシュ メ
モリに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージとして識別するファイルのパスを指定で
きます。 ローカル コンピュータまたはセキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリから、識
別するファイルを参照できます。 

フィールド

• Local File Path：ローカル コンピュータに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージと
して識別するファイルの名前を識別します。

• Browse Local：ローカル コンピュータに格納されているすべてのファイルの表示と、SVC イ
メージとして識別するファイルの選択ができる Select File Path ウィンドウを表示します。 

• Flash File System Path：フラッシュ メモリに格納されている、SSL VPN Client（SVC）イメージ
として識別するファイルの名前を識別します。

• Browse Flash：セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリに格納されているすべての
ファイルの表示と、SVC イメージとして識別するファイルの選択ができる Browse Flash Dialog
ウィンドウを表示します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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SSO Servers
Configuration > VPN > WebVPN > SSO Servers

SSO Server ウィンドウでは、Computer Associates の SiteMinder SSO サーバを使用して WebVPN ユー
ザのシングル サインオン（SSO）を設定または削除できます。WebVPN だけに使用できる SSO の
サポートを使用すると、ユーザはユーザ名とパスワードを複数回入力しなくても、さまざまなサー

バのセキュアな各種のサービスにアクセスできます。 

SSO の設定に当たっては、基本 HTTP または NTLMv1 認証を使用した自動サインオン、HTTP Form
プロトコル、または Computer Associates eTrust SiteMinder（以前の名称は Netegrity SiteMinder）の 3
方式の中から選択できます。この項では、SiteMinder を使用するように SSO をセットアップする手
順について説明します。 

• 基本 HTTP または NTLM 認証を使用するように SSO を設定する場合は、「Auto Signon」を参照
してください。

• HTTP Form プロトコルを使用するように SSO を設定する場合は、「AAA のセットアップ」を参
照してください。 

SSO のメカニズムは、AAA プロセスの一部として開始される（HTTP Form）か、AAA サーバのユー
ザ認証に成功した直後に開始されます（SiteMinder）。どちらの場合でも、セキュリティ アプライア
ンス上で実行されている WebVPN サーバは、認証サーバにアクセスするユーザのプロキシとして
機能します。ユーザがログインすると、WebVPN サーバは、ユーザ名とパスワードを含む SSO 認
証要求を HTTPS を使用して認証サーバに送信します。サーバが認証要求を受け入れた場合は、
WebVPN サーバに SSO 認証クッキーを返信します。このクッキーは、ユーザの代理としてセキュ
リティ アプライアンスで保持され、ユーザ認証でこのクッキーを使用して、SSO サーバで保護され
ているドメイン内部の Web サイトの安全を確保します。

SiteMinder を使用する SSO 認証は AAA から切り離され、AAA プロセスが完了した後にこの認証が
1 回実施されます。 ユーザまたはグループを対象に SSO を設定するには、まず AAA サーバ（RADIUS
や LDAP など）を設定する必要があります。 ユーザが AAA サーバを認証したら、WebVPN サーバ
が HTTPS を使用して認証要求を SiteMinder SSO サーバに送信します。 

セキュリティ アプライアンスの設定に加え、シスコの認証スキームを使用するようにユーザの CA
SiteMinder Policy Server を設定する必要もあります。「SiteMinder へのシスコの認証スキームの追加」
を参照してください。

フィールド

• Server Name：表示専用。 設定された SSO サーバの名前を表示します。入力できる文字の範囲
は、4 ～ 31 文字です。

• Authentication Type：表示専用。SSO サーバのタイプを表示します。 現時点では、セキュリティ
アプライアンスは SiteMinder タイプをサポートしています。

• URL：表示専用。セキュリティ アプライアンスが SSO 認証要求を行う SSO サーバの URL を表
示します。

• Secret Key：表示専用。SSO サーバとの認証通信の暗号化に使用される秘密鍵を表示します。鍵
は、任意の標準またはシフト式英数字で構成されます。文字数の制限はありません。 

• Maximum Retries：表示専用。 SSO 認証が失敗した場合にセキュリティ アプライアンスがリトラ
イする回数を表示します。リトライの範囲は 1 ～ 5 回で、デフォルトのリトライ数は 3 回です。

• Request Timeout (seconds)：表示専用。 失敗した SSO 認証試行をタイムアウトさせるまでの秒数
を表示します。範囲は 1 ～ 30 秒で、デフォルトの秒数は 5 秒です。

• Add/Edit：Add/Edit SSO Server ダイアログボックスを開きます。

• Delete：選択した SSO サーバを削除します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SiteMinder へのシスコの認証スキームの追加

SiteMinder による SSO を使用するためのセキュリティ アプライアンスの設定に加え、Java プラグイ
ンとして提供されている、シスコの認証スキームを使用するようにユーザの CA SiteMinder Policy
Server を設定する必要もあります。

（注） • SiteMinder Policy Server の設定には、SiteMinder の使用経験が必要です。 

• この項では、手順のすべてではなく、一般的なタスクを取り上げます。

• カスタム認証スキームを追加するための完全な手順については、CA SiteMinder のマニュアルを
参照してください。

ユーザの SiteMinder Policy Server にシスコの認証スキームを設定するには、次のタスクを実行しま
す。

ステップ 1 Siteminder Administration ユーティリティを使用して、次の特定の引数を使用できるようにカスタム
認証スキームを作成します。

• Library フィールドに、smjavaapi と入力します。

• Secret フィールドで、Add SSO Server ダイアログの Secret Key フィールドで設定したものと同
じ秘密鍵を入力します。 

• Parameter フィールドに、CiscoAuthAPI と入力します。

ステップ 2 Cisco.com ログイン情報を使用して、http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/asa から 
cisco_vpn_auth.jar ファイルをダウンロードし、SiteMinder サーバのデフォルトのライブラリ ディ
レクトリにコピーします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit SSO Server
Configuration > VPN > WebVPN > SSO Servers > Add/Edit SSO Server

（注） この SSO 方式では、CA SiteMinder を使用します。 また、HTTP Form プロトコルまたは基本 HTML
および NTLM 認証を使用して SSO を設定することもできます。 HTTP Form プロトコルを使用する
場合は、「AAA のセットアップ」を参照してください。 基本 HTML または NTLM 認証を使用する
ように設定する場合は、コマンドライン インターフェイスで auto-signon コマンドを使用します。

フィールド

• Server Name：サーバを追加する場合は、新しい SSO の名前を入力します。 サーバを編集する場
合、このフィールドは表示専用です。選択した SSO サーバの名前が表示されます。

• Authentication Type：表示専用。SSO サーバのタイプを表示します。現在、セキュリティ アプ
ライアンスがサポートするタイプは SiteMinder です。 

• URL：セキュリティ アプライアンスが SSO 認証要求を行う SSO サーバの URL を入力します。

• Secret Key：SSO サーバへの認証要求を暗号化するために使用する秘密鍵を入力します。鍵に
使用する文字には、通常の英数字と、シフト キーを押して入力した英数字を使用できます。文
字数の制限はありません。秘密鍵はパスワードに似ており、作成、保存、設定ができます。Cisco
Java プラグイン認証スキームを使用して、セキュリティ アプライアンスと SiteMinder Policy
Server の両方で設定します。

• Maximum Retries：失敗した SSO 認証試行をセキュリティ アプライアンスが再試行する回数を
入力します。この回数を超えて失敗すると認証タイムアウトになります。範囲は 1 ～ 5 回で、
1 回と 5 回も含まれます。デフォルトは 3 回です。

• Request Timeout：失敗した SSO 認証試行をタイムアウトさせるまでの秒数を入力します。範囲
は 1 ～ 30 秒で、1 秒と 30 秒も含まれます。デフォルトは 5 秒です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Servers and URLs
Configuration > VPN > WebVPN > Servers and URLs

Servers and URLs を使用して、WebVPN 経由でアクセスするためのサーバと URL のリストを表示、
追加、および入力できます。

（注） ファイルにアクセスするには、NetBIOS サーバを設定する必要があります（Configuration  > VPN  >
General  > Tunnel Group  > Add/Edit Tunnel Group  > WebVPN  > NetBIOS Servers）。

フィールド

Configure lists of servers and URLs for access over WebVPN：ファイルおよび URL アクセスを設定する
には、ファイル サーバと URL の名前付きリストを 1 つ以上作成し、リスト名を個々のユーザ
（Configuration > Properties > Device Administration > User Accounts > Add/Edit User Account / WebVPN

tab > Other）、またはグループ ポリシー（Configuration > VPN > General > Add/Edit Group Policy >
WebVPN tab > Other）に割り当てます。 ユーザまたはグループ ポリシーは、1 つのリストとだけ関
連付けることができます。

• List Name：WebVPN 用に設定されたサーバおよび URL リストの名前。

• URL Display Name：エンド ユーザがリスト内の各サーバおよび URL を確認するために参照す
る名前。

• URL：リスト内のサーバへの URL またはパス。

• Add：サーバと URL のリストを追加します。

• Edit：Servers and URLs ボックスからリストを選択し、このボタンをクリックしてリストを編集
します。

• Delete：Servers and URLs ボックスからリストを選択し、このボタンをクリックしてリストを削
除します。 ASDM は、要求の確認をせずにリストを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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WebVPN Access
Configuration > VPN > WebVPN > WebVPN Access

WebVPN Access パネルを使用して、次のタスクを実行できます。

• WebVPN セッションでのセキュリティ アプライアンスインターフェイスのイネーブル化また
はディセーブル化

• WebVPN 接続用ポートの選択

• WebVPN セッションでのグローバル タイムアウト値の設定

• 同時 WebVPN セッションの最大数の設定

• WebVPN が使用できるセキュリティ アプライアンスのメモリ容量の設定

個々のユーザに対して WebVPN サービスを設定するためのベスト プラクティスは、Configuration
> VPN > General > Group Policy >Add/Edit  >WebVPN パネルを使用することです。 次に、
Configuration > Properties >Device Administration  >User Accounts > VPN Policy パネルを使用して、
グループ ポリシーをユーザに割り当てます。

フィールド

• Configure access parameters for WebVPN：設定されたセキュリティ アプライアンスインターフェ
イスで、WebVPN 接続をイネーブル化またはディセーブル化できます。 

－ Interface：設定されたすべてのインターフェイスの名前を表示します。

－ WebVPN Enabled：インターフェイスでの WebVPN の現在のステータスを表示します。

Yes の横にある緑色のチェックは、WebVPN がイネーブルであることを表します。
No の横にある赤色の丸は、WebVPN がディセーブルであることを表します。

－ Enable/Disable：選択したインターフェイスで WebVPN をイネーブルまたはディセーブルに
する場合にクリックします。

• Port Number：WebVPN セッションで使用するポート番号を入力します。 デフォルト ポートは
443 で、HTTPS トラフィックの場合の範囲は 1 ～ 65535 です。ポート番号を変更すると、現在
の WebVPN 接続がすべて終了するため、現在のユーザは再接続する必要があります。 また、
ASDM との接続も失われ、再接続を勧めるプロンプトが表示されます。

• Default Idle Timeout：WebVPN セッションがアイドルでいられる時間を秒単位で入力します。こ
の時間を過ぎると、セキュリティ アプライアンスがセッションを終了します。 この値は、その
ユーザのグループ ポリシーの Idle Timeout 値がゼロ（0）に設定されている場合、つまり、タイ
ムアウト値が存在しない場合にだけ適用されます。その他の場合には、ここで設定したタイム

アウト値よりも Idle Timeout 値が優先されます。 入力できる最小値は 1 分です。デフォルトは
30 分（1,800 秒）です。 最大値は 24 時間（86,400 秒）です。

このアトリビュートは、短い時間に設定することをお勧めします。 クッキーをディセーブルに
するように設定されているブラウザ（またはクッキーの使用を指示したあとに拒否するブラウ

ザ）を使用している場合に、接続していないユーザが、セッション データベースに表示される
ためです。 グループ ポリシーの Simultaneous Logins アトリビュートが 1 に設定されている場合
には、データベースが、最大接続数がすでに存在することを示すため、ユーザは再ログインが

できません。 アイドル タイムアウトを低く設定すると、このようなファントム セッションがす
ぐに削除され、ユーザが再ログインできます。

• Max. Sessions Limit：WebVPN セッションの最大許可数を入力します。 ASA モデルが異なれば、
サポートされる WebVPN セッション数も異なることに注意してください。ASA 5510 は最大
150、ASA 5520 は同 750、ASA 5540 は同 2500 です。

• WebVPN Memory Size：WebVPN プロセスに割り当てるメモリの量または総メモリに対する割
合を KB 単位で入力します。 デフォルトは メモリの 50% です。 ASA モデルが異なれば、メモリ
の総量も異なることに注意してください。ASA 5510 は 256 MB、ASA5520 は 512 MB、ASA
5540 は 1GB です。 メモリ サイズを変更した場合には、システムが再起動した後に新しい設定
がイネーブルになります。
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• WebVPN Memory (unlabeled)：WebVPN 用のメモリを割り当てる場合に選択します。総メモリ
量に対する割合で割り当てるか、メモリの量を KB 単位で割り当てます。

• Enable Tunnel Group Drop-down List on WebVPN Login：WebVPN エンドユーザ インターフェイ
スに、設定済みのトンネル グループのドロップダウン リストを含める場合に選択します。 ユー
ザは、ログオンしたときにこのリストからトンネル グループを選択します。 このフィールドは、
デフォルトで選択されています。 選択しないと、ユーザはログオン時にトンネル グループを選
択できません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

WebVPN エンド ユーザ設定

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Webpage Customization
Configuration > VPN > WebVPN > Customization

Webpage Customization を使用して、WebVPN ユーザがセキュリティ アプライアンスに接続すると
きに表示される WebVPN ページの外観をカスタマイズできます。 また、WebVPN Home ページや
Application Access ページなど、セキュリティ アプライアンスが WebVPN ユーザを認証した後に表
示されるページをカスタマイズすることもできます。

フィールド

• Customization Objects テーブル：デフォルトの WebVPN カスタマイゼーション オブジェクト
（DfltCustomization）と、追加したカスタマイゼーション オブジェクトを表示します。

• Add：新しいカスタマイゼーション オブジェクトを追加し、さらにカスタマイズできる Add
Customization Object ダイアログボックスを表示します。

• Edit：Customization Object テーブルで選択されているオブジェクトの Edit ボタンを押すと Edit
Customization Object ダイアログボックスが表示され、そこでさらにカスタマイズができます。

• Delete：Customization Object テーブルで選択されているオブジェクトを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Select Font
このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。

Select Font ダイアログボックスを使用して、フォント ファミリ、スタイル、太さ、およびサイズを
指定します。

フィールド

• Font Family：フォント ファミリをカスタマイズできます。

－ Do not specify：デフォルトを指定します。

－ Use selection：選択できるフォント ファミリのリストをイネーブルにします。

• Font Style：フォント スタイルをカスタマイズできます。

－ Do not specify：デフォルトを指定します。

－ Use selection：選択できるフォント スタイルのリストをイネーブルにします。

• Font Size：フォント サイズをカスタマイズできます。

－ Do not specify：デフォルトを指定します。

－ Use selection：選択できるフォント サイズのリストをイネーブルにします。

• Font Style：フォントの太さをカスタマイズできます。

－ Do not specify：デフォルトを指定します。

－ Use selection：選択できるフォントの太さのリストをイネーブルにします。

• Preview：選択内容のプレビューを表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Select Foreground Color
このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。

Select Foreground Color ダイアログボックスを使用して、スタイルを構成するカスタム カラーを簡
単に選択できます。

フィールド

• Do not specify：デフォルトを使用するように指定します。

• Use selection：カラーを選択できる Swatches、HSB、および RGB タブをイネーブルにします。

－ Swatches タブ：カスタム カラーを簡単に選択できます。 カラーを選択するには、カラー ブ
ロックをクリックします。

－ HSB タブ：色相、彩度、および明度（HSB）によって定義されたカスタム カラーを選択で
きます。

Spectrum Bar を調節して、希望する光スペクトラムの基本色に合せます。 次に、クリックし
てからマウスをカラー プレーンの上にドラッグして、希望の濃さまで動かします。 色相、
彩度、および明度についてこの作業を実行します。 または、H、S、および B オプション ボ
タンをクリックし、上下矢印を選択することにより、H、S、および B 設定を手動で調節す
ることもできます。 
マウスをドラッグすると、R、G、および B フィールドに、RGB の値に変換される様子が
表示されます。

－ RGB タブ：赤、緑、および青（RGB）によって定義されたカスタム カラーを選択できます。

赤、緑、および青色のスライドバーを調節して、希望の濃さに合せます。 または、RGB 値
の上下矢印をクリックして、値を増減することもできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Add/Edit Webpage Customization Object > Select Background Color
このダイアログボックスに移動するパスは数種類あります。

Select Background Color ダイアログボックスを使用して、スタイルを構成するカスタム カラーを簡
単に選択できます。

フィールド

• Do not specify：デフォルトを使用するように指定します。

• Use selection：カラーを選択できる Swatches、HSB、および RGB タブをイネーブルにします。

－ Swatches tab：カスタム カラーを簡単に選択できます。 カラーを選択するには、カラー ブ
ロックをクリックします。

－ HSB タブ：色相、彩度、および明度（HSB）によって定義されたカスタム カラーを選択で
きます。

Spectrum Bar を調節して、希望する光スペクトラムの基本色に合せます。 次に、クリックし
て、マウスをカラープレーンの上にドラッグして、希望の濃さまで動かします。 色相、彩
度、および明度についてこの作業を実行します。 または、H、S、および B オプション ボタ
ンをクリックし、上下矢印を選択することにより、H、S、および B 設定を手動で調節する
こともできます。 
マウスをドラッグすると、R、G、および B フィールドに、RGB の値に変換される様子が
表示されます。

－ RGB タブ：赤、緑、および青（RGB）によって定義されたカスタム カラーを選択できます。

赤、緑、および青色のスライドバーを調節して、希望の濃さに合せます。 または、RGB 値
の上下矢印をクリックして、値を増減することもできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Page Title タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Title 
Page タブ

Page Title タブを使用して、ページ スタイル、タイトル、ロゴなど、WebVPN ユーザが最初にセキュ
リティ アプライアンスに接続するときに表示される WebVPN ページをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cscading Style Sheet（CSS）パラメー
タを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、World
Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Page Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Title：テキストやテキストのスタイルなど、WebVPN ページのタイトルを設定できます。

－ Text：タイトルに表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Titlebar Logo：WebVPN ページに表示される独自のカスタム ロゴを指定します。

－ None：WebVPN ページにロゴが表示されません。

－ Default：WebVPN ページに Cisco ロゴが表示されます。

－ Custom：カスタム ロゴのファイル名を入力するか、Browse Flash ボタンをクリックして
ファイルを参照します。 

－ Browse Flash：カスタム ファイルを参照します。

－ Upload Logo：Upload Logo ダイアログボックスを表示します。そこで、ASDM を実行して
いるコンピュータ上に存在するロゴ ファイルを参照できます。

• Sample Preview：現在のタイトルおよびロゴ設定を使用して、アップロード ロゴを表示します。

－ Preview in Browser：現在の設定をブラウザ ウィンドウに表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Page Title タブ > Upload Logo

Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Title
Page タブ > Upload Logo ダイアログボックス

Upload Logo パネルを使用して、ASDM を実行するために現在使用しているコンピュータ上でロゴ
ファイルを指定し、そのロゴをセキュリティ アプライアンスにアップロードできます。

フィールド

• Local File Path：Browse Local ボタンを使用して、定義したロゴへのパスを表示します。

• Browse Local：ASDM を実行するために使用しているコンピュータのファイル構成を参照し、
ロゴを配置します。

• Flash File System Path：Browse Flash ボタンを使用して、定義したロゴへのパスを表示します。

• Browse Flash：セキュリティ アプライアンスのフラッシュ メモリのファイル構成を参照して、
ロゴを配置する場所を決めます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 29章      WebVPN
Webpage Customization

29-39
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Upload File：Browse Flash ダイアログボックスを表示します。 選択したロゴ ファイルの名前が
File Name ボックスに表示されます。 このパスをフラッシュ メモリに設定するには、OK をク
リックします。 

Upload Logo パネルに戻ります。 新しいロゴ ファイルをフラッシュ メモリにアップロードするに
は、Upload ボタンをクリックします。 このロゴが Preview ボックスに表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Login Page タブ > Login Box タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Login
Page タブ > Login Box タブ

Login Box タブを使用して、タイトルやメッセージなど、WebVPN ユーザが最初にセキュリティ ア
プライアンスに接続するときに表示される WebVPN ページの Login ボックスをカスタマイズでき
ます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、World
Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Login Title：Login ボックスのタイトルに表示するテキストと、そのログイン タイトルのスタイ
ルを指定します。

－ Text：Login Box のタイトルに表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、背景色、および前景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Login Message：Login ボックスに表示するメッセージと、そのメッセージのスタイルを指定し
ます。

－ Text：Login ボックスのメッセージとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の設定を使用して、ログイン タイトルとログイン メッセージを表示しま
す。

－ Preview in Browser：現在の設定を使用して、ログイン タイトルとログイン メッセージをブ
ラウザ ウィンドウに表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Login Page タブ > Login Prompts タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Login
Page タブ > Login Prompts タブ

Login Prompts タブを使用して、ユーザ名、パスワード、グループ プロンプトなど、WebVPN ユー
ザが最初にセキュリティ アプライアンスに接続するときに表示される WebVPN ページのログイン
プロンプトをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、World
Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Username Prompt：表示されるテキストや、そのテキストのスタイルなど、ユーザ名プロンプト
をカスタマイズできます。

－ Text：ユーザ名プロンプトとして表示されるテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Password Prompt：表示されるテキストや、そのテキストのスタイルなど、パスワード プロンプ
トをカスタマイズできます。

－ Text：パスワード プロンプトとして表示されるテキストを入力します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Group Prompt：表示されるテキストや、そのテキストのスタイルなど、グループ プロンプトを
カスタマイズできます。

－ Text：グループ プロンプトとして表示されるテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure ボタン：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色
相、彩度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：現在のユーザ名、パスワード、およびグループ プロンプト設定を使用して、
Login ボックスを表示します。

• Preview in Browser：現在のユーザ名、パスワード、およびグループ プロンプト設定を使用して、
Login ボックスをブラウザ ウィンドウに表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Login Page タブ > Login Buttons タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Login
Page タブ > Login Buttons タブ

Login Buttons タブを使用して、WebVPN ユーザが最初にセキュリティ アプライアンスに接続する
ときに表示される WebVPN ページの Login and Clear ボタンをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Login Button：ボタンに表示されるテキストや、そのボタンのスタイルなど、Login ボタンをカ
スタマイズできます。

－ Text：Login ボタンに表示されるテキストを入力します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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－ Style：CSS パラメータを使用して Login ボタンのスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure ボタン：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色
相、彩度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Clear：ボタンに表示されるテキストや、そのボタンのスタイルなど、Clear ボタンをカスタマ
イズできます。

－ Text：Clear ボタンに表示されるテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用して Login ボタンのスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の設定を使用して、Login and Clear ボタンを表示します。

－ Preview in Browser：現在の設定を使用して、Login and Clear ボタンをブラウザ ウィンドウ
に表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Logout Page タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects >
Logout Page タブ

Logout Page タブを使用して、WebVPN ユーザが WebVPN サービスからログアウトするときに表示
される Logout ページをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番
目が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Login Title：Logout ボックスのタイトルに表示するテキストと、そのログアウト タイトルのス
タイルを指定します。

－ Text：Logout ページのメッセージとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Logout Message：Logout ページに表示されるメッセージを指定します。

－ Text：Logout ページのメッセージとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の設定を使用して Logout ページを表示します。

－ Preview in Browser：現在の設定を使用して、ページをブラウザ ウィンドウに表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Home Page タブ > Border Color タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Home
Page タブ > Border Color タブ

Border Color タブを使用して、WebVPN ユーザがセキュリティ アプライアンスによって認証された
後に表示される WebVPN Home ページの外枠をカスタマイズできます。

フィールド

• Border Style：フォント スタイルや、HTML および RGB カラーなど、任意の Cascading Style Sheet
（CSS）パラメータを使用してスタイルを定義します。 スタイルを簡単に変更するには、

Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名
前を使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定
できます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4
番目が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テー
ブルをオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細につい
ては、World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩度、
明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の外枠設定を使用して WebVPN Home ページを表示します。

－ Preview in Browser：自分の外枠設定を使用して、WebVPN Home ページをブラウザ ウィン
ドウに表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Home Page タブ > Web Applications タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Home
Page タブ > Web Applications タブ

Web Applications タブを使用して、認証された WebVPN ユーザに表示される WebVPN Home ページ
の Web Applications ボックスをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Title：Web Applications ボックスのタイトルをカスタマイズできます。

－ Text：タイトルとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Message：Web Applications ボックスの（タイトル下の）メッセージをカスタマイズできます。

－ Text：メッセージとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Dropdown：Web Applications ボックスのドロップダウン リストをカスタマイズできます。

－ Text：ドロップダウン リストに表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の Web Application 設定を使用して WebVPN Home ページを表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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－ Preview in Browser：自分の Web Application 設定を使用して、WebVPN Home ページをブラ
ウザ ウィンドウに表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Home Page タブ > Application Access タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Home
Page タブ > Application Access タブ

Applications Access タブを使用して、認証された WebVPN ユーザに表示される WebVPN Home ペー
ジの Applications Access ボックスをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Title：Applications Access ボックスのタイトルをカスタマイズできます。

－ Text：タイトルとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Message：Applications Access ボックスのタイトル下のメッセージをカスタマイズできます。

－ Text：メッセージとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の Applications Access 設定を使用して WebVPN Home ページを表示します。

－ Preview in Browser：自分の Applications Access 設定を使用して、WebVPN Home ページをブ
ラウザ ウィンドウに表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Home Page タブ > Browse Network タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Home
Page タブ > Browse Network タブ

Browse Networks タブを使用して、認証された WebVPN ユーザに表示される WebVPN Home ページ
の Browse Networks ボックスをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Title：Browse Networks ボックスのタイトルをカスタマイズできます。

－ Text：タイトルとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Message：Browse Networks ボックスのタイトル下のメッセージをカスタマイズできます。

－ Text：メッセージとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Dropdown：Browse Networks ボックスのドロップダウン リストをカスタマイズできます。

－ Text：ドロップダウン リストに表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Sample Preview：自分の Browse Networks 設定を使用して WebVPN Home ページを表示します。

－ Preview in Browser：自分の Browse Networks 設定を使用して、WebVPN Home ページをブラ
ウザ ウィンドウに表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Home Page タブ > Web Bookmarks タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Home 
Page タブ > Web Bookmarks タブ

Web Bookmarks タブを使用して、Web Bookmarks のタイトルと、認証された WebVPN ユーザに表
示される WebVPN Home ページのブックマーク リンクをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Bookmark Title：タイトルをカスタマイズできます。

－ Text：タイトルとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Bookmark Links Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の Web Bookmarks 設定を使用して WebVPN Home ページを表示します。

－ Preview in Browser：自分の Web Bookmarks 設定を使用して、WebVPN Home ページをブラ
ウザ ウィンドウに表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Home Page タブ > File Bookmarks タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Home
Page タブ > File Bookmarks タブ

File Bookmarks タブを使用して、File Bookmarks のタイトルと、認証された WebVPN ユーザに表示
される WebVPN Home ページのブックマーク リンクをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Bookmark Title：タイトルをカスタマイズできます。

－ Text：タイトルとして表示するテキストを入力します。

－ Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Bookmark Links Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の File Bookmarks 設定を使用して WebVPN Home ページを表示します。

－ Preview in Browser：自分の File Bookmarks 設定を使用して、WebVPN Home ページをブラ
ウザ ウィンドウに表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Application Access Window タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects >
Application Access Window タブ

Application Access Window タブを使用して、WebVPN Home ページで Applications Access を選択した
認証済み WebVPN ユーザに表示される Applications Access ウィンドウをカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Window Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Warning Message：警告メッセージとして表示するテキストを入力します。

• Show application details in the application access window：Application Access Window に表示される
アプリケーションの詳細の表示をディセーブルにします。

• Sample Preview：自分の設定を使用して Application Access Window を表示します。

－ Preview in Browser：自分の設定を使用して、Application Access Window をブラウザ ウィン
ドウに表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Prompt Dialog タブ
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > 
Prompt Dialog タブ

Prompt Dialog タブを使用して、認証された WebVPN ユーザに表示されるダイアログ メッセージの
外観をカスタマイズできます。

フィールド

このタブには、いくつかの Style フィールドがあります。 任意の Cascading Style Sheet（CSS）パラ
メータを使用してスタイルを定義します。 フォント、背景色、および前景色を簡単に変更するには、
Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色の名前を
使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を指定でき
ます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目と 4 番目
が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。

最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。 テーブル
をオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳細については、
World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセスしてください。

• Dialog Title Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Dialog Message Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Dialog Border Style：CSS パラメータを使用してスタイルを定義します（最大 256 文字）。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

• Sample Preview：自分の設定を使用して、ダイアログ メッセージのサンプルを表示します。

－ Preview in Browser：自分の設定を使用して、ダイアログ メッセージのサンプルをブラウザ
ウィンドウに表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Webpage Customization Object > Quick Style Configuration
Configuration > VPN > WebVPN > Webpage Customization > Add/Edit Customization Objects > Quick 
Style Configuration >

Quick Style Configuration ダイアログボックスを使用して、複数の WebVPN ウィンドウ カスタマイ
ズ設定に 1 つのスタイルを適用します。

フィールド

• Select Fields：1 つのスタイルを共有するフィールドをクリックします。

• Specify Style：選択したフィールドで使用するカスタム スタイルを指定します。

－ Use custom style：デフォルト スタイルをディセーブルにし、カスタム スタイルを指定しま
す。

－ Style：フォント スタイルや、HTML および RGB カラーなど、Cascading Style Sheet（CSS）
パラメータ（最大 256 文字）を使用して WebVPN ページのスタイルを定義します。 スタイ
ルを簡単に変更するには、Configure ボタンを使用します。

カンマで区切った RGB 値、HTML の色値、または HTML で認識されている場合はその色
の名前を使用することができます。

RGB の形式は 0,0,0 で、赤、緑、青の各色にはそれぞれ 0 から 255 までの範囲の 10 進数を
指定できます。カンマで区切ったエントリは、各色を他の色と組み合せる場合の強度を示
します。

HTML 形式は #000000 です。6 桁の 10 進数で構成され、最初と 2 番目の数字が赤、3 番目
と 4 番目が緑、残りの 2 つが青をそれぞれ表します。
最良の結果を得るには、公開されている HTML および RGB テーブルをチェックします。
テーブルをオンラインで検索するには、サーチ エンジンで RGB と入力します。 CSS の詳
細については、World Wide Web Consortium（W3C）の Web サイト、www.w3.org にアクセ
スしてください。

－ Configure：フォント、前景色、および背景色を設定でき、HTML 色見本、HSB（色相、彩
度、明度）と RGB（赤、緑、青）選択ツールを表示します。

－ Preview：選択したスタイルのサンプルを表示します。

• Use default styles：デフォルト スタイルをイネーブルにします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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30

WebVPN エンド ユーザ設定

この項は、エンド ユーザのために WebVPN を設定するシステム管理者を対象にしています。 ここ
では、ユーザ リモート システムの設定要件と作業の概要を説明します。また、ユーザが WebVPN
の使用を開始するために、ユーザに伝える必要のある情報も明確にします。この項は、次の内容で

構成されています。

• ユーザ名とパスワードの要求

• セキュリティのヒントの通知

• WebVPN 機能を使用するためのリモート システムの設定

• WebVPN データのキャプチャ

（注） すでに WebVPN に対してセキュリティ アプライアンスを設定済みであるものと想定します。 
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ユーザ名とパスワードの要求

ネットワークによっては、リモート セッション中にユーザが、コンピュータ、インターネット サー
ビス プロバイダー、WebVPN、メール サーバ、ファイル サーバ、企業アプリケーションの一部ま
たはすべてにログインする必要が生じることがあります。ユーザはさまざまなコンテキストで認証

を行うために、一意のユーザ名、パスワード、PIN などさまざまな情報が要求される場合があります。

表 30-1 に、WebVPN ユーザが知っておく必要のあるユーザ名とパスワードのタイプを示します。

セキュリティのヒントの通知

必ず WebVPN セッションからログアウトするようにユーザに通知してください（WebVPN からロ
グアウトするには、WebVPN ツールバーの logout アイコンをクリックするか、またはブラウザを閉
じます）。

WebVPN を使用してもすべてのサイトとの通信がセキュアであるとは限らないことを、ユーザに通
知してください。WebVPN は、企業ネットワーク上のリモート PC やワークステーションとセキュ
リティ アプライアンスとの間のデータ転送のセキュリティを保証するものです。したがって、ユー
ザが HTTPS 以外の Web リソース（インターネット上や内部ネットワーク上にあるもの）にアクセ
スする場合、企業のセキュリティ アプライアンスから目的の Web サーバまでの通信はセキュアで
はありません。

表 30-1 WebVPN ユーザに通知するユーザ名とパスワード

ログイン ユーザ名 /
パスワード タイプ 目的 入力するタイミング

コンピュータ コンピュータへのアクセス コンピュータの起動

インターネット サービス
プロバイダー

インターネットへのアクセス インターネット サービス プロバイダーへの接続

WebVPN リモート ネットワークへのアクセス WebVPN の起動

ファイル サーバ リモート ファイル サーバへのアクセス WebVPN ファイル ブラウジング機能を使用して、リ
モート ファイル サーバにアクセスするとき

企業アプリケーションへ

のログイン

ファイアウォールで保護された内部

サーバへのアクセス

WebVPN Web ブラウジング機能を使用して、保護さ
れている内部 Web サイトにアクセスするとき

メール サーバ WebVPN 経由によるリモート メール
サーバへのアクセス

電子メール メッセージの送受信
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WebVPN 機能を使用するためのリモート システムの設定
表30-2 に、WebVPN を使用するためのリモート システムの設定に関する、次の各種情報を示します。

• WebVPN の起動

• WebVPN フローティング ツールバーの使用

• Web ブラウジング

• ネットワーク ブラウジングとファイル管理

• アプリケーションの使用（ポート転送）

• ポート転送を介した電子メールの使用

• Web アクセスを介した電子メールの使用

• 電子メール プロキシを介した電子メールの使用

また、表 30-2 には、次の項目に関する情報も記載されています。

• WebVPN の要件（機能別）

• WebVPN をサポートするアプリケーション

• クライアント アプリケーションのインストールとコンフィギュレーションの要件

• エンド ユーザに提供する必要のある情報

• エンド ユーザのためのヒントや使用上の推奨事項

ユーザ アカウントを別々に設定し、各ユーザがそれぞれ異なる WebVPN 機能を使用できるように
することが可能です。表 30-2 には機能別の情報をまとめてあります。利用できない機能の情報につ
いてはスキップしてください。
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表 30-2 WebVPN リモート システム コンフィギュレーションとエンド ユーザの要件

作業
リモート システムまたはエンド ユーザの
要件 仕様または使用上の推奨事項

WebVPN の起動 インターネットへの接続 サポートされているインターネット接続は、次のとお

りです。

• 家庭の DSL、ケーブル、ダイヤルアップ

• 公共のキオスク

• ホテルの回線

• 空港の無線ノード

• インターネット カフェ

WebVPN 対応のブラウザ WebVPN には次のブラウザを推奨します。他のブラウ
ザでは、WebVPN 機能を完全にはサポートできない場
合があります。 

Microsoft Windows の場合：

• Internet Explorer バージョン 6.0

• Netscape バージョン 7.2

• Mozilla バージョン 1.7 以降

• Firefox 1.x

Linux の場合：

• Mozilla バージョン 1.7

• Netscape バージョン 7.2

• Firefox 1.x

Solaris の場合：

• Netscape バージョン 7.2

Macintosh OS X の場合：

• Safari バージョン 1.0

• Firefox 1.x

ブラウザでのクッキーのイネーブル化 ポート転送を介してアプリケーションにアクセスする

ために、ブラウザでクッキーをイネーブルにする必要

があります。

WebVPN 用の URL https アドレスの形式は次のとおりです。

https://address

address は、WebVPN がイネーブルになっているセキュ
リティ アプライアンスのインターフェイスの IP アド
レスまたは DNS ホスト名（またはロードバランシング
クラスタ）です。たとえば、https://10.89.192.163 また
は https://cisco.example.com のようになります。

WebVPN のユーザ名とパスワード

（オプション）ローカル プリンタ WebVPN は、Web ブラウザからネットワーク プリンタ
への印刷をサポートしていません。ローカル プリンタ
への印刷はサポートされています。
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WebVPN フローティ
ング ツールバーの使
用

フローティング ツールバーを使用すると、WebVPN を
簡単に使用できます。ツールバーを使用して、メイン

のブラウザ ウィンドウに影響を与えずに、URL の入
力、ファイルの場所のブラウズ、設定済み Web 接続の
選択ができます。 

ポップアップをブロックするようにブラウザが設定さ

れている場合、フローティング ツールバーは表示でき
ません。

フローティング ツールバーは、現在の WebVPN セッ
ションを表します。Close ボタンをクリックすると、セ
キュリティ アプライアンスは WebVPN セッションの
終了を確認するプロンプトを表示します。 

ヒント ヒント：テキストをテキスト フィールドに
貼り付けるには、Ctrl+V キーを使用します
（WebVPN ツールバーでは右クリックは
ディセーブルになっています）。

Web ブラウジング 保護されている Web サイトのユーザ名
とパスワード

WebVPN を使用しても、すべてのサイトとの通信がセ
キュアになるわけではありません。「セキュリティのヒ

ントの通知」を参照してください。

WebVPN での Web ブラウジングのルックアンド
フィールは、ユーザが見慣れたものではない場合があ

ります。次の例を参考にしてください。

• WebVPN タイトル バーが各 Web ページの上部に
表示される

• Web サイトへのアクセス方法：

－ WebVPN ホームページ上の Enter Web Address
フィールドに URL を入力する

－ WebVPN ホームページ上にある設定済みの

Web サイト リンクをクリックする

－ 上記 2 つのどちらかの方法でアクセスした
Web ページ上のリンクをクリックする

また、特定のアカウントの設定によっては、次のよう

になる場合もあります。

• 一部の Web サイトがブロックされている

• 使用可能な Web サイトが、WebVPN ホームページ
上にリンクとして表示されるものに限られる

表 30-2 WebVPN リモート システム コンフィギュレーションとエンド ユーザの要件（続き）

作業
リモート システムまたはエンド ユーザの
要件 仕様または使用上の推奨事項
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ネットワーク ブラウ
ジングとファイル管

理

共有リモートアクセス用に設定された

ファイル アクセス権
WebVPN を介してアクセスできるのは、共有フォルダ
と共有ファイルに限られます。

保護されているファイル サーバのサー
バ名とパスワード

—

フォルダとファイルが存在するドメイ

ン、ワークグループ、およびサーバ名

ユーザは、組織ネットワークを介してファイルを見つ

ける方法に慣れていない場合があります。

— コピー処理の進行中は、Copy File to Server コマンド
を中断したり、別の画面に移動したりしないでくださ

い。コピー処理を中断すると、不完全なファイルがサー

バに保存される可能性があります。

アプリケーションの

使用

（ポート転送またはア

プリケーション アク
セスと呼ばれる）

（注） Macintosh OS X の場合、この機能をサポートしているのは Safari ブラウザだけです。

（注） この機能を使用するには、Sun Microsystems Java™ Runtime Environment をインストール
してローカル クライアントを設定する必要があります。これには、ローカル システムで
管理者の許可が必要になるため、ユーザがパブリック リモート システムから接続した場
合に、アプリケーションを使用できない可能性があります。 

注意 ユーザは、Close アイコンをクリックしてアプリケーションを終了したら、必ず

Application Access ウィンドウを閉じる必要があります。このウィンドウを正しく閉じ
ないと、Application Access またはアプリケーション自体がディセーブルになる可能性
があります。

インストール済みのクライアント アプ
リケーション

—

ブラウザでイネーブルにされている

クッキー

—

管理者特権 ユーザが DNS 名を使用してサーバを指定する場合、そ
のユーザは PC の管理者用アクセス特権を持つ必要が
あります。これは、hosts ファイルを修正するのにこの
特権が必要なためです。

インストール済みの Sun Microsystems
Java Runtime Environment（JRE）バージョ
ン 1.4.x と 1.5.x 

ブラウザで Javascript をイネーブルにす
る必要があります。デフォルトでは、イ

ネーブルになっています。

JRE がインストールされていない場合は、ポップアッ
プ ウィンドウが表示され、ユーザに対して使用可能な
サイトが示されます。 

まれに、JAVA 例外エラーで WebVPN ポート転送アプ
レットが失敗することがあります。このような状況が

発生した場合は、次の手順を実行します。

1. ブラウザのキャッシュをクリアして、ブラウザを
閉じます。 

2. JAVA アイコンがコンピュータのタスク バーに表
示されていないことを確認します。JAVA のイン
スタンスをすべて閉じます。

3. WebVPN セッションを確立し、ポート転送 JAVA
アプレットを起動します。

表 30-2 WebVPN リモート システム コンフィギュレーションとエンド ユーザの要件（続き）

作業
リモート システムまたはエンド ユーザの
要件 仕様または使用上の推奨事項
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設定済みのクライアント アプリケー
ション（必要な場合） 

（注） Microsoft Outlook クライアントの
場合、この設定手順は不要です。

Windows 以外のすべてのクライアント ア
プリケーションでは、設定が必要です。 

Windows アプリケーションの設定が必
要かどうかを確認するには、Remote
Server の値をチェックします。

• Remote Server にサーバ ホスト名が
含まれている場合、クライアント ア
プリケーションの設定は不要です。

• Remote Server フィールドに IP アド
レスが含まれている場合、クライア

ント アプリケーションを設定する
必要があります。 

クライアント アプリケーションを設定するには、ロー
カルにマッピングされたサーバの IP アドレスとポー
ト番号を使用します。この情報を見つけるには、次の

手順を実行します。

1. リモート システム上で WebVPN を起動し、
WebVPN ホームページの 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。

2. Name カラムで、使用するサーバ名を確認し、こ
のサーバに対応するクライアント IP アドレスと
ポート番号を Local カラムで確認します。 

3. この IP アドレスとポート番号を使用して、クライ
アント アプリケーションを設定します。設定手順
は、クライアント アプリケーションによって異な
ります。

（注） WebVPN でアプリケーションを実行している場合、アプリケーションで表示される URL
（電子メール内の URL など）をクリックしても、WebVPN ではそのサイトは開きません。
WebVPN でこのようなサイトを開くには、Enter WebVPN (URL) Address フィールドに
URL をカット アンド ペーストします。

Application Access を
介した電子メールの

使用

Application Access の要件を満たす（「ア
プリケーションの使用」を参照）

電子メールを使用するには、WebVPN ホームページか
ら Application Access を起動します。これによって、
メール クライアントが使用できるようになります。

（注） IMAP クライアントの使用中にメール サーバとの接続が中断し、新しく接続を確立でき
ない場合は、IMAP アプリケーションを終了して WebVPN を再起動します。

その他のメール クライアント Microsoft Outlook Express バージョン 5.5 および 6.0 は
テスト済みです。

WebVPN は、Netscape Mail、Lotus Notes、および Eudora
などの、ポート転送を介したその他の SMTPS、POP3S、
または IMAP4S 電子メール プログラムをサポートし
ますが、動作確認は行っていません。

電子メール プロキシ
を介した電子メール

の使用

インストールされている Web ベースの
電子メール製品

サポートされている製品は次のとおりです。

• Outlook Web Access

最適な結果を得るために、Internet Explorer 6.x 以
上、Mozilla 1.7、または Firefox 1.x. で OWA を使
用してください。

• Louts iNotes

その他の Web ベースの電子メール製品も動作します
が、動作確認は行っていません。

表 30-2 WebVPN リモート システム コンフィギュレーションとエンド ユーザの要件（続き）

作業
リモート システムまたはエンド ユーザの
要件 仕様または使用上の推奨事項
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電子メール プロキシ
を介した電子メール

の使用

インストール済みの SSL 対応メール ア
プリケーション

セキュリティ アプライアンス SSL バー
ジョンを TLSv1 Only に設定しないでく
ださい。Outlook および Outlook Express
は TLS をサポートしていません。

サポートされているメール アプリケーションは次の
とおりです。

• Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook Express バージョン 5.5 および 6.0

• Netscape Mail バージョン 7

• Eudora 4.2 for Windows 2000

その他の SSL 対応クライアントも動作しますが、動作
確認は行っていません。

設定済みのメール アプリケーション

表 30-2 WebVPN リモート システム コンフィギュレーションとエンド ユーザの要件（続き）

作業
リモート システムまたはエンド ユーザの
要件 仕様または使用上の推奨事項
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WebVPN データのキャプチャ
CLI キャプチャ コマンドにより、WebVPN 接続では正しく表示されない Web サイトに関する情報
を記録できます。このデータは、Cisco カスタマー サポート エンジニアによる問題のトラブルシュー
ティングに役立ちます。次の各項では、キャプチャ コマンドの使用方法について説明します。

• キャプチャ ファイルの作成

• キャプチャ データを表示するためのブラウザの使用

（注） WebVPN キャプチャをイネーブルにすると、セキュリティ アプライアンスのパフォーマンスに影
響します。トラブルシューティングに必要なキャプチャ ファイルを生成したら、WebVPN キャプ
チャを必ずディセーブルにしてください。 

キャプチャ ファイルの作成
次の手順を実行して WebVPN セッションに関するデータをファイルにキャプチャします。

ステップ 1 WebVPN キャプチャ ユーティリティを開始するには、特権 EXEC モードで capture コマンドを使用
します。

capture capture_name type webvpn user webvpn_username

パラメータは次のとおりです。

• capture_name は、キャプチャに割り当てる名前です。これは、キャプチャ ファイルの名前の先
頭にも付加されます。

• webvpn_user は、キャプチャの対象となるユーザ名です。

キャプチャ ユーティリティが開始されます。

ステップ 2 WebVPN ユーザが WebVPN セッションを開始するためにログインします。キャプチャ ユーティリ
ティは、パケットをキャプチャしています。

コマンドの no バージョンを使用してキャプチャを停止します。

no capture capture_name

キャプチャ ユーティリティは capture_name.zip ファイルを作成し、このファイルはパスワード
koleso で暗号化されます。

ステップ 3 .zip ファイルをシスコシステムズに送信するか、Cisco TAC サービス リクエストに添付します。

ステップ 4 .zip ファイルの内容を確認するには、パスワード koleso を使用してファイルを解凍します。

次の例では、 hr という名前のキャプチャを作成します。これは、user2 への WebVPN トラフィック
を次のようにファイルにキャプチャします。

hostname# capture hr type webvpn user user2
WebVPN capture started.
   capture name   hr
   user name      user2
hostname# no capture hr
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キャプチャ データを表示するためのブラウザの使用
次の手順を実行して WebVPN セッションに関するデータをキャプチャし、これをブラウザに表示
します。

ステップ 1 WebVPN キャプチャ ユーティリティを開始するには、特権 EXEC モードで capture コマンドを使用
します。

capture capture_name type webvpn user webvpn_username

パラメータは次のとおりです。

• capture_name は、キャプチャに割り当てる名前です。これは、キャプチャ ファイルの名前の先
頭にも付加されます。

• webvpn_username は、キャプチャの対象となるユーザ名です。

キャプチャ ユーティリティが開始されます。

ステップ 2 WebVPN ユーザが WebVPN セッションを開始するためにログインします。キャプチャ ユーティリ
ティは、パケットをキャプチャしています。

コマンドの no バージョンを使用してキャプチャを停止します。

ステップ 3 ブラウザをオープンし、アドレスを指定するボックスに次のように入力します。

https://IP_address またはセキュリティ アプライアンスのホスト名 /webvpn_capture.html

キャプチャされたコンテンツが sniffer 形式で表示されます。

ステップ 4 コンテンツをキャプチャし終えたら、コマンドの no バージョンを使用してキャプチャを停止しま
す。
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31

電子メール プロキシ

電子メール プロキシは、リモート電子メール機能を WebVPN ユーザにまで拡張します。 ユーザが
電子メール プロキシ経由で電子メール セッションを試行すると、電子メール クライアントが SSL
プロトコルを使用してトンネルを確立します。

電子メール プロキシ プロトコルは次のとおりです。

POP3S

POP3S は、WebVPN がサポートする電子メール プロキシの 1 つです。 デフォルトでは、セキュリ
ティ アプライアンスがポート 995 をリスンし、ポート 995 または設定されたポートとの接続が自動
的に許可されます。 POP3 プロキシは、SSL 接続だけをそのポートで許可します。 SSL トンネルが確
立された後に POP3 プロトコルが開始され、認証が行われます。 POP3S は、電子メール受信用のプ
ロトコルです。

IMAP4S

IMAP4S は、WebVPN がサポートする電子メール プロキシの 1 つです。 デフォルトでは、セキュリ
ティ アプライアンスがポート 993 をリスンし、ポート 993 または設定されたポートとの接続が自動
的に許可されます。 IMAP4S プロキシは、SSL 接続だけをそのポートで許可します。 SSL トンネルが
確立された後に IMAP4S プロトコルが開始され、認証が行われます。 IMAP4S は、電子メール受信
用のプロトコルです。

SMTPS

SMTPS は、WebVPN がサポートする電子メール プロキシの 1 つです。 デフォルトでは、セキュリ
ティ アプライアンスがポート 988 をリスンし、ポート 988 または設定されたポートとの接続が自動
的に許可されます。 SMTPS プロキシは、SSL 接続だけをそのポートで許可します。 SSL トンネルが
確立された後に SMTPS プロトコルが開始され、認証が行われます。 SMTPS は、電子メール送信用
のプロトコルです。
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電子メール プロキシの設定
電子メール プロキシの設定は、次のタスクで構成されます。

• インターフェイスで電子メール プロキシをイネーブルにする。

• 電子メール プロキシ用のデフォルト サーバを設定する。

• AAA サーバ グループとデフォルトのグループ ポリシーを設定する。

• デリミタを設定する。

また、電子メール プロキシを設定するに当たっては、次の要件があります。

• 電子メール プロキシを経由してローカルとリモートの両方から電子メールにアクセスする
ユーザは、電子メール プログラムで、ローカル アクセス用とリモート アクセス用に別々の電
子メール アドレスが必要です。

• 電子メール プロキシ セッションでユーザが認証される必要があります。
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AAA
Configuration > Features  > VPN > E-mail Proxy > AAA

このパネルには、3 つのタブがあります。

• POP3S タブ

• IMAP4S タブ

• SMTPS タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

POP3S タブ
Configuration > Features  > VPN > E-mail Proxy > AAA > POP3S タブ

POP3S AAA パネルでは、AAA サーバ グループを関連付け、POP3S セッションに適用するデフォル
トのグループ ポリシーを設定します。

フィールド

• AAA server groups：AAA Server Groups パネル（Configuration > Features > Properties > AAA Setup
> AAA Server Groups）に移動する場合にクリックします。ここでは、AAA サーバ グループを
追加または編集できます。

• group policies：Group Policy パネル（Configuration > Features > VPN > General > Group Policy）に
移動する場合にクリックします。ここでは、グループ ポリシーを追加または編集できます。

• Authentication Server Group：POP3S ユーザ認証用の認証サーバ グループを選択します。 デフォ
ルトでは、認証サーバが設定されていません。 AAA を POP3S 用の認証方式として設定した場
合には（Configuration > Features AAA > VPN > E-Mail Proxy > Authentication パネル）、AAA サー
バを設定してここで選択しないと、常に認証に失敗します。

• Authorization Server Group：POP3S ユーザ認可用の認可サーバ グループを選択します。 デフォル
トでは、認可サーバが設定されていません。

• Accounting Server Group：POP3S ユーザ アカウンティング用のアカウンティング サーバ グルー
プを選択します。 デフォルトでは、アカウンティング サーバが設定されていません。

• Default Group Policy：AAA が CLASSID 属性を返さない場合に POP3S ユーザに適用するグルー
プ ポリシーを選択します。 長さは、4 ～ 15 文字の英数字です。 デフォルトのグループ ポリシー
を指定しなかった場合と、CLASSID が存在しない場合には、セキュリティ アプライアンスが
セッションを確立できません。

• Authorization Settings：セキュリティ アプライアンスが POP3S 認可のために認識するユーザ名
の値を設定できるようにします。 この名前は、デジタル証明書を使用して認証し、LDAP また
は RADIUS 認可を必要とする POP3S ユーザに適用されます。

－ User the entire DN as the username：POP3S 認可用の認定者名を使用する場合に選択します。

－ Specify individual DN fields as the username：ユーザ認可用に特定の DN フィールドを指定す
る場合に選択します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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DN フィールドは、プライマリとセカンダリの 2 つを選択できます。 たとえば、EA を選択
した場合には、ユーザは電子メール アドレスによって認証されます。 John Doe という通常
名（CN）と johndoe@cisco.com という電子メール アドレスを持つユーザは、John Doe また
は johndoe として認証されません。 このユーザは、johndoe@cisco.com として認証される必
要があります。EA と O を選択した場合には、John Doe が johndoe@cisco.com および Cisco
Systems, Inc として認証される必要があります。

－ Primary DN Field：POP3S 認可用に設定するプライマリ DN フィールドを選択します。デ
フォルトは CN です。オプションは次のとおりです。

－ Secondary DN Field：（オプション）POP3S 認可用に設定するセカンダリ DN フィールドを
選択します。デフォルトは OU です。 オプションには、上記の表に記載されているすべて
に加え、セカンダリ フィールドを指定しない場合に選択する None があります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DN フィールド 内容

Country (C) 2 文字の国名略記。 これらのコードは、ISO 3166 の国名略記に
準拠しています。

Common Name (CN) 人やシステム、その他のエンティティの名前。 識別階層の最も
低い（最も具体的な）レベルです。

DN Qualifier (DNQ) 特定の DN アトリビュート。

E-mail Address (EA) 証明書を所有する人、システム、またはエンティティの電子

メール アドレス。

Generational Qualifier (GENQ) Jr.、Sr.、III などの世代修飾子。

Given Name (GN) 証明書所有者の名。

Initials (I) 証明書所有者の姓名の最初の文字。

Locality (L) 組織が所在する市町村。

Name (N) 証明書の所有者の名前。

Organization (O) 会社、施設、機関、協会、その他のエンティティの名前。

Organizational Unit (OU) 組織内のサブグループ。

Serial Number (SER) 証明書のシリアル番号。

Surname (SN) 証明書の所有者の姓。

State/Province (S/P) 組織が所在する州や県。

Title (T) 博士など、証明書の所有者の肩書。

User ID (UID) 証明書の所有者の識別番号。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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IMAP4S タブ
Configuration > Features > VPN > E-mail Proxy > AAA >IMAP4S タブ

IMAP4S AAA パネルでは、AAA サーバ グループを関連付け、IMAP4S セッションに適用するデフォ
ルトのグループ ポリシーを設定します。

フィールド

• AAA server groups：AAA Server Groups パネル（Configuration > Features > Properties > AAA Setup
> AAA Server Groups）に移動する場合にクリックします。ここでは、AAA サーバ グループを
追加または編集できます。

• group policy：Group Policy パネル（Configuration > Features > VPN > General > Group Policy）に移
動する場合にクリックします。ここでは、グループ ポリシーを追加または編集できます。

• Authentication Server Group：IMAP4S ユーザ認証用の認証サーバ グループを選択します。 デフォ
ルトでは、認証サーバが設定されていません。 AAA を IMAP4S 用の認証方式として設定した場
合には（Configuration > Features AAA > VPN > E-Mail Proxy > Authentication パネル）、AAA サー
バを設定してここで選択しないと、常に認証に失敗します。

• Authorization Server Group：IMAP4S ユーザ認可用の認可サーバ グループを選択します。 デフォ
ルトでは、認可サーバが設定されていません。

• Accounting Server Group：IMAP4S ユーザ アカウンティング用のアカウンティング サーバ グ
ループを選択します。 デフォルトでは、アカウンティング サーバが設定されていません。

• Default Group Policy：AAA が CLASSID 属性を返さない場合に IMAP4S ユーザに適用するグルー
プ ポリシーを選択します。 デフォルトのグループ ポリシーを指定しなかった場合と、CLASSID
が存在しない場合には、セキュリティ アプライアンスがセッションを確立できません。

• Authorization Settings：セキュリティ アプライアンスが IMAP4S 認可のために認識するユーザ名
の値を設定できるようにします。 この名前は、デジタル証明書を使用して認証し、LDAP また
は RADIUS 認可を必要とする IMAP4S ユーザに適用されます。

－ User the entire DN as the username：IMAP4S 認可用の完全修飾ドメイン名を使用する場合に
選択します。

－ Specify individual DN fields as the username：ユーザ認可用に特定の DN フィールドを指定す
る場合に選択します。

DN フィールドは、プライマリとセカンダリの 2 つを選択できます。 たとえば、EA を選択
した場合には、ユーザは電子メール アドレスによって認証されます。 John Doe という通常
名（CN）と johndoe@cisco.com という電子メール アドレスを持つユーザは、John Doe また
は johndoe として認証されません。 このユーザは、johndoe@cisco.com として認証される必
要があります。EA と O を選択した場合には、John Doe が johndoe@cisco.com および Cisco
Systems, Inc として認証される必要があります。

－ Primary DN Field：IMAP4S 認可用に設定するプライマリ DN フィールドを選択します。デ
フォルトは CN です。オプションは次のとおりです。

DN フィールド 内容

Country (C) 2 文字の国名略記。 これらのコードは、ISO 3166 の国名略記に
準拠しています。

Common Name (CN) 人やシステム、その他のエンティティの名前。 識別階層の最も
低い（最も具体的な）レベルです。

DN Qualifier (DNQ) 特定の DN アトリビュート。

E-mail Address (EA) 証明書を所有する人、システム、またはエンティティの電子

メール アドレス。

Generational Qualifier (GENQ) Jr.、Sr.、III などの世代修飾子。

Given Name (GN) 証明書所有者の名。

Initials (I) 証明書所有者の姓名の最初の文字。
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－ Secondary DN Field：（オプション）IMAP4S 認可用に設定するセカンダリ DN フィールドを
選択します。デフォルトは OU です。 オプションには、上記の表に記載されているすべて
に加え、セカンダリ フィールドを指定しない場合に選択する None があります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

SMTPS タブ
Configuration> Features > VPN > E-mail Proxy > AAA >SMTPS タブ

SMTPS AAA パネルでは、AAA サーバ グループを関連付け、SMTPS セッションに適用するデフォ
ルトのグループ ポリシーを設定します。

フィールド

• AAA server groups：AAA Server Groups パネル（Configuration > Features > Properties > AAA Setup
> AAA Server Groups）に移動する場合にクリックします。ここでは、AAA サーバ グループを
追加または編集できます。

• group policy：Group Policy パネル（Configuration > Features > VPN > General > Group Policy）に移
動する場合にクリックします。ここでは、グループ ポリシーを追加または編集できます。

• Authentication Server Group：SMTPS ユーザ認証用の認証サーバ グループを選択します。 デフォ
ルトでは、認証サーバが設定されていません。 AAA を SMTPS 用の認証方式として設定した場
合には（Configuration > Features AAA > VPN > E-Mail Proxy > Authentication パネル）、AAA サー
バを設定してここで選択しないと、常に認証に失敗します。

• Authorization Server Group：SMTPS ユーザ認可用の認可サーバ グループを選択します。 デフォ
ルトでは、認可サーバが設定されていません。

• Accounting Server Group：SMTPS ユーザ アカウンティング用のアカウンティング サーバ グルー
プを選択します。 デフォルトでは、アカウンティング サーバが設定されていません。

• Default Group Policy：AAA が CLASSID 属性を返さない場合に SMTPS ユーザに適用するグルー
プ ポリシーを選択します。 デフォルトのグループ ポリシーを指定しなかった場合と、CLASSID
が存在しない場合には、セキュリティ アプライアンスがセッションを確立できません。

Locality (L) 組織が所在する市町村。

Name (N) 証明書所有者の名前。

Organization (O) 会社、施設、機関、協会、その他のエンティティの名前。

Organizational Unit (OU) 組織内のサブグループ。

Serial Number (SER) 証明書のシリアル番号。

Surname (SN) 証明書所有者の姓。

State/Province (S/P) 組織が所在する州や県。

Title (T) 博士など、証明書の所有者の肩書。

User ID (UID) 証明書の所有者の識別番号。

DN フィールド 内容

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Authorization Settings：セキュリティ アプライアンスが SMTPS 認可のために認識するユーザ名
の値を設定できるようにします。 この名前は、デジタル証明書を使用して認証し、LDAP また
は RADIUS 認可を必要とする SMTPS ユーザに適用されます。

－ User the entire DN as the username：SMTPS 認可用の完全修飾ドメイン名を使用する場合に
選択します。

－ Specify individual DN fields as the username：ユーザ認可用に特定の DN フィールドを指定す
る場合に選択します。

DN フィールドは、プライマリとセカンダリの 2 つを選択できます。 たとえば、EA を選択
した場合には、ユーザは電子メール アドレスによって認証されます。 John Doe という通常
名（CN）と johndoe@cisco.com という電子メール アドレスを持つユーザは、John Doe また
は johndoe として認証されません。 このユーザは、johndoe@cisco.com として認証される必
要があります。EA と O を選択した場合には、John Doe が johndoe@cisco.com および Cisco
Systems, Inc として認証される必要があります。

－ Primary DN Field：SMTPS 認可用に設定するプライマリ DN フィールドを選択します。デ
フォルトは CN です。オプションは次のとおりです。

－ Secondary DN Field：（オプション）SMTPS 認可用に設定するセカンダリ DN フィールドを
選択します。デフォルトは OU です。 オプションには、上記の表に記載されているすべて
に加え、セカンダリ フィールドを指定しない場合に選択する None があります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DN フィールド 内容

Country (C) 2 文字の国名略記。 これらのコードは、ISO 3166 の国名略記に
準拠しています。

Common Name (CN) 人やシステム、その他のエンティティの名前。 識別階層の最も
低い（最も具体的な）レベルです。

DN Qualifier (DNQ) 特定の DN アトリビュート。

E-mail Address (EA) 証明書を所有する人、システム、またはエンティティの電子

メール アドレス。

Generational Qualifier (GENQ) Jr.、Sr.、III などの世代修飾子。

Given Name (GN) 証明書所有者の名。

Initials (I) 証明書所有者の姓名の最初の文字。

Locality (L) 組織が所在する市町村。

Name (N) 証明書所有者の名前。

Organization (O) 会社、施設、機関、協会、その他のエンティティの名前。

Organizational Unit (OU) 組織内のサブグループ。

Serial Number (SER) 証明書のシリアル番号。

Surname (SN) 証明書所有者の姓。

State/Province (S/P) 組織が所在する州や県。

Title (T) 博士など、証明書の所有者の肩書。

User ID (UID) 証明書の所有者の識別番号。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Access
Configuration > VPN > E-Mail Proxy > Access

E-mail Proxy Access 画面では、電子メール プロキシを設定するインターフェイスを識別できます。
電子メール プロキシは、個々のインターフェイスで設定できます。また、1 つのインターフェイス
で電子メール プロキシを設定すると、その設定をすべてのインターフェイスに適用できます。 管理
専用のインターフェイスやサブインターフェイスに対して電子メール プロキシを設定することは
できません。

フィールド

• Interface：設定されているすべてのインターフェイスの名前を表示します。

• POP3S Enabled：そのインターフェイスで POP3S がイネーブルかどうかを示します。

• IMAP4s Enabled：そのインターフェイスで IMAP4S がイネーブルかどうかを示します。

• SMTPS Enabled：そのインターフェイスで SMTPS がイネーブルかどうかを示します。

• Edit：強調表示されているインターフェイスの電子メール プロキシ設定を編集する場合にク
リックします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit E-Mail Proxy Access
Configuration > VPN > E-Mail Proxy > Access > Edit E-Mail Proxy Access

E-mail Proxy Access 画面では、電子メール プロキシを設定するインターフェイスを識別できます。
電子メール プロキシは、個々のインターフェイスで設定できます。また、1 つのインターフェイス
で電子メール プロキシを設定すると、その設定をすべてのインターフェイスに適用できます。

フィールド

• Interface：選択されたインターフェイスの名前を表示します。

• POP3S Enabled：そのインターフェイスで POP3S をイネーブルにする場合に選択します。

• IMAP4s Enabled：そのインターフェイスで IMAP4S をイネーブルにする場合に選択します。

• SMTPS Enabled：そのインターフェイスで SMTPS をイネーブルにする場合に選択します。

• Apply to all interface：現在のインターフェイスの設定を、設定されているすべてのインターフェ
イスに適用する場合に選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Authentication
Configuration > Features > VPN > E-mail Proxy > Authentication

このパネルでは、電子メール プロキシ セッションの認証方式を設定します。

フィールド

POP3S/IMAP4S/SMTPS Authentication：各種電子メール プロキシの認証方式を設定します。 複数の認
証方式を選択できます。

• AAA：AAA 認証を必須にする場合に選択します。 このオプションを使用するには、AAA サー
バを設定する必要があります。 ユーザは、ユーザ名、サーバ、およびパスワードを入力します。
ユーザは、VPN ユーザ名と電子メール ユーザ名の両方を入力する必要があります。そのとき、
互いのユーザ名が異なる場合にだけ、VPN 名デリミタによって区切ります。

• Certificate：現在のセキュリティ アプライアンス ソフトウェア リリースでは、電子メール プロ
キシに対して証明書認証が機能しません。

• Piggyback HTTPS：ピギーバック認証を必須にする場合に選択します。

この認証スキームは、ユーザがすでに WebVPN セッションを確立していることを必須としま
す。 そのため、ユーザは電子メール ユーザ名だけを入力します。 パスワードは不要です。 ユー
ザは、VPN ユーザ名と電子メール ユーザ名の両方を入力する必要があります。そのとき、互
いのユーザ名が異なる場合にだけ、VPN 名デリミタによって区切ります。 

SMTPS 電子メールは、最も頻繁にピギーバックを使用します。ほとんどの SMTP サーバが、
ユーザがログインすることを許可していないためです。

（注） IMAP は、同時ユーザ数によって制限されない多数のセッションを生成しますが、ユーザ名に対し
て許可されている同時ログインの数を数えません。 IMAP セッションの数がこの最大値を超え、
WebVPN 接続の有効期限が切れた場合には、その後ユーザが新しい接続を確立することはできませ
ん。 その場合には、いくつかの解決方法があります。

- IMAP アプリケーションを閉じてセキュリティ アプライアンスとのセッションをクリアし、新し
い WebVPN 接続を確立する。
- 管理者が IMAP ユーザの同時ログイン数を増やす（Configuration > Features > VPN > General > Group
Policy > Edit Group Policy > General）。
- 電子メール プロキシの HTTPS/ピギーバック認証をディセーブルにする。

• Mailhost：（SMTPS のみ）メールホスト認証を必須にする場合に選択します。 POP3S と IMAP4S
は必ずメールホスト認証を実行するため、このオプションは、SMTPS の場合にだけ表示されま
す。 この認証方式では、ユーザの電子メール ユーザ名、サーバ、およびパスワードが必要です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Default Servers
Configuration > Features > VPN > E-mail Proxy > Default Servers

このパネルでは、セキュリティ アプライアンスのプロキシ サーバを識別します。 適切なプロキシ
サーバの IP アドレスとポートを入力します。

フィールド

• POP3S/IMAP4S/SMTPS Default Server：電子メール プロキシのデフォルト サーバ、ポート、お
よび非認証セッション制限を設定します。

• Name or IP Address：デフォルトの電子メール プロキシ サーバの DNS 名または IP アドレスを
入力します。

• Port：セキュリティ アプライアンスがプロキシ トラフィックをリスンするポート番号を入力し
ます。 設定されたポートに対する接続が自動的に許可されます。 電子メール プロキシは、SSL
接続だけをこのポートで許可します。 SSL トンネルが確立された後に電子メール プロキシ プ
ロトコルが開始され、認証が行われます。

POP3S のデフォルトのポートは 995 で、IMAP4S は 993、SMTPS は 988 です。

• Enable non-authenticated session limit：非認証電子メール プロキシ セッションの数を制限する場
合に選択します。

電子メール プロキシ接続には、次の 3 つの状態があります。

1. 新規の電子メール接続の場合には、「未認証」状態になります。 
2. 接続がユーザ名を表示すると、「認証中」状態になります。 
3. セキュリティ アプライアンスが接続を認証すると、「認証済み」状態になります。 

この機能により、認証プロセスでのセッションの制限を設定でき、それによって DOS 攻撃を
防ぎます。 新しいセッションが、設定された制限を超えると、セキュリティ アプライアンスが
最も古い非認証接続を終了します。 非認証接続が存在しない場合には、最も古い認証接続が終
了します。 それによって認証済みのセッションが終了することはありません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Delimiters
Configuration > Features > VPN > E-mail Proxy > Delimiters

このパネルでは、電子メール プロキシ認証で使用するユーザ名 / パスワード デリミタとサーバ デ
リミタを設定します。

フィールド

• POP3S/IMAP4S/SMTPS Delimiters：各種電子メール プロキシのユーザ名 /パスワード デリミタ
とサーバ デリミタを設定します。

－ Username/Password Delimiter：VPN ユーザ名と電子メール ユーザ名を区切るためのデリミ
タを選択します。 電子メール プロキシで AAA 認証を使用する場合、および VPN ユーザ名
と電子メール ユーザ名が異なる場合に両方のユーザ名を使用します。 ユーザは、両方の
ユーザ名を入力し、ここで設定したデリミタで区切ります。電子メール プロキシ セッショ
ンにログインする場合には、電子メール サーバ名も入力します。

（注） WebVPN 電子メール プロキシ ユーザのパスワードに、デリミタとして使用されている文字
を含めることはできません。

－ Server Delimiter：ユーザ名と電子メール サーバ名を区切るためのデリミタを選択します。 こ
のデリミタは、VPN 名デリミタとは別にする必要があります。 電子メール プロキシ セッ
ションにログインする場合には、ユーザ名フィールドにユーザ名とサーバの両方を入力し

ます。

たとえば、VPN 名デリミタとして : を使用し、サーバ デリミタとして @ を使用する場合
には、電子メール プロキシ経由で電子メール プログラムにログインするときに、
vpn_username:e-mail_username@server という形式でユーザ名を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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32

SSL 設定の指定

SSL
Configuration > Properties > SSL

セキュリティ アプライアンスは、Secure Sockets Layer（SSL）プロトコルおよびその後継である
Transport Layer Security（TLS）を使用して、ASDM セッションと Web VPN セッションのセキュア
なメッセージ伝送を実現します。 SSL ウィンドウでは、クライアントとサーバ、および暗号化アル
ゴリズムの SSL バージョンを設定できます。 また、以前に設定したトラストポイントを特定のイン
ターフェイスに適用したり、関連付けられたトラストポイントのないインターフェイスのフォール

バック トラストポイントを設定したりすることもできます。

フィールド

• Server SSL Version：サーバとして動作するときにセキュリティ アプライアンスが使用する 
SSL/TLS プロトコル バージョンを指定します。 選択できるのは 1 つだけです。

Server SSL バージョンのオプションは、次のとおりです。

（注） WebVPN ポート転送を使用するには、Any または Negotiate SSL V3 を選択する必要があります。
ポート転送アプリケーションを起動すると、JAVA がクライアントの Hello パケットで SSLv3 のみ
をネゴシエートする点が問題です。

Any セキュリティ アプライアンスは、SSL バージョン クライアントの hello を
受け入れ、SSL バージョン 3 または TLS バージョン 1 のいずれかをネゴシ
エートします。

Negotiate SSL V3 セキュリティ アプライアンスは、SSL バージョン 2 クライアントの hello
を受け入れ、SSL バージョン 3 をネゴシエートします。

Negotiate TLS V1 セキュリティ アプライアンスは、SSL バージョン 2 クライアントの hello
を受け入れ、TSL バージョン 1 をネゴシエートします。

SSL V3 Only セキュリティ アプライアンスは、SSL バージョン 3 クライアントの hello
のみを受け入れ、SSL バージョン 3 のみを使用します。

TLS V1 Only セキュリティ アプライアンスは、TLSv1 クライアントの hello のみを受け
入れ、TLS バージョン 1 のみを使用します。
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• Client SSL Version： サーバとして動作するときにセキュリティ アプライアンスが使用する 
SSL/TLS プロトコル バージョンを指定します。 選択できるのは 1 つだけです。

Client SSL バージョンのオプションは、次のとおりです。

• Encryption：SSL 暗号化アルゴリズムを設定できます。

－ Available Algorithms：セキュリティ アプライアンスがサポートし、SSL 接続で使用されて
いない暗号化アルゴリズムを一覧表示します。 使用可能なアルゴリズムを使用するか、ま
たはアクティブにするには、アルゴリズムを選択して Add をクリックします。

－ Active Algorithms：セキュリティ アプライアンスがサポートし、現在 SSL 接続で使用中の
暗号化アルゴリズムを一覧表示します。 使用を中止するか、アクティブなアルゴリズムを
Available ステータスに変更するには、アルゴリズムを選択して Remove をクリックします。

－ Add/Remove：Available または Active Algorithms カラムの暗号化アルゴリズムのステータス
を変更します。

－ Move Up/Move Down：アルゴリズムを選択し、これらのボタンをクリックして優先順位を
変更します。 セキュリティ アプライアンスは、アルゴリズムの使用を試みます。 

• Trustpoints：フォールバック トラストポイントを選択し、設定済みのインターフェイスおよび
それらに関連付けられている設定済みのトラストポイントを表示します。 トラストポイント
を登録するには、Configuration > Properties > Certificate > Enrollment を選択します。

－ Fallback Trustpoint：トラストポイントが関連付けられていないインターフェイスに使用す
るトラストポイントを選択します。 None を選択すると、セキュリティ アプライアンスはデ
フォルトの RSA キー ペアと証明書を使用します。

（注） このドロップダウン リストに表示するには、トラストポイントに証明書が関連付けられている必
要があります。

－ Interface and Trustpoint  カラム：設定済みインターフェイスと、ある場合はそのインター
フェイスのトラストポイントを表示します。

－ Edit：選択したインターフェイスのトラストポイントを変更します。

• Apply：変更を適用します。

• Reset：変更内容を取り消し、SSL パラメータをウィンドウを開いた際に保存していた値にリ
セットします。

any セキュリティ アプライアンスは、SSL バージョン 3 の hello を送信し、SSL
バージョン 3 または TLS バージョン 1 のいずれかをネゴシエートします。

sslv3-only セキュリティ アプライアンスは、SSL バージョン 3 の hello を送信し、SSL
バージョン 3 のみを受け入れます。

tlsv1-only セキュリティ アプライアンスは、TLSv1 クライアントの hello を送信し、TLS
バージョン 1 のみを受け入れます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Edit SSL Trustpoint
Configuration > Properties > SSL > Edit SSL Trustpoint

フィールド

• Interface：編集中のインターフェイスの名前を表示します。

• Enrolled Trustpoint：名前付きインターフェイスに関連付けられている登録済みのトラストポイ
ントを選択します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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33

証明書の設定

デジタル証明書は、認証のデジタル ID を提供します。 デジタル証明書には、名前、シリアル番号、
社名、部署、IP アドレスなどのデバイスまたはユーザを特定する情報が含まれています。 CA は、公
開鍵 /秘密鍵の暗号化を使用してセキュリティを確保する PKI のコンテキストでデジタル証明書を
発行します。 CA は、証明書に「署名」してその信頼性を確認し、デバイスまたはユーザの ID を保
証する信頼できる認証局です。 

CA 証明書 は、他の証明書に署名するために使われるものです。 自己署名される CA 証明書はルー
ト証明書と呼ばれ、他の CA 証明書によって発行される CA 証明書は下位証明書と呼ばれます。 ま
た、CA は、特定のシステムまたはホストの証明書である ID 証明書も発行します。 

デジタル証明書を使用する認証の場合、セキュリティ アプライアンスに 1 つ以上の ID 証明書と、
その発行元の CA 証明書が必要です。これによって、複数の ID、ルートおよび証明書の階層が許可
されます。

参考資料

デジタル証明書の認証、登録および管理
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Authentication
Configuration > Properties > Certificate > Authentication

Authentication パネルでは、CA 証明書をトラストポイントに関連付けて、セキュリティ アプライア
ンスにインストールする CA 証明書を認証できます。 既存のトラストポイント コンフィギュレー
ションを編集することも、新しいトラストポイント コンフィギュレーションを作成することもでき
ます。

選択したトラストポイントが手動登録用に設定されている場合、このパネルで CA 証明書を手動で
取得してインポートできます。 選択したトラストポイントが自動登録用に設定されている場合、セ
キュリティ アプライアンスは SCEP プロトコルを使用して CA にアクセスし、証明書を自動的に取
得およびインストールします。

フィールド

• Trustpoint Name：CA 証明書を取得するために使用可能なトラストポイントが含まれるリスト
を表示します。 リストのトラストポイントをクリックしてそのコンフィギュレーションを編集
したり、新しいトラストポイントを追加したりします。

• Edit：Trustpoint Name ボックスに表示されているトラストポイント コンフィギュレーションを
変更します。

• New：リストに新しいトラストポイント コンフィギュレーションを追加します。

• Fingerprint：セキュリティ アプライアンスが CA 証明書の認証に使用する、英数字で構成さ
れるキーを指定します。 フィンガープリントを指定すると、セキュリティ アプライアンスは、
そのフィンガープリントと CA 証明書の計算されたフィンガープリントを照合して、2 つの値
が一致する場合のみ証明書を受け入れます。 フィンガープリントがない場合、セキュリティ ア
プライアンスはフィンガープリントの照合を行わずに証明書を受け入れます。

• Import from a file：手動登録のみで、証明書をインポートするファイルを特定します。 ボック
スにファイルのパス名を入力することも、Browse をクリックしてファイルを検索することもで
きます。

－ Browse：Load Certificate File ダイアログボックスが表示されます。ここで証明書が含まれ
るファイルに移動できます。

• Enter the certificate text in base64 format：手動登録の場合、base64 形式でトラストポイント コ
ンフィギュレーションを入力します。

• Authenticate：認証手順を完了させます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

デジタル証明書の認証、登録および管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Enrollment
Configuration > Properties > Certificate > Enrollment

Enrollment パネルでは、リストからトラストポイント コンフィギュレーションを選択し、トラスト
ポイント コンフィギュレーションを編集、または新規作成できます。 ただし、自動登録の場合、CA
証明書を認証するまで登録要求を生成できません。

自動登録の場合、セキュリティ アプライアンスは SCEP プロトコルを使用して CA にアクセスし、
ID 証明書を取得してデバイスにインストールします。 手動登録の場合、証明書の登録要求を示す
enrollment request ダイアログボックスが表示されます。 この登録要求を使用して、CA の管理イン
ターフェイスから ID 証明書を取得します。 取得した ID 証明書は、base 64 形式または 16 進数形式
である必要があります。 その後、Import Certificate ダイアログボックスで ID 証明書をインポートで
きます。

フィールド

• Trustpoint Name：登録要求を生成するトラストポイントを指定します。 リストから名前を選択
したり、ボックスに表示されている名前を編集したり、または新しいトラストポイント コン
フィギュレーションを追加します。

• Edit：Trustpoint Name ボックスに表示されているトラストポイント コンフィギュレーションを
変更します。

• New：リストに新しいトラストポイント コンフィギュレーションを追加します。

• Enroll：CA での登録プロセスを開始します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

デジタル証明書の認証、登録および管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Import Certificate
Configuration > Properties > Certificate > Import Certificate

Import Certificate パネルでは、手動登録時に CA から受け取ったデバイス証明書をインストールでき
ます。 CA からの証明書をインポートするには、選択したトラストポイントに関連付けられている
CA 証明書がある必要があります。 該当する CA 証明書がない場合は、セキュリティ アプライアン
スに警告が表示されます。

フィールド

• Trustpoint Name：証明書を受け取ったトラストポイントの名前を指定します。 リストから名前
を選択したり、ボックスに表示されている名前を編集したり、または新しいトラストポイント

コンフィギュレーションを追加します。

• Edit：Trustpoint Name ボックスに表示されているトラストポイント コンフィギュレーションを
変更します。

• New：リストに新しいトラストポイント コンフィギュレーションを追加します。

• Import from a file：ID 証明書をインポートするファイルを特定します。 ボックスにファイルの
パス名を入力することも、Browse をクリックしてファイルを検索することもできます。

－ Browse：Load CA certificate file ダイアログボックスが表示されます。ここで証明書が含ま
れるファイルに移動できます。

• Enter the certificate text in base64 format：手動登録では、カット アンド ペーストを使用して、
エクスポート元から、このセキュリティ アプライアンスに証明書データを転送できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Key Pair
Configuration > Properties > Certificate > Key Pair

RSA キー ペアは、ID 証明書の登録に必要です。 セキュリティ アプライアンスでは、複数のキー ペ
アをサポートします。 

フィールド

• Key-pair Name：キー ペアに指定されている名前を表示します。 

• Type：タイプ（RSA）を表示します。

• Usage：RSA キー ペアの使用方法を表示します。 RSA キーの使用方法には、General Purpose（デ
フォルト）と Special の 2 種類があります。 Special を選択すると、セキュリティ アプライアン
スは、署名用と暗号化用の 2 つのキー ペアを生成します。 したがって、対応する ID ごとに 2 つ
の証明書が必要になります。

• Size：キー ペアの係数サイズが、512、768、1024 および 2048 で表示されます。デフォルトの
係数サイズは 1024 です。

• Add：Add Key Pair ダイアログボックスを開きます。

• Show Details：名前、生成日、タイプ、係数サイズ、使用方法および DER-encoded キー データ
を表示します。

• Delete：選択したキー ペアを削除します。

• Refresh：表示をリフレッシュします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add Key Pair
Configuration > Properties > Certificate > Key Pair > Add Key Pair

Add Key Pair ダイアログボックスで、キー ペアのリストに新しいキー ペアを追加できます。

フィールド

• Name：キー ペアの名前（デフォルトのキー <Default-RSA-Key> または特定のキー）を指定し
ます。 トラストポイントにキー ペアが設定されていない場合、セキュリティ アプライアンスは
デフォルトのキー ペアを使用します。 

• Size：キー ペアの係数サイズ（512、768、1024 および 2048）を指定します。デフォルトの係
数サイズは 1024 です。 

• Type：タイプ（RSAのみ）を指定します。

• Usage：キー ペアの使用方法を指定します。 RSA キーの使用方法には、General Purpose（デフォ
ルト）または Spcial の 2 種類があります。 Special をクリックすると、セキュリティ アプライア
ンスは、署名用と暗号化用の 2 つのキー ペアを生成します。 したがって、対応する ID ごとに 2
つの証明書が必要になります。

• Generate Now：キー ペアを生成します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Key Pair Details
Configuration > Properties > Certificate > Key Pair > Show Details

Key-pair Details ダイアログボックスには、選択したキー ペアの情報が表示されます。

フィールド

• Key Pair：キー ペアに指定されている名前を表示します。 

• Generation Time：キーが生成された日付と時刻を表示します。

• Type：キー ペアのタイプ（RSA）を表示します。

• Size：係数サイズを表示します。 RSA キーの場合、サイズは 512、768、1024 または 2048 を指
定できます。デフォルトの係数サイズは 1024 です。

• Usage：RSA キー ペアの使用方法を表示します。 RSA キーの使用方法には、General Purpose（デ
フォルト）と Special の 2 種類があります。 キー ペアの使用方法が Special の場合、セキュリティ
アプライアンスは署名用と暗号化用の 2 つのキー ペアを生成します。 したがって、対応する ID
ごとに 2 つの証明書が必要になります。

• Key Data：DER-encoded キー データが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Manage Certificate
Configuration > Properties > Certificate > Manage Certificates

Manage Certificates パネルには、テーブルの証明書がすべて表示されます。ここで証明書を追加およ
び編集したり、証明書情報を表示したり、表示をリフレッシュしたり、セキュリティ アプライアン
スから証明書を削除することができます。

フィールド

• Subject：証明書の所有者を特定します。

• Type：タイプ（CA、RA 汎用、RA 暗号化、RA シグニチャ、ID）を特定します。

• Trustpoint：トラストポイントを特定します。

• Status：ステータス（Available または Pending）を特定します。

－ Available は、CA が登録要求を受け入れて、ID 証明書を発行したことを意味します。

－ Pending は、登録要求が処理中であるため、CA が ID 証明書をまだ発行していないことを
意味します。

• Usage：証明書が使用される方法（シグニチャ、汎用、または暗号化）を特定します。

• Add：Add Certificate ダイアログボックスを表示します。ここでセキュリティ アプライアンス
に CA/RA/ID 証明書を追加できます。 このダイアログボックスを使って、エクスポートしたファ
イルから証明書をインポートしたり、カット アンド ペーストでセキュリティ アプライアンス
に証明書を入力できます。

• Show Details：Certificate Details ダイアログボックスを表示します。ここには選択した証明書に
関する次の情報が表示されます。

－ General：タイプ、シリアル番号、ステータス、使用方法、CRL 分散ポイント、および証
明書の有効期間を表示します。これは、Available および Pending ステータスの両方に適用
されます。

－ Subject：サブジェクト DN または証明書所有者の X.500 フィールドと値を表示します。こ
れは、Available ステータスだけに適用されます。

－ Issuer：証明書を付与したエンティティの X.500 フィールドを表示します。これは、Available
ステータスだけに適用されます。

• Refresh：Manage Certificates パネルのテーブルの表示を更新します。

• Delete：証明書の削除を確認する Delete Certificate ダイアログボックスを表示します。 CA 証明
書を削除すると、セキュリティ アプライアンスでは関連付けられている ID 証明書もすべて削
除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

デジタル証明書の認証、登録および管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Add Certificate
Configuration > Properties > Certificate > Manage Certificates > Add Certificate

Add Certificate ダイアログボックスでは、CA/RA/ID 証明書を手動で追加できます。

フィールド

• Trustpoint Name：Manage Certificates テーブルに追加する証明書を指定します。

• Edit：Trustpoint Name ボックスに表示されているトラストポイント コンフィギュレーションを
変更します。

• New：リストに新しいトラストポイント コンフィギュレーションを追加します。

• Certificate Type：タイプ（CA、RA 汎用、RA 暗号化、RA シグニチャ、ID）を指定します。

• Serial Number：証明書にセキュリティ アプライアンスのシリアル番号を含めます。

• Import from a file：証明書をインポートするファイルを指定します。 ボックスにファイルのパ
ス名を入力することも、Browse をクリックしてファイルを検索することもできます。

－ Browse：Add Certificate ダイアログボックスが表示されます。ここで証明書が含まれるファ
イルに移動できます。

• Enter the certificate text in base64 format：カット アンド ペースを使用してエクスポートした
ソース テキストから、このセキュリティ アプライアンスに証明書データを 16 進数形式のみで
転送できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Trustpoint
トラストポイントは CA と ID のペアを表し、CA の ID、CA 固有のコンフィギュレーション パラ
メータ、および 1 つの登録済み ID 証明書とのアソシエーションを含んでいます。 

Configuration
Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration

Configuration パネルでは CA を特定し、ルート CA にすることができ、独自の公開鍵を含む自己署
名された証明書を作成することができます。 Configuration パネルでは、トラストポイントとして CA
を追加、編集または削除したり、CRL を要求したりすることができます。

フィールド

• Trustpoint Name：トラストポイントの名前（IP アドレスやホスト名など）を表示します。

• Device Certificate Subject：セキュリティ アプライアンス システムの証明書を所有するサブジェ
クト DN を表示します。

• CA Certificate Subject：CA 証明書のサブジェクト名を表示します。 

• Add：Add Trustpoint Configuration ダイアログボックスを表示します。

• Edit：Edit Trustpoint Configuration ダイアログボックスを表示します。

• Delete：選択したトラストポイントを削除します。

• Request CRL：選択したトラストポイントの Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リス
ト）を取得します。 CRL を参照するには、Monitoring > Properties > CRL を表示してください。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Trustpoint Configuration > Enrollment Settings タブ

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > Enrollment Settings  タブ

Enrollment Settings タブでは、トラストポイント テーブルにトラストポイントを追加できます。 ま
た、Edit Trustpoint Configuration > Enrollment Settings タブでは、選択したトラストポイントの情
報を変更できます。

フィールド

• Trustpoint Name：CA に対応するトラストポイントの名前を指定します。 たとえば、IP アドレ
スやホスト名を指定します。

• Generate a self-signed certificate on enrollment：登録時にセキュリティ アプライアンスの自己署
名デバイス証明書を生成するためにクリックします。 この操作により、SSL 接続を終了すると
きに使われる自己署名証明書を作成できます。この機能はデフォルトでオフになっています。

このオプションがオンになっている場合、キー ペアと証明書パラメータのみを設定できます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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• Key Pair：リストで事前に定義したキー ペアを選択します。 トラストポイントを追加する前に、
キー ペアを設定する必要があります。 このリストが空の場合、New Key Pair を選択してキー ペ
アを追加できます。

• Show Details：生成された場合に、名前、タイプ（RSA）、係数、使用方法（General Purpose ま
たは Special）および DER-encoded 形式のキー データといったキー ペアの情報を表示します。 

• New Key Pair：Add Key Pair ダイアログボックスを表示します。ここで新しいキー ペアの名
前、サイズ、タイプおよび使用方法を入力できます。

• Challenge Password：登録時に CA に登録されるチャレンジ フレーズを指定します。

• Confirm Challenge Password：チャレンジ パスワードを確認します。

• Use manual enrollment：PKCS10 証明書要求を生成することを指定します。CA は要求に基づい
てセキュリティ アプライアンスに証明書を発行し、新しい証明書をインポートすることによっ
て、セキュリティ アプライアンスに証明書がインストールされます。

• Use automatic enrollment：SCEP モードを使用することを指定します。トラストポイントが
SCEP 登録用に設定されている場合、セキュリティ アプライアンスは SCEP プロトコルを使用
して証明書をダウンロードします。

• Enrollment URL：自動登録の URL 名を指定します。最大長は 1000 文字です（事実上無制限）。

• Retry Period：証明書を要求した後、セキュリティ アプライアンスは CA からの証明書の受信
を待ちます。 セキュリティ アプライアンスは、指定されたリトライ間隔内に証明書を受け取ら
なかった場合は、証明書要求を再送信します。 このフィールドに、登録要求の送信試行間隔を
分単位で指定します。有効な範囲は 1 ～ 60 分です。デフォルト値は 1 です。

• Retry Count：証明書を要求した後、セキュリティ アプライアンスは CA からの証明書の受信
を待ちます。 セキュリティ アプライアンスは、指定されたリトライ間隔内に証明書を受け取ら
なかった場合は、証明書要求を再送信します。 セキュリティ アプライアンスは、応答を受信す
るか、または指定したリトライの回数に達するまで要求を繰り返します。 このフィールドで、
登録要求の送信を試行する最大回数を指定します。有効なリトライの範囲は 0、1 ～ 100 回で
す。 デフォルト値は 0 です。0 の場合はリトライ回数が無制限になります。

• Certificate Parameters：Certificate Parameters ダイアログボックスを表示します。ここで DN、
FQDN など、登録時に証明書に含めるアトリビュートとその値を指定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Key Pair

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > Enrollment Settings > Add/Edit Key Pair

Add Key Pair ダイアログボックスで、キー ペアのリストに新しいキー ペアを追加できます。

フィールド

• Name：キー ペアの名前（デフォルトのキー Default-RSA-Key> または特定のキー）を指定しま
す。 トラストポイントにキー ペアが設定されていない場合、セキュリティ アプライアンスはデ
フォルトのキー ペアを使用します。 

• Size：キー ペアの係数サイズ（512、768、1024 および 2048）を指定します。デフォルトの係
数サイズは 1024 です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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• Usage：キー ペアの使用方法を指定します。 RSA キーの使用方法には、General Purpose（デフォ
ルト）または Special の 2 種類があります。 Special をクリックすると、セキュリティ アプライ
アンスは、署名用と暗号化用の 2 つのキー ペアを生成します。 したがって、対応する ID ごと
に 2 つの証明書が必要になります。

• Generate Now：キー ペアを生成します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Certificate Parameters

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > Enrollment Settings > Certificate Parameters

Certificate Parameters ダイアログボックスで、登録時に含めるサブジェクト DN、FQDN、IP アド
レスを指定できます。 また、このダイアログボックスを使って、デバイスのシリアル番号を含めま
す。

フィールド

• Subject DN：サブジェクトの X.500 名に使用するアトリビュートと値を指定します。 サブジェ
クトは証明書の所有者です。 

－ Edit  をクリックして Edit DN ダイアログボックスを表示して、Subject DN のアトリビュー
トと値を選択します。 

• FQDN：証明書の Subject Alternative Name 拡張子に Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修
飾ドメイン名）を含めます。 FQDN は、要求が送信されるサーバ プログラムを完全に識別する
URL の一部で、たとえば www.examplesite.com のようになります。

• E-mail：証明書の Subject Alternative Name 拡張子に指定の電子メール アドレスを含めます。

• IP Address：証明書の Subject Alternative Name 拡張子に指定の IP アドレスを含めます。

• Include device serial number：登録時に、証明書にセキュリティ アプライアンスのシリアル番
号を含めます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •



第 33章      証明書の設定
Trustpoint

33-12
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Edit DN

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > Enrollment Settings > Certificate Parameters > Edit DN

Edit DN

Attributes リストで次のいずれかのアトリビュートを選択し、Value ボックスに値を入力して Add
をクリックします。 アトリビュートは必要な数だけ選択します。

フィールド

• Common Name (CN)：個々のユーザに指定されている名前。Pat など。

• Department (OU)：企業や大学といった大規模な組織の組織ユニットまたはサブグループ。
Geology（地質学）部門など。

• Company Name (O)：企業や大学などの組織。University of Oz など。

• Country (C)：特定の国の 2 文字表記。OZ など。

• State (St)：国内の州や県。Kansas（カンザス州）など。

• Location (L)：サブジェクトの住所。49 Wizard St. など。

• Email Address (EA)：Pat@univoz.org。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Trustpoint Configuration > Revocation Check タブ

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > Revocation Check タブ

Revocation Check タブで、証明書の失効ステータスをチェックするかどうか、チェックする場合は
使用する方法を指定できます。 

証明書は、発行されると一定の期間有効です。CA は、この期間が終了する前に証明書を無効にす
ることがあります。たとえば、セキュリティ上の問題が起こる可能性がある場合や、名前やアソシ

エーションが変わった場合です。CA は、無効になった証明書の署名付きリストを定期的に発行し
ています。失効チェックをイネーブルにすることにより、セキュリティ アプライアンスが認証で証
明書を使用するたびに、CA がその証明書を無効にしていないかどうかをチェックするようにしま
す。

セキュリティ アプライアンスでは、失効ステータスのチェック方法として CRL と OCSP の 2 つを
サポートします。 

フィールド

• Do not check certificates for revocation：セキュリティ アプライアンスで証明書の失効ステータ
スをチェックしない場合に選択します。

• Check certificates for revocation：セキュリティ アプライアンスで証明書の失効ステータスを
チェックする場合に選択します。 また、失効ステータスのチェック方法も 1 つ以上指定する必
要があります。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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• Revocation methods：証明書の失効ステータスのチェックで使用する方法を指定します。 複数の
方法を指定すると、セキュリティ アプライアンスは、ここで選択した順番で方法を適用しま
す。 サーバが使用不可の場合など、最初の方法でエラーが返されたときだけ 2 つ目の方法が使
われます。 使用できる方法には CRL と OCSP があります。

－ CRL：セキュリティ アプライアンスは、完全な Certificate Revocation List（証明書失効リス
ト）を取得、解析およびキャッシュして、証明書のステータスを決定します。

－ OCSP：セキュリティ アプライアンスは、特定の証明書のステータスを問い合せることが
できる検証局で証明書ステータスを問い合せます。

• Add：左側の CRL または OCSP をクリックして、失効チェックの方法に追加します。 

• Remove：右側の CRL または OCSP をクリックして、失効チェックの方法から削除します。

• Move Up/Move Down：これらのボタンを使用して、セキュリティ アプライアンスに最初に使
用させる方法を指定します。

• Consider certificate valid if revocation checking returns errors：失効チェック中にエラーが発生
した場合でも、セキュリティ アプライアンスに証明書を受け入れさせます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Trustpoint Configuration > CRL Retrieval Policy タブ

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > CRL Retrieval Policy タブ

CRL Retrieval Policy タブでは、CRL DP から CRL を取得するのか、または Static URLs テーブルに
記載されている URL から CRL を取得するのかを指定します。 

フィールド

• Use CRL Distribution Point from the certificate：証明書に記載されている分散ポイントから CRL
を取得します。

• Use Static URLs configured below：セキュリティ アプライアンスが CRL の取得を試みる URL
を最大 5 つまで追加します。 

• Add：Add Static URL ボックスを表示します。 このボックスで、URL を最大 5 つ追加します。

－ URL:：URL のタイプ（HTTP、LDAP または SCEP）を選択します。

－ ://：CRL を分散する場所を入力します。

• Edit：Edit Static URL ボックスを表示して、選択した URL を変更します。

• Delete：選択した URL を削除します。

• Move Up：選択した URL をテーブルの一番上まで移動します。

• Move Down：選択した URL をテーブルの一番下まで移動します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Static URL

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > CRL Retrieval Policy タブ > Add/Edit Static URL

フィールド

－ URL:：URL のタイプ（HTTP、LDAP または SCEP）を選択します。

－ ://：CRL を分散する場所を入力します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Trustpoint Configuration > CRL Retrieval Method タブ

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > CRL Retrieval Method タブ

CRL Retrieval Method タブで、LDAP、HTTP および SCEP など、CRL の取得方式を指定します。 す
べての方法をイネーブルにすることができます。 複数の方式をイネーブルにした場合、ASDM は指
定した順番で使用します。

フィールド

• Enable Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)：チェックボックスをオンしてイネーブル
にします。 

LDAP パラメータを次のように指定します。

－ Name：サーバ上の CRL へのアクセス権を持つユーザを識別します。

－ Password：Name に記載されているユーザのパスワードを指定します。

－ Confirm Password：パスワードを確認します。

－ Default Server：LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。

－ Default Port：LDAP サーバのポート番号を指定します。デフォルトは 389 です。

• Enable HTTP：HTTP を CRL の取得に使用するプロトコルとして指定します。

• Enable Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)：登録時ではなく、CRL の取得に登録時
用と同じ方式を使用します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Add/Edit Trustpoint Configuration > OCSP Rules タブ

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > OCSP Rules タブ

OCSP Rules タブで、OCSP 証明書の照合ルールを設定できます。 これらのルールは、OCSP サーバ
の URL をトラストポイントを介して割り当てられるという点で柔軟性を提供します。

1 つのトラストポイントに複数の照合ルールを設定できますが、証明書マップに適用できる照合
ルールは 1 つのみです。

フィールド

• Certificate Map：この OCSP ルールに一致する証明書マップの名前を表示します。 証明書マッ
プは、ユーザ権限と証明書の特定のフィールドを照合します。 OCSP ルールを設定する前に、証
明書マップを設定する必要があります（Configuration > VPN > IKE > Certificate Group Matching
> Rules）。 

• Trustpoint：セキュリティ アプライアンスが応答側の証明書の検証に使用するトラストポイン
トの名前を表示します。

• Index：ルールのプライオリティ番号を表示します。 セキュリティ アプライアンスは、プライオ
リティ順に OCSP ルールを検査し、一致する最初のルールを適用します。

• URL：このトラストポイントの OCSP サーバの URL を指定します。 

• Add：新しい OCSP ルールを追加します。

• Edit：既存の OCSP ルールを編集します。

• Delete：OCSP ルールを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Add/Edit Trustpoint OCSP Rule ダイアログボックス

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > OCSP Rules タブ > Add/Edit Trustpoint OCSP Rule 

リモート ユーザ証明書の AuthorityInfoAccess（AIA）フィールドで指定されている OCSP サーバ URL
を上書きするトラストポイントに OCSP ルールを設定できます。 

• Certificate Map：この OCSP ルールに一致する証明書マップの名前を選択します。 証明書マッ
プは、ユーザ許可グループと証明書の特定のフィールドを照合します。 OCSP のこれらの機能
によって、セキュリティ アプライアンスに失効ステータスに関して特定の OCSP サーバにアク
セスさせたり、応答側の証明書を検証するトラストポイントを指定することができます。 その
結果、リモート ユーザ証明書を認証するトラストポイント以外のトラストポイントを介して失
効ステータスをチェックできます。 

OCSP ルールを設定する前に、証明書マップを設定する必要があります（Configuration > VPN >
IKE > Certificate Group Matching > Rules）。

• Trustpoint：この OCSP ルールで使用するトラストポイントを選択します。 このトラストポイン
トは設定しておく必要があります。

• Index：照合ルールの実行順を決める番号を入力します。 セキュリティ アプライアンスでは、こ
のインデックスに基づいて照合ルールを順序の早いものから遅いものへと検索し、一致する最

初の照合ルールを適用します。

• URL：このトラストポイントの OCSP サーバの URL を指定します。 

セキュリティ アプライアンスは、次の順で OCSP サーバを使用します。

1. 照合の上書き規則の OCSP URL（ここで設定したもの）

2. Add/Edit Trustpoint Configuration > Advanced タブ > OCSP Options アトリビュートで設定した
OCSP URL

3. リモート ユーザ証明書の AIA フィールド

この URL アトリビュートを設定しないと、Advanced タブ > OCSP Options アトリビュートで指
定した OCSP サーバが適用されます。また、そのサーバが設定されていない場合は、リモート
ユーザ証明書の Authority Infor Access（AIA）拡張の OCSP サーバが適用されます。 AIA に AIA
拡張子がなく、ここで、または Advanced タブで有効な OCSP サーバを設定しないと、失効ス
テータスのチェックが失敗します。 

セキュリティ アプライアンスは、HTTP URL のみをサポートし、トラストポイント 1 つに対し
て URL を 1 つだけ指定できます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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Add/Edit Trustpoint Configuration > Advanced タブ

Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Configuration > Add/Edit Trustpoint 
Configuration > Advanced タブ

Advanced タブで、CRL と OCSP のオプションを指定できます。証明書は、発行されると一定の期
間有効です。CA は、この期間が終了する前に証明書を無効にすることがあります。たとえば、セ
キュリティ上の問題が起こる可能性がある場合や、名前やアソシエーションが変わった場合です。

CA は、無効になった証明書の署名付きリストを定期的に発行しています。 失効チェックをイネー
ブルにすることにより、セキュリティ アプライアンスに、CA が検証中の証明書を無効にしていな
いかをチェックさせるようにします。

セキュリティ アプライアンスは、CRL と OCSP という 2 つの失効ステータスのチェック方法をサ
ポートします。

フィールド

• CRL Options

－ Cache Refresh Time：キャッシュのリフレッシュ間隔を分数で指定します。 デフォルトは
60 分で、範囲は 1 ～ 1440 分です。

CA から同じ CRL を何度も受け取る必要のないように、セキュリティ アプライアンスは、
取得した CRL をローカルで保存できます。これを CRL キャッシングと呼びます。 CRL
キャッシュの容量はプラットフォームによって異なり、すべてのコンテキストで累積され

ます。 新しく取得した CRL をキャッシュすると保存制限を超えそうな場合、セキュリティ
アプライアンスは使用頻度が最も低い CRL を削除して容量を空けます。

－ Enforce next CRL update：Next Update 値の有効期限が切れていない有効な CRL を要求し
ます。 このボックスをオフにすると、Next Update 値のない有効な CRL、または Next Update
値の有効期限が切れた有効な CRL が許可されます。

• OCSP Options

－ Server URL:：OCSP サーバの URL を入力します。セキュリティ アプライアンスは、OCSP
サーバを次の順で使用します。

1. 証明書の照合の上書き規則の OCSP URL（Add/Edit Trustpoint Configuration > OCSP Rules 
タブ）。

2. この OCSP Options アトリビュートで設定した OCSP URL
3. リモート ユーザ証明書の AIA フィールド

－ Disable nonce extension：デフォルトで、OCSP 要求には nonce 拡張が含まれます。nonce 拡
張は、リプレイ攻撃を防ぐために、要求と応答を暗号化してバインドします。 これは、要
求の拡張と応答の拡張を照合し、それらが同一であることを確認して機能します。 使用し
ている OCSP サーバが、この一致する nonce 拡張を含まない生成済みの応答を送信する場
合、nonce 拡張をディセーブルにします。 

• Accept certificates issued by this trustpoint：セキュリティ アプライアンスで、Trustpoint Name
から証明書を受け取る必要があるかどうかを指定します。

• Accept certificates issued by the subordinate CAs of this trustpoint

• Use the configuration of this trustpoint to validate any remote user certificate issued by the CA
corresponding to this trustpoint：イネーブルにすると、このトラストポイントがリモート証明
書を発行した CA に認証されている場合、リモート ユーザ証明書の検証時にアクティブなコン
フィギュレーションをこのトラストポイントから取得できます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Export
Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Export

Export パネルでは、PKCS12 形式のすべての関連付けられているキーおよび証明書と一緒にトラ
ストポイント コンフィギュレーションをエクスポートできます。これは base64 形式である必要が
あります。 トラストポイント コンフィギュレーション全体には、チェーン全体（ルート CA 証明
書、ID 証明書、キー ペア）が含まれますが、登録設定（サブジェクト名、FQDN など）は含まれ
ません。 通常、この機能は、フェールオーバーまたはロードバランシング コンフィギュレーショ
ンで使用され、セキュリティ アプライアンスのグループ間でトラストポイントを複製します。た
とえば、リモート アクセス クライアント コールをそのコールを提供する複数の装置を持つ中央組
織に複製します。 これらの装置には、同等のトラストポイント コンフィギュレーションが必要で
す。 この場合、管理者は、トラストポイント コンフィギュレーションをエクスポートして、セキュ
リティ アプライアンスのグループ全体にインポートできます。

フィールド

• Trustpoint Name：リストのトラストポイントをクリックしてコンフィギュレーションを編集し
たり、新しいトラストポイント コンフィギュレーションを追加したりします。

• Edit：Trustpoint Name ボックスに表示されているトラストポイント コンフィギュレーション
を変更します。

• New：リストに新しいトラストポイント コンフィギュレーションを追加します。

• Encryption Passphrase：PKCS12 ファイルをエクスポート用に暗号化するために使用するパス
フレーズを指定します。

• Confirm Passphrase：暗号化パスフレーズを確認します。

• Export to a file：トラストポイント コンフィギュレーションをエクスポートするときに使用す
る PKCS12 形式ファイルの名前を指定します。PKCS12 は、公開鍵暗号化標準で、base64 エン
コードまたは 16 進数を使用できます。

－ Browse：Select a File ダイアログボックスが表示され、ここでトラストポイント コンフィ
ギュレーションをエクスポートするファイルに移動できます。

• Display the trustpoint configuration in PKCS12 format：Export Trustpoint Configuration ダイア
ログボックスが表示され、テキスト ボックスにトラストポイント コンフィギュレーションが
表示されます。 カット アンド ペーストを使用してデータを抽出し、Import パネルのウィンド
ウに配置することができます。 終了するには OK をクリックします。

• Export：トラストポイント コンフィギュレーションをエクスポートします。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Import
Configuration > Properties > Certificate > Trustpoint > Import

Import パネルで、トラストポイント コンフィギュレーション全体を PKCS12 形式でインストール
できます。 トラストポイント コンフィギュレーション全体には、チェーン全体（ルート CA 証明書、
RA 証明書、ID 証明書、キー ペア）が含まれますが、登録設定（サブジェクト名、FQDN など）は
含まれません。 通常、この機能は、フェールオーバーまたはロードバランシング コンフィギュレー
ションで使用され、セキュリティ アプライアンスのグループ間でトラストポイントを複製します。
たとえば、リモート アクセス クライアント コールをそのコールを提供する複数の装置を持つ中央
組織に複製します。 これらの装置には、同等のトラストポイント コンフィギュレーションが必要で
す。 この場合、管理者は、トラストポイント コンフィギュレーションをエクスポートして、セキュ
リティ アプライアンスのグループ全体にインポートできます。

フィールド

• Trustpoint Name：トラストポイントを特定します。 フェールオーバーまたはロードバランシン
グ用に他のセキュリティ アプライアンスからインポートする場合、トラストポイント コンフィ
ギュレーションがエクスポートされたセキュリティ アプライアンスと同じトラストポイント
名を使用できます。 ただし、同じ名前のトラストポイント /キー ペアがまだ存在していないこ
とを確認する必要があります。

• Decryption Passphrase：トラストポイント コンフィギュレーションのエクスポート時に指定し
た暗号化パスフレーズを指定します。

• Confirm Passphrase：パスフレーズを確認します。

• Import from a file：証明書をインポートするファイルを特定します。 ファイルからインポート
されたテキストは、base64 形式または 16 進数形式の PKCS12 データである必要があります。
ボックスにファイルのパス名を入力することも、Browse をクリックしてファイルを検索するこ
ともできます。

－ Browse：Load Certificate File ダイアログボックスが表示されます。ここでトラストポイン
ト コンフィギュレーションが含まれるファイルに移動できます。

• Enter the trustpoint configuration in PKCS12 format：PKCS12 形式のトラストポイント コンフィ
ギュレーションを base64 または 16 進数形式で貼り付けられます。 この際、テキスト ボックス
にカット アンド ペーストでデータを入力できます。

• Import：トラストポイント コンフィギュレーションをインポートします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • •
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デジタル証明書の認証、登録および管理

この項では、デジタル証明書の登録方法について説明します。 登録が完了すると、証明書を使用し
てデバイスを VPN ピアおよび SSL ピアに認証することができます。 

設定手順の要約

CA を登録し、トンネルの認証に使用する ID 証明書を取得するための基本手順は次のとおりです。
この例では、自動（SCEP）登録と手動登録の両方を示します。 この手順に説明のないフィールドに
ついては、Help ボタンをクリックしてください。

1. ID 証明書のキー ペアを作成します。 キー ペアは RSA です。 

2. トラストポイントを作成します。

3. 登録 URL を設定します。

4. CA を認証します。

5. CA を登録し、ID 証明書をセキュリティ アプライアンス上に置きます。

（注） 認証と登録はプロセスの 2 つの別個のフェーズです。 まず認証する必要があります。 その後、自動
登録または手動登録のいずれかで登録することができます。

キー ペアの作成
最初に証明書のキー ペアを作成します。 作成したキー ペアは、キー ペアの設定時に指定したラベ
ルで識別されます。 RSA キー ペアには、General Purpose と Usage の 2 種類があります。 デフォルト
は General Purpose で、1 組のキー ペアを作成します。 Usage は、署名用と暗号化用の 2 つのキー ペ
アを作成します。したがって、対応する ID ごとに 2 つの証明書が必要です。 

ASDM を使用して RSA キー ペアを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Key Pair で、Add をクリックします。 

ステップ 2 Add Key Pair ダイアログボックスで情報を設定します。

ステップ 3 Generate Now をクリックします。

ステップ 4 生成されたキー ペアを表示するには、Show Details をクリックします。ASDM に、キー ペアに関
する情報が表示されます。 
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自動登録による証明書の登録（SCEP）
トラストポイントを作成します。トラストポイントは CA と ID のペアを表し、CA の ID、固有の
コンフィギュレーション パラメータ、および 1 つの登録済み ID 証明書とのアソシエーションを含
んでいます。 

トラストポイントを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate >Trustpoint > Configuration で、Add
をクリックします。

ステップ 2 Add Trustpoint Configuration ダイアログボックスで、基本情報を設定します。その他のすべてのパ
ラメータについては、デフォルト値を受け入れます。

a. Trustpoint Name：Trustpoint Name ボックスにトラストポイント名を入力します。

b. Enrollment URL：Enrollment Settings パネルの Enrollment Mode グループ ボックスで、SCEP
の場合は Use automatic enrollment をクリックします。次に、このボックスに登録 URL を入力
します。 たとえば、10.20.30.40/cgi-bin/pkiclient.exe のように入力します。

c. 証明書のパスワード確認をする場合は、Challenge Password ボックスおよび Confirm Password
ボックスにパスワードを入力します。 証明書を無効にする必要がある場合、このパスワードを
CA 管理者に渡して自分が証明書所有者であることを証明することができます。 このパスワー
ドはコンフィギュレーションに保存されないため、書き留めておく必要があります。

ステップ 3 次にコンフィギュレーション パラメータを設定します。 少なくとも、X.500 フィールドを使って証
明書のサブジェクト名を設定する必要があります（Common Name（CN; 通常名）や Organizational
Unit（OU; 組織ユニット）など）。

a. Enrollment Settings パネルの Key Pair リストから、このトラストポイントに対して設定した
キー ペアを選択します。

b. Enrollment Settings パネルで、Certificate Parameters をクリックします。

c. サブジェクト DN の値を追加するには、Certificate Parameters ダイアログボックスで Edit をク
リックします。

d. Edit DN ボックスで、DN Attribute to be Added の下にある Attribute リストからアトリビュー
トを選択し、Value ボックスに値を入力します。次に Add をクリックします。 たとえば、まず
Command Name (CN) を選択し、Value ボックスに Pat と入力します。次に Department (OU) を
選択して、Value ボックスに Engineering と入力します。

e. サブジェクト DN 情報をすべて入力したら、OK をクリックします。

f. 必要に応じて、FQDN、E-mail および IP Address の値を入力し、Include device serial number
オプションをオンにします。

g. OK をクリックします。

ステップ 4 Apply をクリックします。 preview コマンドをオンにしておくと、ASDM には ASDM のコンフィギュ
レーションに基づいて CLI コマンドが表示され、送信するかキャンセルするかを選択できます。
Send をクリックします。 この手順を設定するすべての機能に対して実行します。
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CA に対する認証
CA に対する認証により、CA 証明書をセキュリティ アプライアンスに置きます。 SCEP 登録のトラ
ストポイントを設定すると、CA 証明書は SCEP を通してダウンロードされます。 設定しない場合
は、CA 証明書をテキスト ボックスに貼り付けるか、または Browse ボタンを使用してファイルを
指定する必要があります。 この項では、SCEP 登録について説明します。

CA に対して認証するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Authentication で、Trustpoint Name
リストからトラストポイントの名前を選択します。

ステップ 2 Authenticate をクリックします。

ステップ 3 ASDM で Authentication Successful ダイアログが表示されたら、OK をクリックします。

CA の登録
トラストポイントを設定して認証したら、ID 証明書を登録できます。 

ASDM を使用して ID 証明書を登録するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Enrollment で、Trustpoint Name リ
ストからトラストポイントを選択します。

ステップ 2 Enroll をクリックします。

作業が完了すると、ASDM に、トラストポイント コンフィギュレーションのエクスポート方法と
登録ステータスのチェック方法を示す Copy Trustpoint Configuration to Standby ダイアログボック
スが表示されます。 このメッセージは、フェールオーバー コンフィギュレーションのみに関連しま
す。フェールオーバーを設定していない場合は、この手順を無視して OK をクリックします。 フェー
ルオーバーを設定している場合、ダイアログボックスの指示に従ってスタンバイ デバイスに証明書
をバックアップします。

手動登録による証明書の登録

自動登録以外の方法で CA から ID 証明書を受け取るときに、この方法を使用します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate >Trustpoint > Configuration で、Add
をクリックします。

ステップ 2 Add Trustpoint Configuration ダイアログで、Trustpoint Name ボックスに名前を入力します。

ステップ 3 Enrollment Settings パネルで、Key Pair リストからキー ペアを選択するか、または New Key Pair
をクリックして新しいキー ペアを追加します。
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ステップ 4 必要に応じて、Challenge Password ボックスにパスワードを入力し、Confirm Challenge Password
ボックスに再度入力して確認します。

ステップ 5 Use manual enrollment オプションをクリックします。

ステップ 6 Certificate Parameters をクリックします。

a. サブジェクト DN の値を追加するには、Certificate Parameters ダイアログボックスで Edit をク
リックします。

b. Edit DN ボックスで、DN Attribute to be Added の下にある Attribute リストからアトリビュー
トを選択し、Value ボックスに値を入力します。次に Add をクリックします。 たとえば、まず
Command Name (CN) を選択し、Value ボックスに Pat と入力します。次に Department (OU) を
選択して、Value ボックスに Engineering と入力します。

c. サブジェクト DN アトリビュートをすべて追加したら、OK をクリックします。

d. 必要に応じて、FQDN、E-mail および IP Address の値を入力し、Include device serial number
オプションをクリックします。

e. OK をクリックします。

ステップ 7 Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Enrollment をクリックして、
Trustpoint Name リストからトラストポイントを選択します。

ステップ 8 Enroll をクリックします。 Enrollment Request ダイアログボックスに、次に行う作業の指示が表示
されます。 指示を読んだら OK をクリックします。

電子メールで要求を送信するか、または CA の Web インターフェイスを使用して登録します。

ステップ 9 CA から証明書を受け取ったら、Configuration > Features > Device Administration > Certificate >
Import Certificate をクリックし、Trustpoint Name リストでトラストポイントの名前を選択します。

ステップ 10 証明書のインポート方法を選択します。

• Import from a File：ファイル名を入力するか、またはファイルを参照します。 システムには、
選択したトラストポイントに関連付けられている CA 証明書が必ずあり、CA からファイルで
ID 証明書を受け取っているはずです。

• Enter the certificate text in base64 format：テキスト ボックスに CA から受け取った ID 証明書
のテキストを貼り付けます。 詳細については、Help をクリックしてください。

ステップ 11 Import をクリックします。 

ステップ 12 証明書登録設定をフラッシュ メモリに保存するには、Save をクリックします。
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フェールオーバー コンフィギュレーション向けの追加手順
ID 証明書、CA 証明書、および使用するネットワークの他のセキュリティ アプライアンスのキーを
バックアップするには、まずそれらをファイルにエクスポートするか、またはエクスポート機能を

使用してポップアップ ウィンドウに証明書を表示し、インポート機能で他のセキュリティ アプラ
イアンスにコピー アンド ペーストします。

証明書のファイルまたは PKCS12 データへのエクスポート

トラストポイント コンフィギュレーションをエクスポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Trustpoint > Export に移動します。

ステップ 2 Trustpoint Name、Encryption Passphrase、および Confirm Passphrase フィールドに入力します。 こ
れらのフィールドの詳細については、Help をクリックしてください。

ステップ 3 トラストポイント コンフィギュレーションのエクスポート方法を選択します。

• Export to a File：ファイル名を入力するか、またはファイルを参照します。

• Display the trustpoint configuration in PKCS12 format：テキスト ボックスにトラストポイント
コンフィギュレーション全体を表示し、コピーしてインポートすることができます。 詳細につ
いては、Help をクリックしてください。

ステップ 4 Export をクリックします。

証明書のスタンバイ デバイスへのインポート

トラストポイント コンフィギュレーションをインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Trustpoint > Import に移動します。

ステップ 2 Trustpoint Name、Decryption Passphrase、および Confirm Passphrase フィールドに入力します。 こ
れらのフィールドの詳細については、Help をクリックしてください。 復号化パスフレーズは、トラ
ストポイント コンフィギュレーションをエクスポートしたときに使用した暗号化パスフレーズと
同じです。

ステップ 3 トラストポイント コンフィギュレーションのインポート方法を選択します。

• Import from a File：ファイル名を入力するか、またはファイルを参照します。

• Enter the trustpoint configuration in PKCS12 format：トラストポイント コンフィギュレーショ
ン全体をエクスポート元からテキスト ボックスに貼り付けます。 詳細については、Help をク
リックしてください。
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Managing Certificates
証明書を管理するには、Configuration > Features > Device Administration > Certificate > Manage 
Certificates に移動します。

このパネルを使用して、新しい証明書の追加や証明書の削除を行うことができます。 また、Show
Detail ボタンをクリックして証明書に関する情報を表示することもできます。Certificate Details ダ
イアログボックスに、General、Subject および Issuer の 3 つのテーブルが表示されます。

General テーブルには次の情報が表示されます。 

• Type：CA、RA または ID。

• Serial number：証明書のシリアル番号。

• Status：Available、in progress、error、fail。

• Usage：汎用またはシグニチャ。

• CRL DP：証明書の検証用に CRL が含まれる分散ポイントの URL。

• Dates/times within which the certificate is valid：証明書の有効期間の開始日と終了日。

Subject パネルには次の情報が表示されます。

• Name：証明書を所有するユーザまたはエンティティの名前。

• Serial Number：セキュリティ アプライアンスのシリアル番号。

• X.500 fields for the subject of the certificate：CN、OU など。

• Hostname of the certificate holder：wland.com など。

• Serial Number of the hostname：セキュリティ アプライアンスのシリアル番号。

Issuer パネルには、証明書を付与したエンティティの X.500 DN フィールドが表示されます。

• Common name (CN)

• Organizational unit or department (OU)

• Organization (O)

• Locality (L)

• State (ST)

• Country code (C)

• Email address of the issuer (EA)
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34

CSD

Configuration > CSD Manager

このメニュー オプションを選択していて、Cisco Secure Desktop がインストールされていないかイ
ネーブルになっていない場合は、CSD Manager ウィンドウに次のメッセージが表示されます。

Please install and/or enable Cisco Secure Desktop

「Cisco Secure Desktop」リンクをクリックして、Configuration > VPN > WebVPN/CSD Setup ウィンド
ウを開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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35

IPS の設定

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスに AIP SSM を搭載して管理している
場合、ASDM から IDM にアクセスして AIP SSM の IPS 機能を設定することができます。 

ここでは、次の項目について説明します。

• ASDM からの IDM へのアクセス（P.35-2）

• AIP SSM パスワードのリセット（P.35-3）
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ASDM からの IDM へのアクセス
ASDM では、IDM を使用して AIP SSM を設定します。 AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を実行し
ている場合、ASDM は AIP SSM から IDM を取得して、IDM を ASDM インターフェイスの一部と
して表示します。 IPS ソフトウェアがそれ以前のバージョンの場合、IDM は別のブラウザ ウィンド
ウで起動されます。

ASDM から IDM にアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Configuration > IPS を選択します。

AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を実行している場合、ASDM は AIP SSM から IDM を取得して、
IDM を ASDM インターフェイスの一部として表示します。

AIP SSM でそれ以前のバージョンの IPS ソフトウェアを実行している場合、ASDM に IDM へのリ
ンクが表示されます。

ステップ 2 ASDM ペインにリンクが表示された場合、AIP SSM はバージョン 6.0 より前の IPS ソフトウェアを
実行しています。 リンクをクリックして、新しいブラウザ ウィンドウで IDM を起動します。 IDM に
アクセスするには、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

ステップ 3 パスワードのダイアログボックスが表示される場合、AIP SSM は IPS バージョン 6.0 以降を実行し
ています。 AIP SSM のパスワードを入力して OK をクリックします。

ASDM ウィンドウに IDM ペインが表示されます。

IDM にアクセスするためのパスワードがわからない場合は、ASDM を使用してパスワードをリセッ
トできます。詳細については、P.35-3 の「AIP SSM パスワードのリセット」を参照してください。

IPS 機能の設定に関する詳細は、IDM オンライン ヘルプを参照してください。 IDM オンライン ヘル
プは、ASDM に表示される IDM ペインからアクセスできます。 また、次の Web サイトにアクセス
し、Cisco.com で IDM と IPS のマニュアルを参照することもできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/products_installation_and_configuration_guides_
list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/products_installation_and_configuration_guides_list.html


第 35章      IPS の設定
AIP SSM パスワードのリセット

35-3
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

AIP SSM パスワードのリセット
AIP SSM で IPS バージョン 6.0 以降を実行している場合、ASDM を使用して AIP SSM パスワードを
デフォルト設定にリセットすることができます。 デフォルトのパスワードは「cisco」（かぎカッコな
し）です。 パスワードをリセットしたら、IDM で一意のパスワードに変更する必要があります。
ASDM から IDM にアクセスする方法については、P.35-2 の「ASDM からの IDM へのアクセス」を
参照してください。

AIP SSM パスワードをリセットすると、AIP SSM が再起動します。 AIP SSM の再起動中、IPS サー
ビスは使用できません。

AIP SSM パスワードをデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ASDM メニューバーの Tools > IPS Password Reset を選択します。

（注） SSM がインストールされていないと、このオプションはメニューに表示されません。 CSC
SSM がインストールされている場合、このオプションは CSC Password Reset と表示されま
す。 

IPS Password Reset confirmation ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 OK をクリックして、AIP SSM パスワードをデフォルト設定にリセットします。 

ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。

パスワードがリセットされなかったときは、適応型セキュリティ アプライアンスでバージョン 7.2
（2）以降のプラットフォーム ソフトウェアを使用していること、および AIP SSM で IPS バージョ
ン 6.0 以降を使用していることを確認してください。

ステップ 3 Close をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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36

Trend Micro Content Security の設定

ASDM では、アクティベーション コードなど、Content Security and Control（CSC）SSM および CSC
関連機能の基本操作パラメータを設定できます。

CSC SSMの管理 
ここでは、次の項目について説明します。

• CSC SSMについて（P.36-1）

• CSC SSMの準備（P.36-3）

• スキャンするトラフィックの指定（P.36-5）

CSC SSMについて
ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスは、CSC SSM をサポートします。CSC SSM
は、Content Security and Control ソフトウェアを実行します。CSC SSM により、ウイルス、スパイ
ウェア、スパム、およびその他の不要トラフィックから保護されます。これは、FTP、HTTP、POP3、
および SMTP トラフィックをスキャンすることで実現されます。そのためには、これらのトラ
フィックを CSC SSM に送信するように適応型セキュリティ アプライアンスを設定しておきます。

図 36-1 は、次の構成の適応型セキュリティ アプライアンスを通過するトラフィックのフローを示
しています。

• CSC SSM がインストール、設定されている。

• どのトラフィックを SSM に誘導し、スキャンするかを指定するサービス ポリシーがある。

この例では、クライアントのネットワーク ユーザは、Web サイトにアクセスしているか、FTP サー
バからファイルをダウンロードしているか、POP3 サーバから電子メールを取得している可能性が
あります。SMTP スキャンは、適応型セキュリティ アプライアンスによって保護された SMTP サー
バに向けて外部から送信されたトラフィックをスキャンするように、適応型セキュリティ アプライ
アンスを設定する必要がある点で異なります。

（注） CSC SSM は、適応型セキュリティ アプライアンスで FTP 検査がイネーブルの場合に限り、FTP ファ
イル転送をスキャンします。デフォルトでは、FTP 検査はイネーブルです。
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図 36-1 CSC SSMでスキャンされるトラフィックのフロー

システムの設定と CSC SSM の監視には、ASDM を使用します。CSC SSM ソフトウェアのコンテン
ツ セキュリティ ポリシーに高度な設定を行うには、ASDM でリンクをクリックして、CSC SSM の
Web ベース GUI にアクセスします。 別の Web ブラウザに CSC SSM GUI が表示され、CSC SSM パ
スワードを要求されることがあります。CSC SSM GUI の使用方法については、『Cisco Content Security
and Control SSM Administrator Guide』を参照してください。

（注） ASDM と CSC SSM では、別個のパスワードが保持されています。それらのパスワードを同一にす
ることはできますが、2 つのパスワードのうち一方を変更しても、もう一方に影響することはあり
ません。

ASDM を実行しているホストと適応型セキュリティ アプライアンスの間の接続は、適応型セキュ
リティ アプライアンスの管理ポートを通じて確立されます。CSC SSM GUI への接続は、SSM の管
理ポートを通じて確立されます。これら 2 つの接続は CSC SSM の管理に必要であるため、ASDM
を実行しているすべてのホストは適応型セキュリティ アプライアンスの管理ポートと SSM の管理
ポートの両方の IP アドレスに到達できる必要があります。

図 36-2 に、専用の管理ネットワークに接続されている CSC SSM を持つ適応型セキュリティ アプラ
イアンスを示します。専用の管理ネットワークの使用は必須ではありませんが、使用することをお

勧めします。図 36-2 で特に重要な点は次のとおりです。

• HTTP プロキシ サーバが内部ネットワークと管理ネットワークに接続されている。これによっ
て、CSC SSM は Trend Micro アップデート サーバに接続できます。

• 適応型セキュリティ アプライアンスの管理ポートが管理ネットワークに接続されている。適応
型セキュリティ アプライアンスと CSC SSM の管理を可能にするには、ASDM を実行している
ホストは管理ネットワークに接続されている必要があります。

• 管理ネットワーク内には、CSC SSM への電子メール通知に使用される SMTP サーバと、CSC
SSM がシステム ログ メッセージを送信できる syslog サーバがある。

14
83
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CSC SSM
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図 36-2 管理ネットワークを備えた CSC SSM 構成

CSC SSMの準備
CSC SSM のセキュリティ効果を得るには、SSM のハードウェア インストールだけでなく、他にも
いくつかのステップを実行する必要があります。次の手順では、それらのステップの概要を示しま

す。

適応型セキュリティ アプライアンスおよび CSC SSM を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 CSC SSM が Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスにプレインストールされ
ていない場合は、インストールし、ネットワーク ケーブルを SSM の管理ポートに接続します。SSM
のインストールと接続については、『Cisco ASA 5500 Series Getting Started Guide』を参照してくださ
い。

CSC SSM ソフトウェアの管理と自動アップデートを可能にするには、CSC SSM の管理ポートが
ネットワークに接続されている必要があります。また、CSC SSM は、電子メール通知と syslog ロ
ギングにも管理ポートを使用します。

ステップ 2 CSC SSM には、Product Authorization Key（PAK）が付属しています。PAK を使用して、次の URL
で CSC SSM を登録します。

http://www.cisco.com/go/license

登録すると、アクティベーション キーが電子メールで届きます。ステップ 5 を完了するには、アク
ティベーション キーが必要です。

ステップ 3 ステップ 5 で必要となる次の情報を収集します。

• ステップ 2 を完了した後に受信したアクティベーション キー

14
83
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192.168.100.1

192.168.50.1

192.168.50.38

10.6.13.67

Trend Micro

CSC SSMASDM

Syslog

http://www.cisco.com/go/license
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• SSM 管理ポートの IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレス SSM 管理ポー
トの IP アドレスは、ASDM の実行に使用するホストがアクセスできるものである必要があり
ます。SSM 管理ポートの IP アドレスと適応型セキュリティ アプライアンス管理インターフェ
イスの IP アドレスは、異なるサブネットに属していてもかまいません。

• DNS サーバの IP アドレス

• HTTP プロキシ サーバの IP アドレス（セキュリティ ポリシーで、インターネットへの HTTP
アクセスにプロキシ サーバの使用が求められている場合に限り必要）

• SSM のドメイン名とホスト名

• 電子メール通知に使用する、電子メール アドレスおよび SMTP サーバの IP アドレスとポート
番号

• CSC SSM を管理できるホストまたはネットワークの IP アドレス

• CSC SSM 用のパスワード

ステップ 4 ASDM で、適応型セキュリティ アプライアンス上の時刻設定を確認します。時刻設定が正確であ
ることは、セキュリティ イベントのロギングや CSC SSM ソフトウェアの自動アップデートで重要
です。

• 時刻設定を手動で制御する場合は、時間帯を含むクロック設定を確認します。Configuration >
Properties > Device Administration > Clock を選択します。

• NTP を使用している場合は、NTP 設定を確認します。Configuration > Properties > Device 
Administration > NTP を選択します。

ステップ 5 CSC Setup Wizard を実行します。

• CSC Setup Wizard を実行していない場合は、Configuration > Trend Micro Content Security を選
択すると、Setup Wizard が自動的に起動します。

• Setup Wizard を再実行する場合は、Configuration > Trend Micro Content Security を選択して、
CSC SSM に接続およびログインし、CSC Setup > Wizard Setup  を選択して Launch Wizard
Setup をクリックします。

CSC Setup Wizard のウィンドウについては、Help ボタンをクリックしてください。

ステップ 6 サービス ポリシーを設定して、スキャンするトラフィックを CSC SSM に誘導します。

グローバル サービス ポリシーを作成してスキャンするトラフィックを誘導する場合、サポートさ
れているプロトコルのトラフィック（着信と発信）がすべてスキャンされます。 適応型セキュリティ
アプライアンスおよび CSC SSM のパフォーマンスを最大化するために、信用できない送信元から
のトラフィックのみスキャンしてください。

トラフィックの CSC SSM への誘導における最良の方法については、「スキャンするトラフィックの
指定」を参照してください。

スキャンするトラフィックを誘導するグローバル サービス ポリシーを作成する場合は、次の手順
を実行します。

a. Configuration > Security Policies > Service Policy Rules を選択して、Add をクリックします。 

Add Service Policy Rule Wizard が表示されます。
b. Global - applies to all interfaces オプション ボタンをクリックして、Next > をクリックします。

Traffic Classification Criteria ウィンドウが表示されます。
c. Create a new traffic class  オプション ボタンをクリックして、隣のフィールドにトラフィック
クラスの名前を入力し、Any traffic チェックボックスをオンにします。Next> をクリックしま
す。

Rules Actions ウィンドウが表示されます。



第 36章      Trend Micro Content Security の設定
CSC SSMの管理

36-5
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

d. CSC Scan  タブをクリックして、Enable CSC scan for this traffic flow チェックボックスをオン
にします。

e. If CSC card fails, then というラベルの付いた領域で適切な選択を行って、CSC SSM が使用不可
の場合に、適応型セキュリティ アプライアンスで選択したトラフィックを許可するか拒否する
かを選択します。

f. Finish をクリックします。

Service Policy Rules ペインに新しいサービス ポリシーが表示されます。
g. Apply をクリックします。

適応型セキュリティ アプライアンスは、購入したライセンスによってイネーブルになるコン
テンツ セキュリティ スキャンを実行する CSC SSM にトラフィックを誘導し始めます。

ステップ 7 （オプション）CSC SSM GUI で、デフォルトのコンテンツ セキュリティ ポリシーを確認します。デ
フォルトのコンテンツ セキュリティ ポリシーは、ほとんどの実装に適しています。これらの修正
は高度な設定であるため、必ず『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide』を読ん
でから実行してください。

コンテンツ セキュリティ ポリシーを確認するには、イネーブルになっている機能を CSC SSM GUI
で表示します。使用できる機能は、購入したライセンス レベルによって異なります。デフォルトで
は、購入したライセンスに含まれているすべての機能がイネーブルです。

基本ライセンスの場合、デフォルトでイネーブルになっている機能は、SMTP ウイルス スキャン、
POP3 のウイルス スキャンとコンテンツ フィルタリング、Web メール ウイルス スキャン、HTTP
ファイル ブロッキング、FTP のウイルス スキャンとファイル ブロッキング、および自動アップデー
トです。

Plus ライセンスのデフォルトでイネーブルになっている追加機能は、SMTP アンチスパム、SMTP
コンテンツ フィルタリング、POP3 アンチスパム、URL ブロッキング、および URL フィルタリン
グです。

CSC SSM GUI にアクセスするには、ASDM で Configuration > Trend Micro Content Security を選択
し、次のいずれかを選択します。Web、Mail、File Transfer、または Updates。これらのペインに
ある、「Configure」という単語で始まる青色のリンクをクリックすると、CSC SSM GUI が開きます。

スキャンするトラフィックの指定

CSC SSM は、FTP、HTTP、POP3、および SMTP トラフィックをスキャンできます。これらのプロ
トコルは、接続要求パケットの宛先ポートがそのプロトコルのウェルノウン ポートである場合に限
りサポートされます。つまり、CSC SSM がスキャンできる接続は次のものに限られます。

• TCP ポート 21 に対して開かれた FTP 接続

• TCP ポート 80 に対して開かれた HTTP 接続

• TCP ポート 110 に対して開かれた POP3 接続

• TCP ポート 25 に対して開かれた SMTP 接続

これらすべてのプロトコルのトラフィックをスキャンすることも、任意の組み合せをスキャンする

こともできます。たとえば、ネットワーク ユーザに POP3 電子メールの受信を許可しない場合に、
POP3 トラフィックを CSC SSM に誘導するように適応型セキュリティ アプライアンスを設定する
必要はありません（POP3 トラフィックをブロックするように設定できます）。



第 36章      Trend Micro Content Security の設定
CSC SSMの管理

36-6
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

適応型セキュリティ アプライアンスと CSC SSM のパフォーマンスを最大化するには、CSC SSM で
スキャンするトラフィックだけを CSC SSM に誘導します。信頼できる送信元と宛先の間のトラ
フィックなど、スキャンする必要のないトラフィックまでも誘導すると、ネットワーク パフォーマ
ンスに悪影響を与える可能性があります。

Add Service Policy Rule Wizard—Rule Actions ウィンドウの CSC Scan タブで、CSC SSM でのトラ
フィックのスキャン アクションはイネーブルになっています。 CSC スキャン アクションが含まれ
るサービス ポリシーはグローバルに適用することも、特定のインターフェイスに適用することもで
きるため、CSC スキャンについても、グローバルにイネーブルにするか、特定のインターフェイス
に対してイネーブルにするかを選択できます。

csc コマンドをグローバル ポリシーに追加した場合、適応型セキュリティ アプライアンスを通過す
る暗号化されていないすべての接続は、確実に CSC SSM でスキャンされます。ただし、信頼でき
る送信元からのトラフィックが不必要にスキャンされることになる場合もあります。

CSC スキャンをインターフェイス固有のサービス ポリシーでイネーブルにした場合、これらのス
キャンは双方向性を持ちます。 つまり、適応型セキュリティ アプライアンスが新しい接続を開くと
き、その接続の着信インターフェイスまたは発信インターフェイスのいずれかで CSC スキャンが
アクティブで、サービス ポリシーでスキャン対象のトラフィックが特定されていれば、適応型セ
キュリティ アプライアンスはそのトラフィックを CSC SSM に誘導します。

ただし、双方向性があることにより、特定のインターフェイスを通過するサポート対象のトラ

フィック タイプを CSC SSM に誘導した場合に、信頼できる内部ネットワークからのトラフィック
に対して不必要なスキャンを実行することになる可能性があります。たとえば、DMZ ネットワー
クの Web サーバから要求された URL およびファイルが内部ネットワークのホストに対してコンテ
ンツ セキュリティ リスクをもたらす可能性は低いため、そのようなトラフィックを適応型セキュ
リティ アプライアンスで CSC SSM に誘導する必要はほとんどありません。

したがって、CSC スキャンを定義するサービス ポリシーでアクセスリストを使って、選択したト
ラフィックを制限することを強くお勧めします。特に、次の接続と一致するアクセスリストを使用

することをお勧めします。

• 外部ネットワークへの HTTP 接続

• 適応型セキュリティ アプライアンスの内部のクライアントから適応型セキュリティ アプライ
アンスの外部のサーバへの FTP 接続

• 適応型セキュリティ アプライアンスの内部のクライアントから適応型セキュリティ アプライ
アンスの外部のサーバへの POP3 接続

• 内部メール サーバを宛先とする着信 SMTP 接続

図 36-3 では、適応型セキュリティ アプライアンスは、CSC SSM にトラフィックを誘導するように
設定されています。内部ネットワークのクライアントから外部ネットワークへの HTTP、FTP、お
よび POP3 接続要求、および外部ホストから DMZ ネットワークのメール サーバへの着信 SMTP 接
続要求が誘導されます。内部ネットワークから DMZ ネットワークの Web サーバへの HTTP 要求は
スキャンされません。
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図 36-3 CSC SSM スキャンの一般的なネットワーク構成

スキャン対象のトラフィックを特定するように適応型セキュリティ アプライアンスを設定する方
法は多数あります。その 1 つは、内部インターフェイスに対するサービス ポリシーと外部インター
フェイスに対するサービス ポリシーの 2 つのサービス ポリシーを定義することです。各サービス
ポリシーには、スキャンするトラフィックと一致するアクセスリストを含めます。

図 36-4 は、スキャンが必要なトラフィックのみを選択するサービス ポリシー ルールを示します。

図 36-4 CSC スキャンの最適なトラフィック選択

inside-policy では、最初のクラス inside-class1 によって、内部ネットワークおよび DMZ ネットワー
ク間の HTTP トラフィックはスキャンしないようにします。 Match カラムは、「Do not match」アイ
コンを表示することでこれを示します。これは、192.168.10.0 ネットワークから 192.168.20.0 ネット
ワークの TCP ポート 80 に送信されたトラフィックを適応型セキュリティ アプライアンスがブロッ
クするという意味ではありません。 これは単に、このトラフィックを内部インターフェイスに適用
されるサービス ポリシーによる照合から免除することで、適応型セキュリティ アプライアンスが
このトラフィックを CSC SSM に送信できないようにするという意味です。
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inside-policy の 2 つ目のクラス inside-class は、ネットワークおよびすべての宛先間の FTP、HTTP お
よび POP3 トラフィックを照合します。 inside-class1 によって、DMZ ネットワークへの HTTP 接続
は免除されます。 前述のとおり、特定のインターフェイスに CSC スキャン アクションを適用する
ポリシーは、入力トラフィックと出力トラフィックの両方に対して有効ですが、送信元ネットワー

クとして 192.168.10.0 を指定することで、inside-class1 は内部ネットワークのホストによって開始さ
れた接続のみと照合します。

outside-policy では、outside-class は外部の送信元から DMZ ネットワークへの SMTP トラフィックを
照合します。 これによって、SMTP サーバを保護し、SMTP クライアントからサーバへの接続をス
キャンせずに、DMZ ネットワーク上の SMTP サーバから電子メールをダウンロードする内部ユー
ザを保護します。

DMZ ネットワークの Web サーバで、HTTP によって外部ホストからアップロードされるファイル
を受け取る場合、すべての送信元から DMZ ネットワークへの HTTP トラフィックを照合する外部
ポリシーにルールを追加できます。 このポリシーは外部インターフェイスに適用されるため、ルー
ルは、適応型セキュリティ アプライアンス外の HTTP クライアントからの接続のみを照合します。
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CSC Setup
CSC Setup の各ペインで、CSC SSM の基本操作パラメータを設定できます。 各ペインで個別に設定
するには、先に Setup Wizard を完了する必要があります。 Setup Wizard を完了したら、Setup Wizard
を再度使うことなく各ペインを個別に変更することができます。

また、Setup Wizard を完了するまで、Home > Content Security or Monitoring > Trend Micro Content
Security のペインにアクセスできません。 Setup Wizard を完了する前にそれらのペインにアクセスし
ようとすると、ダイアログボックスが表示され、Setup Wizard に直接アクセスして設定を完了させ
ることができます。

CSC SSM の概要については、「CSC SSMについて」を参照してください。

• Activation/License

• IP Configuration

• Host/Notification Settings

• Management Access Host/Networks

• Password

• Restoring the Default Password

• Wizard Setup

• Summary

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

Activation/License
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > Activation/License

Activation/License ペインでは、CSC SSM の次の 2 つのコンポーネントにアクティベーション コー
ドを設定できます。

• 基本ライセンス

• Plus ライセンス

ASDM を使用して、2 つのライセンスにそれぞれ一度だけ CSC ライセンスを設定できます。 ソフト
ウェアのアップデートをスケジュールしておくと、更新されたライセンス アクティベーション
コードが自動的にダウンロードされます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、CSC Setup ノードのペインは管理コンテキストのみで使用できます。

—
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フィールド

• Product：表示のみ。 コンポーネントの名前を表示します。

• Activation Code：対応する Product フィールドのアクティベーション コードが含まれています。

• License Status：表示のみ。 ライセンスのステータスに関する情報を表示します。 ライセンスが有
効な場合、有効期限が表示されます。 有効期限が過ぎている場合は、このフィールドにライセ
ンスの有効期限が切れている旨が表示されます。

• Nodes：表示のみ。 CSC SSM の基本ライセンスでサポートされているネットワーク デバイスの
最大数が表示されます。 Plus ライセンスはサポートされているネットワーク デバイスの数に影
響しません。したがって、Plus License 領域には Nodes フィールドが表示されません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

IP Configuration
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > IP Configuration

IP Configuration ペインでは、CSC SSM の IP アドレスやその他の関連情報、使用する DNS サーバ、
および CSC SSM ソフトウェアのアップデートを取得するためのプロキシ サーバを設定できます。

フィールド

• Management Interface：CSC SSM への管理アクセスのためのパラメータが含まれています。

－ IP Address：CSC SSM への管理アクセスのための IP アドレスを設定します。

－ Mask：CSC SSM の管理 IP アドレスが含まれるネットワークのネットマスクを設定します。

－ Gateway：ゲートウェイ デバイスの IP アドレスを設定します。 これは、CSC SSM の管理 IP
アドレスが含まれるネットワーク用のゲートウェイ デバイスです。

• DNS Servers：CSC SSM の管理 IP アドレスが含まれるネットワークの DNS サーバに関するパ
ラメータが含まれています。

－ Primary DNS：プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。

－ Secondary DNS：（オプション）セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。

• Proxy Server：（オプション）CSC SSM が CSC SSM ソフトウェアのアップデート サーバに接続
するために使用する、オプションの HTTP プロキシ サーバのパラメータが含まれています。
ネットワーク コンフィギュレーションが、CSC SSM でのプロキシ サーバの使用を必要として
いない場合、このグループのボックスを空のままにすることができます。

－ Proxy Server：（オプション）プロキシ サーバの IP アドレスを設定します。

－ Proxy Port：（オプション）プロキシ サーバの受信ポートを設定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、Activation/License ペインは管理コンテキストのみで使用できます。

—
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

Host/Notification Settings
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > Host/Notification Settings

Host/Notification Settings ペインでは、ホスト名、ドメイン名、電子メール通知、および詳細なスキャ
ンから除外する電子メール メッセージのドメイン名に関する詳細を設定できます。

フィールド

• Host and Domain Names：CSC SSM のホスト名とドメイン名に関する情報が含まれています。

－ HostName：CSC SSM のホスト名を設定します。

－ Domain Name：CSC SSM が含まれているドメイン名を設定します。

• Incoming E-mail Domain Name：SMTP ベースの電子メールに対する信頼できる着信電子メール
ドメイン名の情報が含まれています。

－ Incoming Email Domain：着信電子メールのドメイン名を設定します。 CSC SSM は、このド
メインに送信された SMTP 電子メールをスキャンします。 CSC SSM がスキャンする脅威の
タイプは、購入した CSC SSM のライセンスと、CSC SSM ソフトウェアのコンフィギュレー
ションによって異なります。

（注） CSC SSM では、さまざまな着信電子メールのドメイン リストを設定できます。ASDM には、リス
トの最初のドメインのみが表示されます。 着信電子メールのドメインを追加設定するには、CSC
SSM インターフェイスにアクセスします。 このインターフェイスにアクセスするには、
Configuration > Trend Micro Content Security > Email を選択し、リンクを 1 つクリックして CSC
SSM にアクセスします。 CSC SSM にログインしたら、Mail (SMTP) > Configuration を選択して
Incoming Mail タブをクリックします。

• Notification Settings：イベントの電子メール通知に必要な情報が含まれています。

－ Administrator E-mail：電子メール通知を送信するアカウントの電子メール アドレスを設定
します。

－ E-mail Server IP Address：SMTP サーバの IP アドレスを設定します。

－ Port：SMTP サーバがリスンするポートを設定します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、IP Configuration ペインは管理コンテキストのみで使用できます。

—
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

Management Access Host/Networks
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > Management Access Host/Networks

Management Access Host/Networks ペインでは、CSC SSM への管理アクセスを許可するホストとネッ
トワークを制御できます。 許可するホストまたはネットワークを 1 つ以上指定する必要がありま
す。 許可するホストとネットワークは 8 つまで指定できます。

フィールド

• IP Address：Selected Hosts/Network リストに追加するホストまたはネットワークのアドレスを設
定します。

• Mask：IP Address フィールドに指定したホストまたはネットワークのネットマスクを設定します。

すべてのホストとネットワークを許可するには、IP Address フィールドに 0.0.0.0 と入力し、Mask
リストから 0.0.0.0 を選択します。

• Selected Hosts/Networks：CSC SSM への管理アクセスに信頼できるホストまたはネットワークが
表示されます。ASDM では、ホストまたはネットワークを 1 つ以上設定する必要があります。
ホストとネットワークは 8 つまで設定できます。

リストからホストまたはネットワークを削除するには、リストでエントリを選択して Delete を
クリックします。

• Add >>：Selected Hosts/Network リストに、IP Address フィールドで指定したホストまたはネッ
トワークを追加します。

• Delete：Selected Hosts/Networks リストで選択したホストまたはネットワークを削除します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、Host/Notification Settings ペインは管理コンテキストのみで使用できます。

—

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、Management Access Host/Networks ペインは管理コンテキストのみで使用できま
す。

—
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Password
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > Password

Password ペインでは、CSC SSM への管理アクセスに必要なパスワードを変更できます。 CSC SSM
には、ASDM のパスワードとは別に保持されるパスワードがあります。 それらに同じパスワードを
設定できますが、CSC SSM のパスワードを変更しても ASDM のパスワードに影響することはあり
ません。

ASDM が CSC SSM に接続されているときに CSC SSM パスワードを変更すると、CSC SSM への接
続はドロップされます。 そのため、ASDM には、パスワードを変更する前に確認ダイアログボック
スが表示されます。

ヒント CSC SSM への接続がドロップされたときは、ステータス バーの Connection to Device アイコンを
使って再確立することができます。 この場合、アイコンをクリックしてから、Connection to Device
ダイアログボックスの Reconnect をクリックします。ASDM は、CSC SSM パスワードに設定した
新しいパスワードの入力を要求します。

（注） デフォルトのパスワードは「cisco」です。

パスワードを入力するとアスタリスクで表示されます。

パスワードの長さは、5 ～ 32 文字で指定します。

フィールド

• Old Password：CSC SSM に管理アクセスするために現在のパスワードが必要です。

• New Password：CSC SSM に管理アクセスするための新しいパスワードを設定します。

• Confirm New Password：CSC SSM に管理アクセスするための新しいパスワードを確認します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、Password ペインは管理コンテキストのみで使用できます。

—
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Restoring the Default Password
Tools > CSC Password Reset

ASDM を使用して CSC SSM のパスワードをリセットできます。 このパスワードは、「cisco」（かぎ
カッコなし）というデフォルト値に戻すことができます。 

（注） SSM がインストールされていないと、このオプションはメニューに表示されません。 

CSC SSM パスワードをデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ASDM メニュー バーで、Tools > CSC Password Reset を選択します。

CSC Password Reset confirmation ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 OK をクリックして、CSC SSM パスワードをデフォルト設定にリセットします。

ダイアログボックスに、パスワードのリセットが正常に完了したか、失敗したかが表示されます。

パスワードがリセットされなかったときは、適応型セキュリティ アプライアンスでバージョン 7.2
（2）以降を使用していること、および CSC SSM で最新のバージョン 6.1 を使用していることを確
認してください。

ステップ 3 Close をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

ステップ 4 パスワードをリセットしたら、一意のパスワードに変更する必要があります。

（注） この機能は、システム コンテキストのマルチコンテキスト モードのみで使用できます。

参考資料

Password

Wizard Setup
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > Wizard Setup

Wizard Setup ペインで、Setup Wizard を起動できます。

CSC Setup で他のペインに直接アクセスする前に、Setup Wizard を完了する必要があります。

Setup Wizard を完了したら、Setup Wizard を再度使用することなく CSC SSM に関連するいずれのペ
インも変更することができます。

フィールド

• Launch Setup Wizard：CSC SSM Setup Wizard を起動します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

Summary
Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup > Wizard Setup (Summary)

Summary ペインには、CSC Setup Wizard で行った作業結果が表示されます。 ウィザードを終了する
前に、Summary ペインで作業内容を確認できます。 設定を変更する場合は、< Back をクリックして
変更する設定のペインまで戻り、必要な変更を加えてから Next > をクリックして Summary ペイン
に戻ります。

（注） Finish をクリックした後に、Setup Wizard を再度使用することなく CSC SSM に関連するいずれの
ペインも変更することができます。

フィールド

• Activation Codes：表示のみ。 Activation Codes Configuration ペインで行った設定の要約が表示さ
れます。

－ Base：基本ライセンスのアクティベーション コードが表示されます。

－ Plus：入力した場合は、Plus ライセンスのアクティベーション コードが表示されます。 入
力していないときは、空白になります。

• IP Parameters：表示のみ。 IP Configuration ペインで行った設定の要約が表示されます。次の情報
が含まれています。

－ CSC SSM の管理インターフェイスの IP アドレスとネットマスク。

－ CSC SSM 管理インターフェイスを含むネットワーキング用のゲートウェイ デバイスの IP
アドレス。

－ プライマリ DNS サーバの IP アドレス。

－ セカンダリ DNS サーバの IP アドレス（設定している場合）。

－ プロキシ サーバおよびポート（設定している場合）。

• Host and Domain Names：表示のみ。 Host Configuration ペインで行った設定の要約が表示されま
す。次の情報が含まれています。

－ CSC SSM のホスト名。

－ CSC SSM を含むドメインのドメイン名。

－ 着信電子メールのドメイン名。

－ 管理者の電子メール アドレス。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • 1

1. マルチコンテキスト モードでは、Wizard ペインは管理コンテキストのみで使用できます。

—
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－ 電子メール サーバの IP アドレスとポート番号。

• Management Access List：表示のみ。 Management Access Configuration ペインで行った設定の要約
が表示されます。 ドロップダウン リストには、CSC SSM が管理接続を許可するホストとネット
ワークが含まれています。

• Password：表示のみ。 Password Configuration ペインでパスワードを変更したかどうかを示しま
す。

• < Back：CSC Setup Wizard の前のペインに移動できます。

• Next >：Summary ペインでは、このボタンはグレー表示になっていますが、Back > を使用して
ウィザードの前のペインに移動したときに、このボタンをクリックすると Summary ペインに戻
ります。

• Finish：CAC Setup Wizard を完了し、ウィザードで行ったすべての設定を保存します。

• Cancel：行った設定を保存しないで CSC Setup Wizard を終了します。 Cancel をクリックすると、
ASDM にはユーザの決定を確認するダイアログボックスが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Web
Configuration > Trend Micro Content Security > Web

Web ペインでは、Web 関連機能がイネーブルになっているかどうかを確認したり、CSC SSM にア
クセスして Web 関連機能を設定することができます。

（注） CSC SSM にアクセスするには CSC SSM のパスワードが必要で、CSC SSM GUI を示すブラウザに
よって入力が求められます。 非アクティブ状態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザ ウィンドウの
セッションがタイムアウトになります。 CSC SSM ブラウザを閉じて ASDM の他のリンクをクリッ
クした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、CSC SSM パスワードの入力は求められ
ません。

フィールド

• URL Blocking And Filtering：URL ブロッキングおよび URL フィルタリングに関連する情報とリ
ンクが含まれています。

－ URL Blocking：表示のみ。 CSC SSM で URL ブロッキング機能がイネーブルになっているか
どうかを示します。

－ Configure URL Blocking：CSC SSM で URL ブロッキングを設定するためのウィンドウが開
きます。

－ URL Filtering：表示のみ。 CSC SSM で URL フィルタリング機能がイネーブルになっている
かどうかを示します。

－ Configure URL Filtering Rules：CSC SSM で URL フィルタリング ルールを設定するための
ウィンドウが開きます。

－ Configure URL Filtering Settings：CSC SSM で URL フィルタリングの設定を行うためのウィ
ンドウが開きます。

• File Blocking：CSC SSM の HTTP ファイル ブロッキング機能に関するフィールドとリンクが含
まれています。

－ File Blocking：表示のみ。 CSC SSM でファイル ブロッキング機能がイネーブルになってい
るかどうかを示します。

－ Configure File Blocking：CSC SSM で HTTP ファイル ブロッキング設定を行うためのウィン
ドウを開きます。

• Scanning：CSC SSM の HTTP スキャン機能に関するフィールドとリンクが含まれています。

－ HTTP Scanning：表示のみ。 CSC SSM で HTTP スキャン機能がイネーブルになっているか
どうかを示します。

－ Configure Web Scanning：CSC SSM で HTTP スキャンを設定するためのウィンドウを開きま
す。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 36章      Trend Micro Content Security の設定
Mail

36-18
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Mail
Configuration > Trend Micro Content Security > Mail

Mail ペインでは、電子メール関連の機能がイネーブルになっているかどうかを確認したり、CSC
SSM にアクセスして電子メール関連機能を設定することができます。 

これらの領域の設定の詳細については、次の項を参照してください。

• Mail > SMTP タブ

• Mail > POP3 タブ

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Mail > SMTP タブ
Configuration > Trend Micro Content Security > Mail > SMTP タブ

SMTP タブには、CSC SSM の SMTP 電子メール機能に固有のフィールドとリンクが表示されます。

（注） CSC SSM にアクセスするには CSC SSM のパスワードが必要で、CSC SSM GUI を示すブラウザに
よって入力が求められます。 非アクティブ状態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザ ウィンドウの
セッションがタイムアウトになります。 CSC SSM ブラウザを閉じて ASDM の他のリンクをクリッ
クした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、CSC SSM パスワードの入力は求められ
ません。

フィールド

• Scanning：SMTP スキャンに関するフィールドとリンクが含まれています。

－ Incoming Scan：表示のみ。 CSC SSM で着信 SMTP スキャン機能がイネーブルになっている
かどうかを示します。

－ Configure Incoming Scan：CSC SSM で着信 SMTP スキャンを設定するためのウィンドウを
開きます。

－ Outgoing Scan：表示のみ。 CSC SSM で発信 SMTP スキャン機能がイネーブルになっている
かどうかを示します。

－ Configure Incoming Scan：CSC SSM で発信 SMTP スキャンを設定するためのウィンドウを
開きます。

• Content Filtering：SMTP コンテンツ フィルタリングに関するフィールドとリンクが含まれてい
ます。

－ Incoming Filtering：表示のみ。 CSC SSM で着信 SMTP 電子メールのコンテンツ フィルタリ
ングがイネーブルになっているかどうかを示します。

－ Configure Incoming Filtering：CSC SSM で着信 SMTP コンテンツ フィルタリングを設定す
るためのウィンドウを開きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Outgoing Filtering：表示のみ。 CSC SSM で発信 SMTP 電子メールのコンテンツ フィルタリ
ングがイネーブルになっているかどうかを示します。

－ Configure Outgoing Filtering：CSC SSM で発信 SMTP コンテンツ フィルタリングを設定する
ためのウィンドウを開きます。

• Anti-spam：SMTP アンチスパム機能に関するフィールドとリンクが含まれています。

－ Spam Prevention：表示のみ。 CSC SSM で SMTP アンチスパム機能がイネーブルになってい
るかどうかを示します。

－ Configure Anti-spam：CSC SSM で SMTP アンチスパムを設定するためのウィンドウを開き
ます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

Mail > POP3 タブ
Configuration > Trend Micro Content Security > Mail > POP3 タブ

POP3 タブには、CSC SSM の POP3 電子メール機能に固有のフィールドとリンクが表示されます。

（注） CSC SSM にアクセスするには CSC SSM のパスワードが必要で、CSC SSM GUI を示すブラウザに
よって入力が求められます。 非アクティブ状態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザ ウィンドウの
セッションがタイムアウトになります。 CSC SSM ブラウザを閉じて ASDM の他のリンクをクリッ
クした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、CSC SSM パスワードの入力は求められ
ません。

フィールド

• Scanning：表示のみ。 CSC SSM で POP3 電子メール スキャン機能がイネーブルになっているか
どうかを示します。

• Configure Scanning：CSC SSM で POP3 電子メール スキャンを設定するためのウィンドウを開
きます。

• Anti-spam：表示のみ。 CSC SSM で POP3 アンチスパム機能がイネーブルになっているかどうか
を示します。

• Configure Anti-spam：CSC SSM で POP3 アンチスパム機能を設定するためのウィンドウを開き
ます。

• Content Filtering：表示のみ。 CSC SSM で POP3 電子メール コンテンツ フィルタリング機能がイ
ネーブルになっているかどうかを示します。

• Configure Content Filtering：CSC SSM で POP3 電子メール コンテンツ フィルタリングを設定す
るためのウィンドウを開きます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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File Transfer
Configuration > Trend Micro Content Security > File Transfer

File Transfer ペインでは、FTP 関連機能がイネーブルになっているかどうかを確認したり、CSC SSM
にアクセスして FTP 関連機能を設定することができます。

（注） CSC SSM にアクセスするには CSC SSM のパスワードが必要で、CSC SSM GUI を示すブラウザに
よって入力が求められます。 非アクティブ状態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザ ウィンドウの
セッションがタイムアウトになります。 CSC SSM ブラウザを閉じて ASDM の他のリンクをクリッ
クした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、CSC SSM パスワードの入力は求められ
ません。

フィールド

• File Scanning：表示のみ。 CSC SSM で FTP ファイル スキャン機能がイネーブルになっているか
どうかを示します。

• Configure File Scanning：CSC SSM で FTP ファイル スキャン設定を行うためのウィンドウを開
きます。

• File Blocking：表示のみ。 CSC SSM で FTP ファイル ブロッキング機能がイネーブルになってい
るかどうかを示します。

• Configure File Blocking：CSC SSM で FTP ファイル ブロッキング設定を行うためのウィンドウ
を開きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Updates
Configuration > Trend Micro Content Security > Updates

Updates ペインでは、アップデートのスケジュール設定がイネーブルになっているかどうかを確認
したり、CSC SSM にアクセスしてアップデートのスケジュールを設定することができます。

（注） CSC SSM にアクセスするには CSC SSM のパスワードが必要で、CSC SSM GUI を示すブラウザに
よって入力が求められます。 非アクティブ状態が 10 分間続くと、CSC SSM ブラウザ ウィンドウの
セッションがタイムアウトになります。 CSC SSM ブラウザを閉じて ASDM の他のリンクをクリッ
クした場合は、1 つのセッションがすでに開いているため、CSC SSM パスワードの入力は求められ
ません。

フィールド

• Scheduled Updates：表示のみ。 CSC SSM でアップデートのスケジュール設定がイネーブルに
なっているかどうかを示します。

• Scheduled Update Frequency：アップデートを実行するスケジュールに関する情報が表示されま
す。「Hourly at 10 minutes past the hour」など。

• Component：アップデート可能な CSC SSM のコンポーネントの名前が表示されます。

• Scheduled Updates：表示のみ。 対応するコンポーネントでアップデートのスケジュール設定がイ
ネーブルになっているかどうかを示します。

• Configure Updates：CSC SSM でアップデートのスケジュール設定を行うためのウィンドウを開
きます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 36章      Trend Micro Content Security の設定
CSC への接続 /Content Security and Control のパスワード

36-23
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

CSC への接続 /Content Security and Control のパスワード
Home > Content Security

Configuration > Trend Micro Content Security

Monitoring > Trend Micro Content Security

ASDM で各セッションを開始する際、CSC SSM 関連機能への初回アクセス時に、管理 IP アドレス
を指定し、CSC SSM のパスワードを入力する必要があります。 CSC SSM に正常に接続すると、管
理 IP アドレスとパスワードの入力を再度要求されることはありません。 新しい ASDM セッション
を開始する場合、CSC SSM への接続はリセットされ、IP アドレスと CSC SSM パスワードをもう一
度入力する必要があります。 また、適応型セキュリティ アプライアンスの時間帯を変更したとき
も、CSC SSM への接続がリセットされます。

（注） CSC SSM には、ASDM のパスワードとは別に保持されるパスワードがあります。 それらに同じパ
スワードを設定できますが、CSC SSM のパスワードを変更しても ASDM のパスワードは変更され
ません。

フィールド

• Connecting to CSC：CSC SSM の管理ポートの IP アドレスを指定できます。ASDM では、適応
型セキュリティ アプライアンスの SSM の IP アドレスを自動的に検出します。 検出できない場
合は、管理 IP アドレスを手動で指定できます。

－ Management IP Address：CSC SSM への接続用の管理 IP アドレスを ASDM が検出した IP ア
ドレスに設定します。これがデフォルトの選択です。

－ Other IP Address or Hostname：管理 IP アドレスをユーザが入力した値に設定します。

• CSC Password：CSC SSM にアクセスするためのパスワードを指定できます。 パスワードを指定
すると、ASDM は CSC SSM への接続を確立できます。 ASDM では、この接続を使用して、CSC
SSM でイネーブルになっている機能に関する情報など、監視およびステータス情報を取得しま
す。

パスワードを入力してから 10 分間、CSC SSM GUI を開くリンクのクリックでは、CSC SSM
GUI を表示するブラウザでの CSC SSM パスワードの再入力が不要になります。

－ Password：CSC SSM のパスワードが必要です。 Configuration > Trend Micro Content Security
> CSC Setup で Setup Wizard を完了していない場合は、デフォルトの CSC パスワードを使
用します。 次に、Setup Wizard で設定を完了します。その際、デフォルトのパスワードの変
更も行います。

（注） デフォルトの CSC SSM パスワードは、「cisco」です。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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参考資料

CSC SSMの管理
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37

システム ログ メッセージのモニタリ
ング

ログ表示機能を使って、ログ バッファに表示されるリアルタイム のシステム ログ メッセージを表
示できます。 FWSM ウィンドウで Cisco ASDM 5.2F を開くと、ウィンドウの下部に最新の ASDM シ
ステム ログ メッセージが表示されます。 Configure ASDM Logging Filters リンクをクリックすると、
Logging Filters ペインにアクセスできます。 システム ログ メッセージのフィルタリングの詳細につ
いては、P.13-15 の「Logging Filters」を参照してください。

これらのメッセージは、エラーのトラブルシューティングや、システムの使用状況およびパフォー

マンスの監視に役立ちます。 ロギング機能の説明については、第 13 章「ロギングの設定」を参照し
てください。

ログ表示機能の概要

ここでは、次の項目について説明します。

• Log Buffer（P.37-2）

• Real-Time Log Viewer（P.37-4）
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Log Buffer
Monitoring > Logging > Log Buffer

このペインを使用して、バッファに保存されているログ メッセージを別のウィンドウに表示しま
す。 

フィールド

• Logging Level：ロギング メッセージのレベルを Emergency から Debugging の範囲で選択します。 

• View：別のウィンドウを開き、ログ メッセージを表示します。 ここでメッセージ ウィンドウを
クリアして、ログの内容を保存できます。 また、メッセージ内の特定のテキストを検索するこ
ともできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Log Buffer Viewer 
Monitoring > Logging > Log Buffer > View

このペインを使用してログ バッファに示されるメッセージを表示し、メッセージの説明、メッセー
ジの詳細、および、実行したり、必要に応じて解決したりするための推奨アクションを確認しま

す。 ビューアのメッセージを右クリックするとメニューが表示され、Refresh、Copy、Save、Clear、
Color Settings、Create Rule、Show Rule および Show Details オプションの中から選択できます。 こ
のペインの下部には、それぞれの重大度に関連付けられているアイコンのリストが表示されます。

重大度の詳細については、第 13 章「ロギングの設定」を参照してください。

フィールド

• Refresh：表示をリフレッシュします。

• Copy：選択したメッセージをコピーします。

• Save：ログの内容をコンピュータに保存します。

• Clear：メッセージ リストをクリアします。

• Color Settings：さまざまな重大度のメッセージを異なる色で表示するように指定できます。 

• Create Rule：メッセージを作成したアクセス コントロール ルールと逆のアクションを実行する
アクセス コントロール ルールを作成できます。

• Show Rule：選択したメッセージを作成したアクセス コントロール ルールを表示します。 この
機能は、システム ログ メッセージ ID 106100 および 106023 のみに適用されます。

• Show Details：Explanation タブ、Recommended Action タブおよび Details タブを表示または非表
示にします。 Explanation タブには、メッセージ構文、メッセージの説明および推奨される修正
アクション（ある場合）が表示されます。 Recommended Action タブには、このメッセージを受
け取った際に実行する手順が説明されています。 Details タブには、日付、時刻、重大度、syslog
ID、送信元の IP アドレス、宛先の IP アドレスおよびメッセージの説明が表示されます。

• Find：メッセージで検索するテキストを入力します。 入力したテキストに基づいてメッセージ
を検索します。

• Help：詳細を表示します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Filter By：メッセージのフィルタ条件にするテキストを入力できます。 Enter を押すか、または
Filter をクリックして表示されたメッセージにフィルタを適用します。

• Show All：すべてのメッセージを表示します。 フィルタは、表示から除外されます。 このボタン
は、表示されたログ メッセージにフィルタが適用されている場合のみアクティブになります。

• Filter：メッセージ リストにフィルタを適用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Real-Time Log Viewer
Monitoring > Logging > Real-Time Log Viewer

このペインを使用して、別のウィンドウにリアルタイムのシステム ログ メッセージを表示します。 

フィールド

• Logging Level：ロギング メッセージのレベルを Emergency から Debugging の範囲で選択します。

• Buffer Limit：表示するログ メッセージの最大数。デフォルトは 1000 です。

• View：別のウィンドウを開き、ログ メッセージを表示します。 ここで着信メッセージを一時停
止して、メッセージ ウィンドウをクリアし、ログの内容を保存できます。 また、メッセージ内
の特定のテキストを検索したり、重大度ごとに色を設定したり、アクセス ルールを作成および
表示したり、メッセージの詳細を確認することもできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Real-Time Log Viewer
Monitoring > Logging > Real-Time Log Viewer >View

このペインを使用して、着信メッセージをリアルタイムで表示して、指定したテキストを基準に

メッセージをフィルタリングします。 ビューアのメッセージを右クリックするとメニューが表示さ
れ、Refresh、Copy、Save、Clear、Color Settings、Create Rule、Show Rule および Show Details オプ
ションの中から選択できます。 このペインの下部には、それぞれの重大度に関連付けられているア
イコンのリストが表示されます。重大度の詳細については、第 13 章「ロギングの設定」を参照し
てください。

フィールド

• Pause：Real-time Log Viewer のスクロールを一時停止します。

• Copy：選択したメッセージをコピーします。

• Save：コンピュータにログを保存します。

• Clear：メッセージ リストをクリアします。

• Color Settings：さまざまな重大度のメッセージを異なる色で表示するように指定できます。 

• Create Rule：メッセージを作成したアクセス コントロール ルールと逆のアクションを実行する
アクセス コントロール ルールを作成できます。

• Show Rule：選択したメッセージを作成したアクセス コントロール ルールを表示します。 この
機能は、システム ログ メッセージ ID 106100 および 106023 のみに適用されます。

• Show Details：Explanation タブ、Recommended Action タブおよび Details タブを表示または非表
示にします。 Explanation タブには、メッセージ構文、メッセージの説明および推奨される修正
アクション（ある場合）が表示されます。 Recommended Action タブには、このメッセージを受
け取った際に実行する手順が説明されています。 Details タブには、日付、時刻、重大度、syslog
ID、送信元の IP アドレス、宛先の IP アドレスおよびメッセージの説明が表示されます。

• Find：ログで検索するテキストを入力します。 入力したテキストに基づいてメッセージを検索
します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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• Help：詳細を表示します。 

• Filter By：メッセージのフィルタ条件になるテキストを入力できます。 Enter を押すか、または
Filter をクリックして表示されたログ メッセージにフィルタを適用します。

• Show All：すべてのメッセージを表示します。 フィルタは、表示から除外されます。 このボタン
は、表示されたログ メッセージにフィルタが適用されている場合のみアクティブになります。

• Filter：表示されたメッセージにフィルタを適用します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 37章      システム ログ メッセージのモニタリング
Real-Time Log Viewer

37-6
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J



C H A P T E R

38-1
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

38

Trend Micro Content Security のモニ
タリング

ASDM では、Content Security and Control（CSC）SSM の統計情報や CSC SSM 関連の機能を監視で
きます。

CSC SSM の概要については、「CSC SSMについて」 を参照してください。

（注） Configuration > Trend Micro Content Security > CSC Setup で Setup Wizard を完了していないと、
Monitoring > Trend Micro Content Security のペインにアクセスできません。 その代わりに、ダイアロ
グボックスが表示され、Monitoring > Trend Micro Content Security から Setup Wizard に直接アクセス
することができます。
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Threats
Monitoring > Trend Micro Content Security > Threats

Threats では、CSC SSM で検出されたさまざまなタイプの脅威に関する情報をグラフ形式で表示で
きます。 1 つのフレームに最大で 4 つのグラフを表示することができます。

フィールド

• Available Graphs for：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。 グラフには、10 秒間隔
でデータが表示されます。

－ Viruses detected：検出されたウイルスの統計情報を表示します。

－ URL Filtered, URL Blocked：フィルタリングおよびブロックされた URL の統計情報を表示
します。

－ Spam detected：検出されたスパム メールの統計情報を表示します。

－ Spyware blocked：ブロックされたスパイウェアの統計情報を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs リストに表示され
ます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。

• Add：Available Graphs For リストで選択したエントリを Selected Graphs リストに移動します。

• Remove：Selected Graphs リストから選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウまたは更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情報
を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Live Security Events
Monitoring > Trend Micro Content Security > Live Security Events

Live Security Events ペインを使用して、別のウィンドウにライブかつリアルタイムのセキュリティ
イベントを表示します。

フィールド

• Buffer Limit：表示するログ メッセージの最大数。デフォルトは 1000 です。

• View：別のウィンドウを開き、イベント メッセージを表示します。 ここで着信メッセージを一
時停止して、メッセージ ウィンドウをクリアし、イベント メッセージを保存できます。 また、
メッセージ内の特定のテキストを検索することもできます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

Live Security Events Viewer
Monitoring > Trend Micro Content Security > Live Security Events > Live Security Events Viewer

Live Security Events Viewer では、CSC SSM から受信したセキュリティ イベント メッセージをリア
ルタイムで表示できます。 指定したテキストに基づいてセキュリティ イベント メッセージをフィ
ルタリングできます。

フィールド

• Filter Incoming Messages

－ Show All：すべてのメッセージを表示します。

－ Filter by Text：入力したテキストに基づいてメッセージをフィルタリングできます。

• Filter：メッセージをフィルタリングします。

• Find Messages：入力したテキストに基づいてメッセージを検索します。

－ Text：メッセージ ログで検索するテキストを入力します。

－ Find Next：Text に入力したテキストに一致する次のエントリを検索します。

• Columns：次の読み取り専用カラムを表示します。

－ Time：イベントが発生した時刻を表示します。

－ Source：脅威の侵入元の IP アドレスまたはホスト名を表示します。

－ Threat/Filter：脅威のタイプ、URL フィルタ イベントの場合は、イベントをトリガーした
フィルタを表示します。

－ Subject/File/URL：脅威が含まれる電子メールの件名、脅威が含まれる FTP ファイルの名
前、またはブロックされたかフィルタリングされた URL を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ Receiver/Host：脅威が含まれる電子メールの宛先、または脅威にさらされたノードの IP ア
ドレスかホスト名を表示します。

－ Sender：脅威が含まれる電子メールの送信者を表示します。

－ Content Action：添付ファイルの検疫や削除など、メッセージの内容に対して実行するアク
ションを表示します。

－ Msg Action：メッセージを変えずに配信、添付ファイルを削除した後に配信、または添付
ファイルをクリーニングした後に配信など、メッセージに対して実行するアクションを表

示します。

• Pause：Live Security Events ログのスクロールを一時停止します。

• Save Events As：コンピュータにログを保存します。

• Clear Display：メッセージ リストをクリアします。

• Close：ペインを閉じて、前の画面に戻ります。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Software Updates
Monitoring > Trend Micro Content Security > Software Updates

Software Updates ペインには、CSC SSM のソフトウェアのアップデートに関する情報が表示されま
す。

フィールド

• Component：アップデート可能な CSC SSM ソフトウェアのコンポーネントの名前が表示されま
す。

• Version：対応するコンポーネントの現在のバージョンを表示します。

• Last Update：対応するコンポーネントがアップデートされた日付と時刻を表示します。 CSC
SSM ソフトウェアをインストールしてからコンポーネントをアップデートしたことがなけれ
ば、このカラムに「None」と表示されます。

• Last Refresh：ASDM でソフトウェア アップデートについて CSC SSM から情報を最後に受け
取った日付と時刻を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Resource Graphs
セキュリティ アプライアンスでは、CPU 使用率とメモリ使用量など、CSC SSM のステータスを監
視できます。

• CSC CPU

• CSC Memory

CSC CPU
Monitoring > Trend Micro Content Security > Resource Graphs > CSC CPU

CSC CPU ペインでは、CSC SSM での CPU 使用率に関する情報をグラフ形式で表示できます。

フィールド

• Available Graphs for：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ CPU Utilization：CSC SSM での CPU 使用率の統計情報を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs リストに表示され
ます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：Available Graphs For リストで選択したエントリを Selected Graphs リストに移動します。

• Remove：Selected Graphs リストから選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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CSC Memory
Monitoring > Trend Micro Content Security > Resource Graphs > CSC Memory

CSC Memory ペインでは、CSC SSM でのメモリ使用量に関する情報をグラフ形式で表示できます。

フィールド

• Available Graphs For：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ Free Memory：使用していないメモリの量に関する統計情報を表示します。

－ Used Memory：使用中のメモリの量に関する統計情報を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs リストに表示され
ます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。

• Add：Available Graphs For リストで選択したエントリを Selected Graphs リストに移動します。

• Remove：Selected Graphs リストから選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

CSC SSMの管理

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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39

フェールオーバーのモニタリング

シングルコンテキスト モード

Failover
フェールオーバー ペアとフェールオーバー関連の統計情報で、アクティブ デバイスおよびスタン
バイ デバイスのステータスを監視できます。 詳細については、次の画面を参照してください。

• Status：デバイスのフェールオーバー ステータスを表示します。

• Graphs：さまざまなフェールオーバー通信統計情報のグラフを表示します。

参考資料

フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Status

Monitoring > Properties > Failover > Status

Status ペインには、システムのフェールオーバー 状態が表示されます。 また、シングル コンテキス
ト モードで、システムのフェールオーバー状態を次の方法で制御することもできます。

• デバイスのアクティブ /スタンバイ 状態を切り替える。

• 障害が発生したデバイスをリセットする。

• スタンバイ装置をリロードする。

フィールド

Failover state of the system：表示のみ。 セキュリティ アプライアンスのフェールオーバー状態を表示
します。 このフィールドの情報は、show failover コマンドで受け取る出力と同じです。 次の情報が含
まれます。

（注） セキュリティ コンテキスト内でフェールオーバー ステータスを表示すると、次のフィールドのサ
ブセットのみが表示されます。 これらのフィールドには、フィールド名の前にアスタリスク（*）が
付きます。
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• *Failover：フェールオーバーがイネーブルの場合は「On」が、イネーブルでない場合は「Off」
が表示されます。

• Cable Status：（PIX セキュリティ アプライアンス プラットフォームのみ）シリアル フェール
オーバー ケーブルのステータスを表示します。 次に、起こりうるケーブル状態を表示します。

－ Normal：ケーブルは両方の装置に接続されており、両方の装置とも電源が入っています。

－ My side not connected：シリアル ケーブルがこの装置に接続されていません。ケーブルがも
う一方の装置に接続されているかどうかは不明です。

－ Other side is not connected：シリアル ケーブルはこの装置に接続されていますが、もう一方
の装置には接続されていません。

－ Other side powered off：相手装置の電源がオフになっています。

－ N/A：LAN ベースのフェールオーバーはイネーブルです。

• Failover unit：フェールオーバー ペアにおけるシステムの役割を「Primary」または「Secondary」
のいずれかで表示します。 

• Failover LAN Interface：LAN フェールオーバー インターフェイスの論理名および物理名を表示
します。 PIX プラットフォームで専用のフェールオーバー ケーブルを使用している場合、この
フィールドに「N/A - Serial-based failover enabled」と表示されます。 フェールオーバー インター
フェイスを設定していない場合、このフィールドに「Not configured」と表示されます。 

• Unit Poll frequency/holdtime：フェールオーバー リンクに送信される hello メッセージの頻度、お
よび hello メッセージを受信していないときにピアの障害テストを実行するまでに待機する時
間を表示します。

• Interface Poll frequency：監視対象インターフェイスでの hello メッセージの間隔を秒数で表示し
ます。

• Interface Policy：インターフェイスの数が表示されます。この数を超えたインターフェイスが故
障すると、フェールオーバーがトリガーされます。

• Monitored Interfaces：フェールオーバーを監視しているヘルスのあるインターフェイスの数を表
示します。

• failover replication http：HTTP の複製がイネーブルになっている場合に表示されます。

• *Last Failover：最後にフェールオーバーが発生した日付と時刻を表示します。

• *This Host(Context)/Other Host(Context)：フェールオーバー ペアの各ホスト（または、マルチ コ
ンテキスト モードで選択したコンテキスト）について、次の情報が表示されます。

－ Primary or Secondary：装置がプライマリ装置か、セカンダリ装置かを表示します。 また、次
のステータスも表示されます。

*Active：装置はアクティブ装置です。
*Standby：装置はスタンバイ装置です。
*Disabled：装置のフェールオーバーがディセーブルになっているか、またはフェールオー
バー リンクが設定されていません。
*Listen：装置は、ポーリング メッセージをリスンすることでアクティブ装置の検出を試み
ます。

*Learn：装置はアクティブ装置を検出し、スタンバイ モードに移る前にコンフィギュレー
ションを同期化していません。

*Failed：装置で障害が発生しました。
－ *Active Time：装置がアクティブ状態になってからの時間（秒数）。

－ *[context_name] Interface name (n.n.n.n)：インターフェイスごとに、各装置で現在使用して
いる IP アドレス、および次の状態のいずれかが表示されます。 マルチ コンテキスト モー
ドでは、各インターフェイスの前にコンテキスト名が表示されます。 

Failed：インターフェイスに障害が発生しました。
Link Down：インターフェイスの回線プロトコルがダウンしています。
Normal：インターフェイスが正しく動作しています。
No Link：インターフェイスは管理上シャットダウンされました。
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Unknown：セキュリティ アプライアンスがインターフェイスのステータスを判別できませ
ん。

(Waiting)：インターフェイスは、相手装置からポーリング メッセージを受信していません。
Testing：インターフェイスはテスト中です。

*Stateful Failover Logical Updates Statistics：次のフィールドは、ステートフル フェールオーバー機能
に関連します。Link フィールドにインターフェイス名が表示されている場合は、ステートフル
フェールオーバー統計情報が表示されます。

（注） ステートフル フェールオーバーは、ASA 5505 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスではサ
ポートされません。 これらの統計情報は、ASA 5505 セキュリティ アプライアンスで実行している
ASDM には表示されません。

• Link：次のいずれかを表示します。

－ interface_name：ステートフル フェールオーバー リンクに使用するインターフェイス。

－ Unconfigured：ステートフル フェールオーバーを使用していません。

• Stateful Obj：各フィールド型で、次の統計情報が表示されます。

xmit：相手装置に送信されたパケットの数。

xerr：相手装置にパケットを送信中に発生したエラーの数。

rcv：受信されたパケットの数。

rerr：相手装置からパケットを受信中に発生したエラーの数。

ステートフル オブジェクトのフィールド型は次のとおりです。

－ General：ステートフル オブジェクトの総数。

－ sys cmd：論理更新システム コマンド（LOGIN、Stay Alive など）。

－ up time：アップタイム（アクティブ装置がスタンバイ装置に渡す値）。

－ RPC services：Remote Procedure Call（リモート プロシージャ コール）接続の情報。

－ TCP conn：TCP 接続の情報。

－ UDP conn：ダイナミック UDP 接続の情報。

－ ARP tbl：ダイナミック ARP テーブルの情報。

－ L2BRIDGE tbl：レイヤ 2 ブリッジ テーブルの情報（透過ファイアウォール モードのみ）。

－ Xlate_Timeout：接続変換タイムアウトの情報を示します。

－ VPN IKE upd：IKE 接続の情報。

－ VPN IPSEC upd：IPSec 接続の情報。

－ VPN CTCP upd：cTCP トンネル接続の情報。

－ VPN SDI upd：SDI AAA 接続の情報。

－ VPN DHCP upd：トンネリングされた DHCP 接続の情報。

• *Logical Update Queue Information：次の統計情報を表示します。

－ Recv Q：受信キューのステータス。

－ Xmit Q：送信キューのステータス。

各キューに対して、次の情報が表示されます。

－ Cur：キューの現在のパケット数。

－ Max：パケットの最大数。

－ Total：パケットの合計数。
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*Lan-based Failover is active：このフィールドは、LAN ベースのフェールオーバーがイネーブルの場
合にのみ表示されます。

• interface name (n.n.n.n) and peer (n.n.n.n)：各装置で現在使用されているフェールオーバー リンク
の名前と IP アドレス。

Status ペインでは、次のアクションを使用できます。

• Make Active：（シングル モードのみで使用可能）このボタンをクリックして、アクティブ / ス
タンバイ コンフィギュレーションでセキュリティ アプライアンスをアクティブ装置にします。

• Make Standby：（シングル モードのみで使用可能）このボタンをクリックして、アクティブ /ス
タンバイ ペアでセキュリティ アプライアンスをスタンバイ装置にします。 

• Reset Failover：（シングル モードのみで使用可能）このボタンをクリックして、システムを障
害状態からスタンバイ状態にリセットします。 システムをアクティブ状態にリセットすること
はできません。 アクティブ装置でこのボタンをクリックすると、スタンバイ装置がリセットさ
れます。

• Reload Standby：（シングル モードのみで使用可能）このボタンをクリックして、スタンバイ装
置を強制的にリロードします。

• Refresh：このボタンをクリックして、system フィールドのフェールオーバー状態にあるステー
タス情報をリフレッシュします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

Graphs

Monitoring > Properties > Failover > Graphs

Graphs ペインでは、フェールオーバーの統計情報をグラフ形式またはテーブル形式で表示できま
す。 マルチ コンテキスト モードでは、Graphs ペインは管理コンテキストのみで使用できます。

グラフの情報は、ステートフル フェールオーバーのみに関連します。

フィールド

• Available Graphs for：モニタリングに使用可能な統計情報のタイプを一覧表示します。 1 つのグ
ラフ ウィンドウに表示する統計タイプを 4 つまで選択できます。 このフィールドで統計タイプ
をダブルクリックして、Selected Graphs フィールドに移動します。 このフィールドで統計タイ
プを一回クリックして、エントリを選択します。 複数のエントリを選択できます。

グラフ ウィンドウで、次の統計タイプをグラフ形式またはテーブル形式で使用できます。 これ
らの統計タイプでは、フェールオーバー ペアで相手装置と送受信するパケット数を表示しま
す。

－ RPC services information：セキュリティ アプライアンスの RPC サービス情報を表示します。 

－ TCP Connection Information：セキュリティ アプライアンスの TCP 接続情報を表示します。 

－ UDP Connection Information：セキュリティ アプライアンスの UDP 接続情報を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ ARP Table Information：セキュリティ アプライアンスの ARP テーブル情報を表示します。

－ L2Bridge Table Information：（透過ファイアウォール モードのみ）レイヤ 2 ブリッジ テーブ
ルのパケット数を表示します。

－ Xmit Queue：（シングル モードのみ）送信されたパケットの現在の数、最大数、および合
計数を表示します。

－ Receive Queue：（シングル モードのみ）受信されたパケットの現在の数、最大数、および
合計数を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs フィールドに表示
されます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：このボタンをクリックして、Available Graphs For フィールドで選択したエントリを
Selected Graphs フィールドに移動します。

• Remove：Selected Graphs フィールドから、選択した統計タイプを削除します。

• Selected Graphs：選択したグラフ ウィンドウに表示する統計タイプを表示します。 タイプを 4 つ
まで含めることができます。 このフィールドで統計タイプをダブルクリックして、選択した統
計タイプをフィールドから削除します。 このフィールドで統計タイプを一回クリックして、統
計タイプを選択します。 複数の統計タイプを選択できます。

• Show Graphs：このボタンをクリックして、新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ
ウィンドウに選択した統計情報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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マルチコンテキスト モード
システム コンテキストのシステムおよび個々のフェールオーバー グループのフェールオーバー ス
テータスを監視できます。 システム コンテキストからのフェールオーバー ステータスの監視につ
いては、次の項目を参照してください。

• System

• Failover Group 1 and Failover Group 2

参考資料

フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

System
System > Monitoring > Failover > System

System ペインには、システムのフェールオーバー状態が表示されます。また、システムのフェール
オーバー状態を次の方法で制御することもできます。

• デバイスのアクティブ /スタンバイ 状態を切り替える。

• 障害が発生したデバイスをリセットする。

• スタンバイ装置をリロードする。

フィールド

Failover state of the system：表示のみ。 セキュリティ アプライアンスのフェールオーバー状態を表示
します。 表示される情報は、show failover コマンドで受け取る出力と同じです。 次の情報が含まれ
ます。

• Failover：フェールオーバーがイネーブルの場合は「On」が、イネーブルでない場合は「Off」
が表示されます。

• Cable Status：（PIX セキュリティ アプライアンス プラットフォームのみ）シリアル フェール
オーバー ケーブルのステータスを表示します。 次に、起こりうるケーブル状態を表示します。

－ Normal：ケーブルは両方の装置に接続されており、両方の装置とも電源が入っています。

－ My side not connected：シリアル ケーブルがこの装置に接続されていません。ケーブルがも
う一方の装置に接続されているかどうかは不明です。

－ Other side is not connected：シリアル ケーブルはこの装置に接続されていますが、もう一方
の装置には接続されていません。

－ Other side powered off：相手装置の電源がオフになっています。

－ N/A：LAN ベースのフェールオーバーはイネーブルです。

• Failover unit：フェールオーバー ペアにおけるシステムの役割を「Primary」または「Secondary」
のいずれかで表示します。 

• Failover LAN Interface：LAN フェールオーバー インターフェイスの論理名および物理名を表示
します。 PIX プラットフォームで専用のフェールオーバー ケーブルを使用している場合、この
フィールドに「N/A - Serial-based failover enabled」と表示されます。 フェールオーバー インター
フェイスを設定していない場合、このフィールドに「Not configured」と表示されます。 

• Unit Poll frequency/holdtime：フェールオーバー リンクに送信される hello メッセージの頻度、お
よび hello メッセージを受信していないときにピアの障害テストを実行するまでに待機する時
間を表示します。

• Interface Poll frequency：監視対象インターフェイスでの hello メッセージの間隔を秒数で表示し
ます。
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• Interface Policy：インターフェイスの数が表示されます。この数を超えたインターフェイスが故
障すると、フェールオーバーがトリガーされます。

• Monitored Interfaces：フェールオーバーを監視しているヘルスのあるインターフェイスの数を表
示します。

• failover replication http：HTTP の複製がイネーブルになっていることを示します。

• Group x Last Failover：各フェールオーバー グループで、最後にフェールオーバーが発生した日
付と時刻を表示します。

• This Host/Other Host：フェールオーバー ペアの各ホストについて、次の情報が表示されます。

－ Primary or Secondary：装置がプライマリ装置か、セカンダリ装置かを表示します。 

－ Group x：各フェールオーバー グループについて、次の情報が表示されます。

State：Active または Standby Ready。
Active Time：フェールオーバー グループがアクティブ状態にあった時間（秒数）。

－ context_name Interface name (n.n.n.n)：インターフェイスごとに、各装置で現在使用している
IP アドレス、および次の状態のいずれかが表示されます。 

Failed：インターフェイスに障害が発生しました。
Link Down：インターフェイスの回線プロトコルがダウンしています。
Normal：インターフェイスが正しく動作しています。
No Link：インターフェイスは管理上シャットダウンされました。
Unknown：セキュリティ アプライアンスがインターフェイスのステータスを判別できませ
ん。

(Waiting)：インターフェイスは、相手装置からポーリング メッセージを受信していません。

Testing：インターフェイスはテスト中です。

Stateful Failover Logical Updates Statistics：次のフィールドは、ステートフル フェールオーバー機能
に関連します。Link フィールドにインターフェイス名が表示されている場合、ステートフル フェー
ルオーバー統計情報が表示されます。

（注） ステートフル フェールオーバーは、ASA 5505 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスではサ
ポートされません。 これらの統計情報は、ASA 5505 セキュリティ アプライアンスで実行している
ASDM には表示されません。

• Link：次のいずれかを表示します。

－ interface_name：ステートフル フェールオーバー リンクに使用するインターフェイス。

－ Unconfigured：ステートフル フェールオーバーを使用していません。

• Stateful Obj：各フィールド型で、次の統計情報が表示されます。

xmit：相手装置に送信されたパケットの数。

xerr：相手装置にパケットを送信中に発生したエラーの数。

rcv：受信されたパケットの数。

rerr：相手装置からパケットを受信中に発生したエラーの数。

ステートフル オブジェクトのフィールド型は次のとおりです。

－ General：ステートフル オブジェクトの総数。

－ sys cmd：論理更新システム コマンド（LOGIN、Stay Alive など）。

－ up time：アップタイム（アクティブ装置がスタンバイ装置に渡す値）。

－ RPC services：Remote Procedure Call（リモート プロシージャ コール）接続の情報。

－ TCP conn：TCP 接続の情報。
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－ UDP conn：ダイナミック UDP 接続の情報。

－ ARP tbl：ダイナミック ARP テーブルの情報。

－ L2BRIDGE tbl：レイヤ 2 ブリッジ テーブルの情報（透過ファイアウォール モードのみ）。

－ Xlate_Timeout：接続変換タイムアウトの情報を示します。

－ VPN IKE upd：IKE 接続の情報。

－ VPN IPSEC upd：IPSec 接続の情報。

－ VPN CTCP upd：cTCP トンネル接続の情報。

－ VPN SDI upd：SDI AAA 接続の情報。

－ VPN DHCP upd：トンネリングされた DHCP 接続の情報。

• Logical Update Queue Information：次の統計情報を表示します。

－ Recv Q：受信キューのステータス。

－ Xmit Q：送信キューのステータス。

各キューに対して、次の情報が表示されます。

－ Cur：キューの現在のパケット数。

－ Max：パケットの最大数。

－ Total：パケットの合計数。

Lan-based Failover is active：このフィールドは、LAN ベースのフェールオーバーがイネーブルの場
合にのみ表示されます。

• interface name (n.n.n.n) and peer (n.n.n.n)：各装置で現在使用されているフェールオーバー リンク
の名前と IP アドレス。

System ペインでは、次のアクションを使用できます。

• Make Active：このボタンをクリックして、アクティブ /スタンバイ コンフィギュレーションで
セキュリティ アプライアンスをアクティブ装置にします。 アクティブ / アクティブ コンフィ
ギュレーションで、このボタンをクリックすると、セキュリティ アプライアンスで両方の
フェールオーバー グループがアクティブになります。

• Make Standby：このボタンをクリックして、アクティブ /スタンバイ ペアでセキュリティ アプ
ライアンスをスタンバイ装置にします。 アクティブ / アクティブ コンフィギュレーションで、
このボタンをクリックすると、セキュリティ アプライアンスで両方のフェールオーバー グルー
プがスタンバイ状態になります。

• Reset Failover：このボタンをクリックして、システムを障害状態からスタンバイ状態にリセッ
トします。 システムをアクティブ状態にリセットすることはできません。 アクティブ装置でこ
のボタンをクリックすると、スタンバイ装置がリセットされます。

• Reload Standby：このボタンをクリックして、スタンバイ装置を強制的にリロードします。

• Refresh：このボタンをクリックして、system フィールドのフェールオーバー状態にあるステー
タス情報をリフレッシュします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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Failover Group 1 and Failover Group 2
System > Monitoring > Failover > Failover Group 1 and Failover Group 2

Failover Group 1 and Failover Group 2 ペインには、選択したグループのフェールオーバー状態が表
示されます。また、グループのアクティブ /スタンバイ状態を切り替えるか、または障害が発生し
たグループをリセットして、グループのフェールオーバー状態を制御することもできます。

フィールド

Failover state of Group[x]：表示のみ。 選択したフェールオーバー グループのフェールオーバー状態
を表示します。 表示される情報は、show failover group コマンドで受け取る出力と同じです。次の
情報が含まれます。

• Last Failover：最後のフェールオーバーの日付と時刻。

• This Host/Other Host ：フェールオーバー ペアの各ホストについて、次の情報が表示されます。

－ Primary or Secondary：装置がプライマリ装置か、セカンダリ装置かを表示します。 フェール
オーバー グループについて次の情報も表示されます。

Active：指定した装置でフェールオーバー グループがアクティブです。
Standby：指定した装置でフェールオーバー グループがスタンバイ状態です。 
Disabled：装置のフェールオーバーがディセーブルになっているか、またはフェールオー
バー リンクが設定されていません。
Listen：装置は、ポーリング メッセージをリスンすることでアクティブ装置の検出を試み
ます。

Learn：装置はアクティブ装置を検出し、スタンバイ モードに移る前にコンフィギュレー
ションを同期化していません。

Failed：指定した装置でフェールオーバー グループが障害状態です。

－ Active Time：指定した装置でフェールオーバー グループがアクティブ状態にあった時間
（秒数）。

－ context_name Interface name (n.n.n.n)：選択したフェールオーバー グループのインターフェ
イスごとに、そのグループが所属するコンテキストと、各装置で現在使用されている IP ア
ドレス、および次のいずれかの状態が表示されます。 

Failed：インターフェイスに障害が発生しました。

Link Down：インターフェイスの回線プロトコルがダウンしています。
Normal：インターフェイスが正しく動作しています。
No Link：インターフェイスは管理上シャットダウンされました。
Unknown：セキュリティ アプライアンスがインターフェイスのステータスを判別できませ
ん。

(Waiting)：インターフェイスは、相手装置からポーリング メッセージを受信していません。
Testing：インターフェイスはテスト中です。

• Stateful Failover Logical Updates Statistics：次のフィールドは、ステートフル フェールオーバー
機能に関連します。Link フィールドにインターフェイス名が表示されている場合、ステートフ
ル フェールオーバー統計情報が表示されます。

Link：次のいずれかを表示します。

－ interface_name：ステートフル フェールオーバー リンクに使用するインターフェイス。

－ Unconfigured：ステートフル フェールオーバーを使用していません。

Stateful Obj：各フィールド型で、次の統計情報が表示されます。

－ xmit：相手装置に送信されたパケットの数。

－ xerr：相手装置にパケットを送信中に発生したエラーの数。

－ rcv：受信されたパケットの数。
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－ rerr：相手装置からパケットを受信中に発生したエラーの数。

ステートフル オブジェクトのフィールド型は次のとおりです。

－ General：ステートフル オブジェクトの総数。

－ sys cmd：論理更新システム コマンド（LOGIN、Stay Alive など）。

－ up time：アップタイム（アクティブ装置がスタンバイ装置に渡す値）。

－ RPC services：Remote Procedure Call（リモート プロシージャ コール）接続の情報。

－ TCP conn：TCP 接続の情報。

－ UDP conn：ダイナミック UDP 接続の情報。

－ ARP tbl：ダイナミック ARP テーブルの情報。

－ L2BRIDGE tbl：レイヤ 2 ブリッジ テーブルの情報（透過ファイアウォール モードのみ）。

－ Xlate_Timeout：接続変換タイムアウトの情報を示します。

－ IKE upd：IKE 接続の情報。

－ VPN IPSEC upd：IPSec 接続の情報。

－ VPN CTCP upd：cTCP トンネル接続の情報。

－ VPN SDI upd：SDI AAA 接続の情報。

－ VPN DHCP upd：トンネリングされた DHCP 接続の情報。

• Logical Update Queue Information：次の統計情報を表示します。

－ Recv Q：受信キューのステータス。

－ Xmit Q：送信キューのステータス。

各キューに対して、次の情報が表示されます。

－ Cur：キューの現在のパケット数。

－ Max：パケットの最大数。

－ Total：パケットの合計数。

このペインで次のアクションを実行できます。

• Make Active：このボタンをクリックして、セキュリティ アプライアンスでフェールオーバー
グループをアクティブ装置にします。

• Make Standby：このボタンをクリックして、セキュリティ アプライアンスでフェールオーバー
グループを強制的にスタンバイ状態にします。 

• Reset Failover：このボタンをクリックして、システムを障害状態からスタンバイ状態にリセッ
トします。 システムをアクティブ状態にリセットすることはできません。 アクティブ装置でこ
のボタンをクリックすると、スタンバイ装置がリセットされます。

• Refresh：このボタンをクリックして、system フィールドのフェールオーバー状態にあるステー
タス情報をリフレッシュします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

参考資料

フェールオーバーの詳細については、「フェールオーバーについて」を参照してください。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • — — •
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40

インターフェイスのモニタリング

ASDM では、インターフェイスの統計情報やインターフェイス関連の機能を監視できます。

ARP Table
Monitoring > Interfaces > ARP Table

ARP Table ペインには、スタティック エントリやダイナミック エントリを含む ARP テーブルが表
示されます。 ARP テーブルには、MAC アドレスを所定のインターフェイスの IP アドレスにマッピ
ングするエントリが含まれます。 ARP テーブルの詳細については、Configuration > Properties > ARP
Static Table を参照してください。

フィールド

• Interface：マッピングに関連付けられているインターフェイス名を一覧表示します。

• IP Address：IP アドレスを表示します。 

• MAC Address：MAC アドレスを表示します。 

• Proxy ARP：インターフェイスでプロキシ ARP がイネーブルになっている場合に「Yes」と表
示します。 インターフェイスでプロキシ ARP がイネーブルになっていない場合は「No」と表示
します。

• Clear：ダイナミック ARP テーブルのエントリをクリアします。 スタティック エントリはクリ
アされません。

• Refresh：セキュリティ アプライアンスの現在の情報でテーブルをリフレッシュし、Last Updated
の日付と時刻を更新します。

• Last Updated：表示のみ。 表示が更新された日付と時刻を示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 40章      インターフェイスのモニタリング
DHCP

40-2
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

DHCP
セキュリティ アプライアンスでは、クライアントに割り当てられているアドレス、セキュリティ
アプライアンスインターフェイスのリース情報、および DHCP 統計情報を含む DHCP ステータスを
監視できます。

DHCP Server Table
Monitoring > Interfaces > DHCP > DHCP Server Table

DHCP Server Table には、DHCP クライアントに割り当てられている IP アドレスがリストされます。

フィールド

• IP Address：クライアントに割り当てられている IP アドレスを表示します。

• Client-ID：クライアントの MAC アドレスまたは ID を表示します。

• Lease Expiration：DHCP リースの期限が満了する日付を表示します。 リースは、クライアントが
割り当てられている IP アドレスを使用できる期間を示します。 また、残り時間は、Last Updated
表示専用フィールドのタイムスタンプを基準に秒数で表示されます。

• Number of Active Leases：DHCP リースの合計数を表示します。

• Refresh：セキュリティ アプライアンスの情報をリフレッシュします。

• Last Updated：テーブルのデータが最後に更新された日付を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

DHCP Client Lease Information
Monitoring > Interfaces > DHCP > DHCP Server Table

DHCP サーバからセキュリティ アプライアンス インターフェイスの IP アドレスを取得すると、
DHCP Client Lease Information パネルに、DHCP リースに関する情報が表示されます。

フィールド

• Select an interface：セキュリティ アプライアンスのインターフェイスを一覧表示します。 DHCP
リースを表示するインターフェイスを選択します。 インターフェイスに DHCP リースが複数あ
る場合、表示するインターフェイスと IP アドレスのぺアを選択します。

• Attribute and Value：インターフェイス DHCP リースのアトリビュートと値を一覧表示します。

－ Temp IP addr：表示のみ。 インターフェイスに割り当てられている IP アドレス。

－ Temp sub net mask：表示のみ。 インターフェイスに割り当てられているサブネット マスク。

－ DHCP lease server：表示のみ。 DHCP サーバ アドレス。

－ state：表示のみ。 DHCP リースの状態は、次のとおりです。

Initial：セキュリティ アプライアンスがリースの取得プロセスを開始する初期化状態。 この
状態は、リースが終了するとき、またはリースのネゴシエーションに失敗したときにも表
示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Selecting：セキュリティ アプライアンスは、1 つ以上の DHCP サーバからの DHCPOFFER
メッセージの受信を待っているため、1 つ選択できます。 
Requesting：セキュリティ アプライアンスは、要求を送信したサーバからの応答を待って
います。

Purging：セキュリティ アプライアンスは、エラーが発生したためリースを削除しています。
Bound：セキュリティ アプライアンスには、有効なリースがあり、正常に動作しています。
Renewing：セキュリティ アプライアンスは、リースを更新しようとしています。 セキュリ
ティ アプライアンスは、現在の DHCP サーバに DHCPREQUEST メッセージを定期的に送
信し、応答を待ちます。

Rebinding：セキュリティ アプライアンスは、元のサーバでリースを更新できなかったた
め、いずれかのサーバから応答を得るかリースが終了するまで DHCPREQUEST メッセー
ジを送信します。

Holddown：セキュリティ アプライアンスは、リースを削除するプロセスを開始しました。
Releasing：セキュリティ アプライアンスは、IP アドレスが不要になったことを示すリース
メッセージをサーバに送信します。

－ Lease：表示のみ。 DHCP サーバによって指定された、インターフェイスがこの IP アドレス
を使用できる期間。

－ Renewal：表示のみ。 インターフェイスが、このリースの更新を自動的に試みるまでの時間。

－ Rebind：表示のみ。 セキュリティ アプライアンスが、DHCP サーバへのリバインドを試み
るまでの時間。 リバインドは、セキュリティ アプライアンスが元の DHCP サーバと通信で
きず、リース期間の 87.5 % を過ぎているときに実行されます。 セキュリティ アプライアン
スは、DHCP 要求をブロードキャストすることで、使用可能な DHCP サーバにアクセスし
ようとします。

－ Next timer fires after：表示のみ。 内部タイマーが始動するまでの時間（秒数）。

－ Retry count：表示のみ。 セキュリティ アプライアンスがリースを確立しようしている場合、
このフィールドに、セキュリティ アプライアンスが DHCP メッセージを送信しようとした
回数が表示されます。 たとえば、セキュリティ アプライアンスが Selecting 状態にある場合、
この値には、セキュリティ アプライアンスが検出メッセージを送信した回数が表示されま
す。 また、セキュリティ アプライアンスが Requesting 状態にある場合、この値には、セキュ
リティ アプライアンスが要求メッセージを送信した回数が表示されます。

－ Client-ID：表示のみ。 サーバとのすべての通信で使用されたクライアント ID。

－ Proxy：表示のみ。 このインターフェイスが、VPN クライアントのプロキシ DHCP クライア
ントかどうかを True または False で示します。

－ Hostname：表示のみ。 クライアントのホスト名。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DHCP Statistics
Monitoring > Interfaces > DHCP > DHCP Statistics

DHCP Statistics ペインには、DHCP サーバ機能の統計情報が表示されます。

フィールド

• Message Type：送受信された DHCP メッセージのタイプを一覧表示します。 

－ BOOTREQUEST

－ DHCPDISCOVER 

－ DHCPREQUEST 

－ DHCPDECLINE 

－ DHCPRELEASE 

－ DHCPINFORM 

－ BOOTREPLY 

－ DHCPOFFER 

－ DHCPACK 

－ DHCPNAK 

• Count：特定のメッセージが処理された回数を表示します。

• Direction：メッセージ タイプが「Sent」か「Received」かを示します。 

• Total Messages Received：セキュリティ アプライアンスで受信したメッセージの合計数を表示し
ます。 

• Total Messages Sent：セキュリティ アプライアンスで送信したメッセージの合計数を表示します。 

• Counter：次のような DHCP の全般的な統計データを表示します。

－ DHCP UDP Unreachable Errors

－ DHCP Other UDP Errors

－ Address Pools 

－ Automatic Bindings 

－ Expired Bindings 

－ Malformed Messages 

• Value：各カウンタ項目の数を表示します。

• Refresh：DHCP テーブルのリストを更新します。

• Last Updated：テーブルのデータが最後に更新された日時を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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MAC Address Table
Monitoring > Interfaces > MAC Address Table

MAC Address Table ペインには、スタティックおよびダイナミック MAC アドレス エントリが表示
されます。 MAC アドレス テーブルおよびスタティック エントリについては、Configuration >
Properties > Bridging > MAC Address Table を参照してください。

フィールド

• Interface：エントリに関連付けられているインターフェイス名を表示します。

• MAC Address：MAC アドレスを表示します。

• Type：エントリがスタティックかダイナミックかを示します。

• Age：エントリの経過時間を分数で表示します。 タイムアウトを設定するには、「MAC Address
Table」を参照してください。

• Refresh：セキュリティ アプライアンスの現在の情報でテーブルをリフレッシュします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Dynamic ACLs
Monitoring > Interfaces > Dynamic ACLs

Dynamic ACLs ペインには、ダイナミック ACL のテーブルが表示されます。ダイナミック ACL は、
セキュリティ アプライアンスによって自動的に作成され、アクティブ化されて削除される点を除い
て、ユーザ設定の ACL と機能上同じです。 これらの ACL はコンフィギュレーションには表示され
ず、このテーブルのみに表示されます。 ダイナミック ACL は、ACL ヘッダーの「(dynamic)」キー
ワードで区別されます。 

このテーブルで ACL を選択すると、その ACL の内容が下部のテキスト フィールドに表示されます。

フィールド

• ACL：ダイナミック ACL の名前を表示します。

• Element Count：ACL の要素の数を表示します。

• Hit Count：ACL のすべての要素に対する合計ヒット数を表示します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

— • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —



第 40章      インターフェイスのモニタリング
Interface Graphs

40-6
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

Interface Graphs
Monitoring > Interfaces > Interface Graphs

Interface Graphs ペインでは、インターフェイスの統計情報をグラフ形式またはテーブル形式で表
示できます。 インターフェイスをコンテキスト間で共有している場合、セキュリティ アプライア
ンスには現在のコンテキストの統計情報のみが表示されます。 サブインターフェイスに表示され
る統計情報の数は、物理インターフェイスに表示される統計情報の数のサブセットです。

フィールド

• Available Graphs for：モニタリングに使用可能な統計情報のタイプを一覧表示します。 1 つのグ
ラフ ウィンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。 複数のグラフ ウィンド
ウを同時に開くことができます。

－ Byte Counts：インターフェイスのバイト入力およびバイト出力の数を表示します。

－ Packet Counts：インターフェイスのパケット入力およびパケット出力の数を表示します。

－ Packet Rates：インターフェイスのパケット入力およびパケット出力のレートを表示しま
す。

－ Bit Rates：インターフェイスの入出力のビット レートを表示します。

－ Drop Packet Count：インターフェイスでドロップされたパケットの数を表示します。

物理インターフェイスに追加して表示できる統計情報は次のとおりです。

－ Buffer Resources：次の統計情報を表示します。

Overruns：入力速度が、セキュリティ アプライアンスのデータ処理能力を超えたため、セ
キュリティ アプライアンスがハードウェア バッファに受信したデータを処理できなかっ
た回数。

Underruns：セキュリティ アプライアンスで処理できる速度より速くトランスミッタが動作
した回数。

No Buffer：メイン システムにバッファ スペースがなかったために廃棄された受信パケッ
トの数。 この数と無視された数を比較します。 イーサネット ネットワークのブロードキャ
スト ストームが原因で、入力バッファ イベントが発生しなくなることがよくあります。

－ Packet Errors：次の統計情報を表示します。

CRC：Cyclical Redundancy Check（巡回冗長検査）エラーの数。 ステーションがフレームを
送るときに、フレームの末尾に CRC を追加します。 この CRC は、フレームのデータに基
づいてアルゴリズムから生成されます。 送信元と宛先の間でフレームが変更された場合、
セキュリティ アプライアンスは CRC が一致しない旨を指摘します。 通常、CRC の数が多
い場合の原因として、衝突か、またはステーションが不正なデータを伝送していることが
考えられます。 
Frame：フレーム エラーの数。 不正なフレームには、長さが正しくないかフレームのチェッ
クサムに不良のあるパケットが含まれます。 通常、このエラーの原因として、衝突または
イーサネット デバイスの不具合が考えられます。
Input Errors：ここにリストされている他のタイプのものも含めた入力エラーの合計数。 ま
た、他の入力関連のエラーによって、入力エラー数が増え、一部のデータグラムに複数の
エラーが存在する可能性があります。したがって、この合計は、他のタイプにリストされ
ているエラーの数を超えることがあります。 
Runts：最小パケット サイズの 64 バイトよりも小さかったために廃棄されたパケットの数。
通常、ラントは衝突によって発生します。 また、配線や電気インターフェイスに問題があ
る可能性もあります。

Giants：最大パケット サイズを超えたために廃棄されたパケットの数。 たとえば、1518 バ
イトを超えたイーサネット パケットは ジャイアントとみなされます。

Deferred：FastEthernet インターフェイスのみ。 リンクのアクティビティが原因で送信前に
延期されたフレームの数。

－ Miscellaneous：受信したブロードキャストの統計情報を表示します。 
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－ Collision Counts：FastEthernet インターフェイスのみ。 次の統計情報を表示します。

Output Errors：設定されている衝突の最大数を超えたために伝送されなかったフレームの
数。 このカウンタは、ネットワーク トラフィックが混雑しているときにのみ増加します。
Collisions：イーサネット衝突（1 つまたは複数の衝突）が原因で、再度伝送されたメッセー
ジ数。 通常、これは拡張しすぎた LAN（イーサネット ケーブルまたはトランシーバ ケーブ
ルが長すぎる、ステーション間にリピータが 3 つ以上ある、またはカスケード接続された
マルチポート トランシーバが多すぎる）で発生します。 衝突したパケットは、出力パケッ
トによって一度だけカウントされます。

Late Collisions：通常の衝突ウィンドウの外で衝突が発生したために伝送されなかったフ
レームの数。 遅延衝突は、パケットの伝送で遅れて検出される衝突です。 通常、このような
状況は起こりません。 2 つのイーサネット ホストが同時に伝送を試みた場合、両方のホス
トが早期にパケットの衝突を起こして両方がバックオフするか、2 番目のホストが 1 番目
のホストの伝送を確認して待機します。 遅延衝突が発生した場合、デバイスが割り込んで
イーサネット上でパケットの送信を試みる一方で、セキュリティ アプライアンスはパケッ
トの送信を一部終了します。 セキュリティ アプライアンスは、パケットの最初の部分が
入ったバッファをすでに開放している可能性があるため、パケットを再送信しません。
ネットワーキング プロトコルは、パケットを再送することで衝突に対処するように設計さ
れているため、これは実際の問題ではありません。 ただし、遅延衝突があるということは
ネットワークに問題が存在することを示しています。 一般的な問題は、リピータを使用し
た大規模ネットワークと仕様を超えて動作しているイーサネット ネットワークです。 

－ Input Queue：入力キューの現在のパケット数および最大パケット数を表示します。次の統
計情報が含まれます。

Hardware Input Queue：ハードウェア キューのパケット数。
Software Input Queue：ソフトウェア キューのパケット数。

－ Output Queue：出力キューの現在のパケット数および最大パケット数を表示します。次の
統計情報が含まれます。

Hardware Output Queue：ハードウェア キューのパケット数。
Software Output Queue：ソフトウェア キューのパケット数。

－ Drop Packet Queue：ドロップされたパケット数を表示します。

• Add：選択した統計タイプを選択したグラフ ウィンドウに追加します。

• Remove：選択したグラフ ウィンドウから、選択した統計タイプを削除します。 削除している項
目が他のパネルから追加され、Available Graphs ペインに戻されていない場合、このボタン名は
Delete に変わります。

• Show Graphs：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 すでにグラフに含まれている統計情報が Selected Graphs ペインに表示され、タイプを追
加することができます。 グラフ ウィンドウには ASDM、インターフェイスの IP アドレス、
「Graph」という形式で名前が付けられます。 後続のグラフは、「Graph (2)」のように名前が付け
られます。

• Selected Graphs：選択したグラフ ウィンドウに表示する統計タイプを表示します。 タイプを 4 つ
まで含めることができます。

－ Show Graphs：グラフ ウィンドウを表示するか、または、追加した場合は追加の統計タイ
プでグラフを更新します。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Graph/Table
Monitoring > Interfaces > Interface Graphs > Graph/Table

Graph ウィンドウには、選択した統計情報のグラフが表示されます。 Graph ウィンドウには、最大 4
つのグラフおよびテーブルを同時に表示することができます。 デフォルトで、グラフまたはテーブ
ルにリアルタイムな統計情報が表示されます。 History Metrics をイネーブルにすると、過去の期間の
統計情報を表示できます。

フィールド

• View：グラフまたはテーブルを表示する期間を設定します。 リアルタイム以外の期間で表示す
る場合は、History Metricsをイネーブルにします。 次のオプションの指定に従ってデータが更新
されます。

－ Real-time, data every 10 sec

－ Last 10 minutes, data every 10 sec

－ Last 60 minutes, data every 1 min

－ Last 12 hours, data every 12 min

－ Last 5 days, data every 2 hours

• Export：グラフをカンマ区切り形式でエクスポートします。 Graph ウィンドウに複数のグラフま
たはテーブルがある場合、Export Graph Data ダイアログボックスが表示されます。 名前の横の
チェックボックスを選択して、リストされているグラフおよびテーブルを 1 つ以上選択します。

• Print：グラフまたはテーブルを印刷します。 Graph ウィンドウに複数のグラフまたはテーブルが
ある場合、Print Graph ダイアログボックスが表示されます。 Graph/Table Name リストから印刷
するグラフまたはテーブルを選択します。

• Bookmark：ブラウザ ウィンドウに、Graph ウィンドウ上のすべてのグラフおよびテーブルへの
リンク 1 つと、各グラフまたはテーブルへの個別のリンクが表示されます。 ブラウザでこれら
の URL をブックマークとしてコピーできます。グラフの URL を開くときに、ASDM を実行し
ている必要はありません。ブラウザが ASDM を起動し、グラフが表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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PPPoE Client
Monitoring > Interfaces > PPPoE Client

PPPoE Client Lease Information ペインには、現在の PPPoE 接続に関する情報が表示されます。

フィールド

Select a PPPoE interface：PPPoE クライアントのリース情報を表示するインターフェイスを選択しま
す。

Refresh：セキュリティ アプライアンスから最新の PPPoE 接続情報をロードして表示します。
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interface connection
Monitoring > Interfaces > interface connection

Monitoring > Interfaces ツリーの interface connection ノードは、スタティック ルート トラッキングが
設定されている場合のみ表示されます。 複数のルートを追跡している場合、追跡されるルートが含
まれている各インターフェイスにノードがあります。

ルート トラッキングに関する詳細については、次の項を参照してください。

• Track Status for（P.40-10）

• Monitoring Statistics for（P.40-10）

Track Status for
Monitoring > Interfaces > interface connection > Track Status for

Track Status for ペインには、追跡されたオブジェクトに関する情報が表示されます。

フィールド

• Tracked Route：表示のみ。 トラッキング プロセスに関連付けられているルートを表示します。

• Route Statistics：表示のみ。 オブジェクトの到達性情報を表示します。到達性情報で最後に変更
があった場合は、オペレーションのリターンコード、およびトラッキングを実行するプロセス

を表示します。

モード

Monitoring Statistics for
Monitoring > Interfaces > interface connection > Monitoring Statistics for

Monitoring Statics for ペインには、SLA モニタリング プロセスの統計情報が表示されます。

フィールド

• SLA Monitor ID：表示のみ。 SLA モニタリング プロセスの ID を表示します。

• SLA statistics：表示のみ。 プロセスが変更された最後の時刻、試行されたオペレーション回数、
スキップされたオペレーション回数などの SLA モニタリング統計情報を表示します。

モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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41

ルーティングのモニタリング

セキュリティ アプライアンスで次のルーティング情報を監視できます。

• OSPF LSA

• OSPF Neighbors

• Routes

OSPF LSA
セキュリティ アプライアンス OSPF データベースに格納されている LSA を表示できます。 データ
ベースには 4 つのタイプの LSA があり、それぞれのタイプに特定の形式があります。 LSA のタイプ
の概要は次のとおりです。

• ルータ LSA（タイプ 1 LSA）は、ネットワークに接続されているルータを記述します。

• ネットワーク LSA（タイプ 2 LSA）は、OSPF ルータに接続されているネットワークを記述し
ます。

• 集約 LSA（タイプ 3 およびタイプ 4 LSA）は、エリア境界のルーティング情報を集約します。

• 外部 LSA（タイプ 5 およびタイプ 7 LSA）は、外部ネットワークへのルートを記述します。

各 LSA タイプに表示される情報の詳細については、次の項を参照してください。

• Type 1

• Type 2

• Type 3

• Type 4

• Type 5

• Type 7
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Type 1
Monitoring > Routing > Routing > OSPF LSAs > Type 1

タイプ 1 LSA は、エリア内ですべての OSPF ルータによって渡されるルータ リンク アドバタイズ
メントです。 タイプ 1 LSA は、ネットワークへのルータ リンクを記述します。 タイプ 1 LSA は、特
定のエリア内だけでフラッドされます。

Type 1 ペインには、セキュリティ アプライアンスで受信したすべてのタイプ 1 LSA が表示されま
す。 テーブルの各行は、1 つの LSA を表します。

フィールド

• Process：表示のみ。 LSA の OSPF プロセスを表示します。

• Area：表示のみ。 LSA の OSPF エリアを表示します。

• Router ID：表示のみ。 LSA を発信するルータの OSPF ルータ ID を表示します。

• Advertiser：表示のみ。 LSA を発信するルータの ID を表示します。 ルータ LSA の場合、Router
ID と同一です。

• Age：表示のみ。 リンク ステートの経過時間を表示します。

• Sequence #：表示のみ。 リンク ステートのシーケンス番号を表示します。 リンク ステートのシー
ケンス番号は、古い LSA や重複 LSA の検出に使われます。

• Checksum：表示のみ。 LSA の内容のチェックサムを表示します。

• Link Count：表示のみ。 ルータで検出されたインターフェイスの数を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Type 2
Monitoring > Routing > Routing > OSPF LSAs > Type 2

タイプ 2 LSA は、エリア内で代表ルータによってフラッドされるネットワーク リンク アドバタイ
ズメントです。 タイプ 2 LSA は、特定のネットワークに接続されているルータを記述します。

Type 2 ペインには、ルータをアドバタイズする代表ルータの IP アドレスが表示されます。

フィールド

• Process：表示のみ。 LSA の OSPF プロセスを表示します。

• Area：表示のみ。 LSA の OSPF エリアを表示します。

• Designated Router：表示のみ。 LSA を送信した代表ルータ インターフェイスの IP アドレスを表
示します。

• Advertiser：表示のみ。 LSA を送信した代表ルータの OSPF ルータ ID を表示します。 

• Age：表示のみ。 リンク ステートの経過時間を表示します。

• Sequence #：表示のみ。 リンク ステートのシーケンス番号を表示します。 リンク ステートのシー
ケンス番号は、古い LSA や重複 LSA の検出に使われます。

• Checksum：表示のみ。 LSA の内容のチェックサムを表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Type 3
Monitoring > Routing > Routing > OSPF LSAs > Type 3

タイプ 3 LSA は、エリア間で渡されるサマリー リンク アドバタイズメントです。 タイプ 3 LSA は、
エリア内のネットワークを記述します。

フィールド

• Process：表示のみ。 LSA の OSPF プロセスを表示します。

• Area：表示のみ。 LSA の OSPF エリアを表示します。

• Destination：表示のみ。 アドバタイズされている宛先ネットワークのアドレスを表示します。

• Advertiser：表示のみ。 LSA を送信した ABR の ID を表示します。

• Age：表示のみ。 リンク ステートの経過時間を表示します。

• Sequence #：表示のみ。 リンク ステートのシーケンス番号を表示します。 リンク ステートのシー
ケンス番号は、古い LSA や重複 LSA の検出に使われます。

• Checksum：表示のみ。 LSA の内容のチェックサムを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Type 4
Monitoring > Routing > Routing > OSPF LSAs > Type 4

タイプ 4 LSA は、エリア間で渡されるサマリー リンク アドバタイズメントです。 タイプ 4  LSA は、
ASBR へのパスを記述します。 タイプ 4 LSA は、スタブ エリアにフラッドされません。

フィールド

• Process：表示のみ。 LSA の OSPF プロセスを表示します。

• Area：表示のみ。 LSA の OSPF エリアを表示します。

• Router ID：表示のみ。 ASBR のルータ ID を表示します。

• Advertiser：表示のみ。 LSA を送信した ABR の ID を表示します。

• Age：表示のみ。 リンク ステートの経過時間を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Sequence #：表示のみ。 リンク ステートのシーケンス番号を表示します。 リンク ステートのシー
ケンス番号は、古い LSA や重複 LSA の検出に使われます。

• Checksum：表示のみ。 LSA の内容のチェックサムを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Type 5
Monitoring > Routing > Routing > OSPF LSAs > Type 5

タイプ 5 LSA は、ABSR によってエリア間で渡され、エリアにフラッドされます。 タイプ 5 LSA は、
AS の外へのルートを記述します。 スタブ エリアおよび NSSA では、これらの LSA を受信しません。 

フィールド

• Process：表示のみ。 LSA の OSPF プロセスを表示します。

• Network：表示のみ。 AS 外部ネットワークのアドレスを表示します。

• Advertiser：表示のみ。 ASBR のルータ ID を表示します。

• Age：表示のみ。 リンク ステートの経過時間を表示します。

• Sequence #：表示のみ。 リンク ステートのシーケンス番号を表示します。 リンク ステートのシー
ケンス番号は、古い LSA や重複 LSA の検出に使われます。

• Checksum：表示のみ。 LSA の内容のチェックサムを表示します。

• Tag：表示のみ。 各外部ルートに接続されている、32 ビット フィールドの外部ルート タグを表
示します。 これは、OSPF プロトコル自体では使われません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Type 7
Monitoring > Routing > Routing > OSPF LSAs > Type 7

タイプ 7 LSA は、ASBR によってフラッドされる NSSA AS 外部ルートです。 タイプ 7 LSA は、タ
イプ 5 LSA に似ていますが、複数のエリアにフラッドされるタイプ 5 LSA と異なり、NSSA のみに
フラッドされます。 タイプ 7 LSA は、エリア バックボーンにフラッドされる前に ABR によってタ
イプ 5 LSA に変換されます。

フィールド

• Process：表示のみ。 LSA の OSPF プロセスを表示します。

• Area：表示のみ。 LSA の OSPF エリアを表示します。

• Network：表示のみ。 外部ネットワークのアドレスを表示します。

• Advertiser：表示のみ。 LSA を送信した ASBR のルータ ID を表示します。

• Age：表示のみ。 リンク ステートの経過時間を表示します。

• Sequence #：表示のみ。 リンク ステートのシーケンス番号を表示します。 リンク ステートのシー
ケンス番号は、古い LSA や重複 LSA の検出に使われます。

• Checksum：表示のみ。 LSA の内容のチェックサムを表示します。

• Tag：表示のみ。 各外部ルートに接続されている、32 ビット フィールドの外部ルート タグを表
示します。 これは、OSPF プロトコル自体では使われません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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OSPF Neighbors
Monitoring > Routing > Routing > OSPF Neighbors

OSPF Neighbor ペインには、セキュリティ アプライアンスでダイナミックに検出された OSPF ネイ
バーとスタティックに設定された OSPF ネイバーが表示されます。

フィールド

• Neighbor：表示のみ。 隣接ルータ ID を表示します。

• Priority：表示のみ。 ルータの優先順位を表示します。

• State：表示のみ。 ネイバーの OSPF ステートを表示します。

－ Down：最初の OSPF ネイバー ステートです。 このネイバーから hello パケットを受信して
いないが、このステートで hello パケットをネイバーにまだ送信可能であることを意味しま
す。

完全に隣接したネイバー ステートでは、セキュリティ アプライアンスがデッド時間間隔内
にネイバーから hello パケットを受信しない場合、または手動で設定したネイバーがコン
フィギュレーションから削除されようとしている場合、ネイバー ステートは Full から
Down に変わります。

－ Attempt：このステートは、NBMA 環境で手動で設定したネイバーのみで有効です。 Attempt
ステートでは、セキュリティ アプライアンスは、デッド時間間隔内に hello を受信しなかっ
たネイバーにポーリング時間間隔ごとにユニキャスト hello パケットを送信します。

－ Init：このステートは、セキュリティ アプライアンスがネイバーから hello パケットを受信
したが、hello パケットに受信するルータの ID が含まれていなかったことを示します。 ルー
タがネイバーから hello パケットを受信すると、有効な hello パケットを受信した確認とし
て送信側のルータ ID を hello パケットにリストします。

－ 2-Way：このステートは、セキュリティ アプライアンスとネイバーの間で双方向通信が確
立されたことを示します。 双方向とは、各デバイスで相手側デバイスからの hello パケット
を確認したことを意味します。 hello パケットを受信するルータ自体の Router ID が、受信し
た hello パケットの neighbor フィールド内にある場合は、このステートになります。 このス
テートで、セキュリティ アプライアンスは、このネイバーと隣接になるかどうかを決定し
ます。 ブロードキャスト メディア ネットワークおよび非ブロードキャスト マルチアクセ
ス ネットワークで、セキュリティ アプライアンスは、指定されたルータとバックアップの
代表ルータのみと Full になります。他のすべてのネイバーとは 2-way ステートのままにな
ります。 ポイントツーポイント ネットワークおよびポイントツーマルチポイント ネット
ワークで、セキュリティ アプライアンスは、接続されているすべてのネイバーと Full にな
ります。

この段階の最後に、ブロードキャストと非ブロードキャスト マルチアクセス ネットワーク
の DR および BDR が選定されます。 

（注） また、Init ステートでネイバーから Database Descriptor パケットを受信すると、2-way ステー
トへの移行が発生します。

－ Exstart：DR および BDR が選定されると、セキュリティ アプライアンスと DR および BDR
の間でリンク ステート情報交換の実際のプロセスが開始されます。

このステートで、セキュリティ アプライアンスと DR および BDR はマスタースレーブ関
係を確立し、隣接関係形成の初期シーケンス番号を選択します。 ルータ ID が大きいデバイ
スがマスターになり、交換を開始します。したがって、このデバイスのみがシーケンス番
号を増やせます。 
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（注） DR/BDR の選定は、ルータ ID の最も大きいものではなく、デバイスで設定された優先順位
の高い方によって行われます。したがって、このステートで DR はスレーブの役割を果た
すことができます。 マスター /スレーブの選定は、ネイバーごとに行われます。複数のデバ
イスの DR 優先順位が等しい場合、最上位の IP アドレスを持つデバイスが DR になります。

－ Exchange：Exchange ステートで、OSPF ネイバーは DBD パケットを交換します。 Database
Descriptor には LSA ヘッダーのみが含まれ、リンク ステート データベース全体の内容が記
述されています。 各 DBD パケットにはシーケンス番号があり、スレーブによって明示的に
確認されているマスターによってのみ増分されます。 また、このステートで、ルータはリ
ンク ステート要求パケットとリンク ステート アップデート パケット（LSA 全体を含む）
を送信します。 受信した DBD の内容は、ルータ リンク ステート データベースに含まれる
情報と比較され、ネイバーに新規または最新のリンク ステート情報があるかどうかを
チェックします。

－ Loading：このステートで、リンク ステート情報の実際の交換が実行されます。 DBD から
の情報に基づいて、ルータはリンク ステート要求パケットを送信します。 次に、ネイバー
は、リンク ステート アップデート パケットで要求されたリンク ステート情報を提供しま
す。 隣接中に、セキュリティ アプライアンスは古い LSA または不足している LSA を受信
すると、リンク ステート要求パケットを送信してその LSA を要求します。 すべてのリンク
ステート アップデート パケットが確認されます。

－ Full：このステートで、ネイバーは互いに完全に隣接しています。 すべてのルータおよび
ネットワーク LSA が交換され、ルータ データベースは完全に同期化されます。

Full は、OSPF ルータの通常のステートです。 唯一の例外は、2-way ステートです。2-way
ステートは、ブロードキャスト ネットワークでは通常です。 ルータは、DR および BDR の
みで Full ステートに達します。 ネイバーは、常に互いを 2-way とみなします。 

• Dead Time：表示のみ。 ルータがネイバーからの OSPF hello パケットの受信を待機する残り時間
を表示します。時間になると、ネイバーのダウン状態が宣言されます。

• Address：表示のみ。 このネイバーが直接接続されているインターフェイスの IP アドレスを表示
します。

• Interface：表示のみ。 OSPF ネイバーが隣接を形成したインターフェイスを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Routes
Monitoring > Routing > Routing > Routes

Routes ペインには、セキュリティ アプライアンスのルーティング テーブルでスタティックに設定、
接続および検出されたルートが表示されます。

フィールド

• Protocol：表示のみ。 ルート情報の発信元を表示します。 

－ RIP：ルートは RIP を使用して取得されました。

－ OSPF：ルートは OSPF を使用して取得されました。

－ CONNECTED：ルートは、インターフェイスに直接接続されたネットワークです。

－ STATIC：ルートはスタティックに定義されています。

• Type：表示のみ。 ルートのタイプを表示します。次のいずれかの値になります。

－ -（ダッシュ）：タイプ カラムが指定のルートに適用されていないことを示します。

－ IA：ルートは OSPF のエリア間ルートです。

－ E1：ルートは OSPF の外部タイプ 1 ルートです。

－ E2：ルートは、OSPF の外部タイプ 2 ルートです。

－ N1：ルートは、OSPF の not so stubby エリア（NSSA）の外部タイプ 1 ルートです。

－ N2：ルートは、OSPF NSSA 外部タイプ 2 ルートです。

• Destination：表示のみ。 宛先ネットワークの IP アドレス /ネットマスクを表示します。

• Gateway：表示のみ。 リモート ネットワークの次のルータの IP アドレスを表示します。

• Interface：表示のみ。 指定されたネットワークに到達可能なインターフェイスを表示します。

• [AD/Metric]：表示のみ。ルートの管理ディスタンスとメトリックを表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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42

VPN のモニタリング

VPN のモニタリング セクションには、次のパラメータと統計情報が表示されます。

• 特定のリモート アクセス、LAN 間、WebVPN および電子メール プロキシ セッションの VPN
統計情報

• トンネル グループの暗号化統計情報

• トンネル グループのプロトコル統計情報

• グローバル IPSec および IKE の統計情報

• IPSec、IKE、SSL およびその他のプロトコルの暗号統計情報

• クラスタ VPN サーバ負荷の統計情報
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VPN Connection Graphs
セキュリティ アプライアンスの VPN 接続データをグラフ形式または表形式で表示します。

IPSec Tunnels
Monitoring > VPN > VPN Connection Graphs > IPSec Tunnels

このウィンドウを使用して、表示したり、エクスポートまたは印刷の準備を行う IPSec トンネル タ
イプのグラフとテーブルを指定します。

フィールド

• Graph Window Title：Show Graphs をクリックしたときに、ウィンドウに表示するデフォルトの
タイトルを表示します。 このアトリビュートは、特に印刷またはエクスポートする前にウィン
ドウでデータを確認するときに便利です。 タイトルを変更するには、ドロップダウン リストか
ら他のタイトルを選択するか、またはタイトルを入力します。 

• Available Graphs：表示できるアクティブなトンネルのタイプを示します。 1 つのウィンドウに
まとめて表示するタイプごとに、このボックスのエントリをクリックし、Add をクリックしま
す。

• Selected Graphs：選択したトンネルのタイプを示します。

Show Graphs をクリックすると、ASDM は、このボックスにリストされているアクティブなト
ンネル タイプを 1 つのウィンドウに表示します。

強調表示されているエントリは、Remove をクリックするとリストから削除されるトンネルの
タイプを示します。

• Add：Available Graphs ボックスから Selected Graphs ボックスに、選択したトンネル タイプを移
動します。

• Remove：Seleted Graphs ボックスから Available Graphs ボックスに、選択したトンネル タイプを
移動します。

• Show Graphs：Selected Graphs ボックスに表示されるトンネル タイプのグラフで構成されるウィ
ンドウを表示します。 表示されるウィンドウの各タイプには、Graph タブと Table タブがあり、
アクティブなトンネル データの表示をクリックして切り替えることができます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Sessions
Monitoring > VPN > VPN Connection Graphs> Sessions

このパネルを使用して、表示したり、エクスポートまたは印刷の準備を行う IPSec トンネル タイプ
のグラフとテーブルを指定します。

フィールド

• Graph Window Title：Show Graphs をクリックしたときに、ウィンドウに表示するデフォルトの
タイトルを示します。 このアトリビュートは、特に印刷またはエクスポートする前にウィンド
ウでデータを確認するときに便利です。 タイトルを変更するには、ドロップダウン リストから
他のタイトルを選択するか、またはタイトルを入力します。 

• Available Graphs：表示できるアクティブなセッションのタイプを示します。 1 つのウィンドウ
にまとめて表示するタイプごとに、このボックスのエントリをクリックし、Add をクリックし
ます。

• Selected Graphs：選択したアクティブなセッションのタイプを示します。

Show Graphs をクリックすると、ASDM は、このボックスにリストされているアクティブなセッ
ション タイプを 1 つのウィンドウにすべて表示します。

強調表示されているエントリは、Remove をクリックするとリストから削除されるセッション
のタイプを示します。

• Add：Available Graphs ボックスから Selected Graphs ボックスに、選択したセッション タイプを
移動します。

• Remove：Seleted Graphs ボックスから Available Graphs ボックスに、選択したセッション タイプ
を移動します。

• Show Graphs：Selected Graphs ボックスに表示されるセッション タイプのグラフで構成される
ウィンドウを表示します。 表示されるウィンドウの各タイプには、Graph タブと Table タブがあ
り、アクティブなセッション データの表示をクリックして切り替えることができます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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VPN Statistics
これらのパネルには、特定のリモート アクセス、LAN 間、WebVPN または電子メール プロキシ
セッションの詳細なパラメータおよび統計情報が表示されます。 パラメータと統計情報は、セッ
ション プロトコルによって異なります。 また、統計情報テーブルの内容は、選択した接続のタイプ
によって異なります。 各詳細テーブルには、それぞれのセッションの関連パラメータがすべて表示
されます。

Sessions
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Sessions

このパネルを使用して、このサーバのセッション統計情報を表示します。

フィールド

• Session types (unlabeled)：各タイプの現在アクティブなセッションの数、合計制限および合計累
積セッション数を一覧表示します。

－ Remote Access：リモート アクセス セッションの数を示します。

－ LAN-to-LAN：LAN 間セッションの数を示します。

－ WebVPN：WebVPN セッションの数を表示します。

－ SSL VPN Client：SSL VPN Client（SVC）セッションの数を示します。

－ E-mail Proxy：電子メール プロキシ セッションの数を示します。

－ Total：アクティブな同時セッションの合計数を示します。

－ Total Cumulative：最後にセキュリティ アプライアンスをリブートまたはリセットしたとき
からの累積セッション数を示します。

• Filter By：次のテーブルの統計情報が存在するセッションのタイプを指定します。

－ Session type (unlabeled)：監視するセッション タイプを指定します。デフォルトは、Remote
Access です。

－ Session filter (unlabeled)：次のテーブルでフィルタをオンにするカラム ヘッダーを指定しま
す。 デフォルトは、--All Sessions-- です。

－ Filter name (unlabeled)：適用するフィルタの名前を指定します。 Session filter リストに --All
Sessions-- を指定した場合、このフィールドは使用できません。 他の Session filter を選択し
た場合、このフィールドをブランクにすることはできません。

－ Filter：フィルタリング オペレーションを実行します。

このパネルの 2 番目のテーブル（同様にラベルなし）の内容は、Filter By リストの選択によって異
なります。 次のリストで、箇条書きの第 1 レベルは Filter By の選択を、第 2 レベルはこのテーブル
のカラム ヘッダーを示します。

• Remote Access：このテーブルの値がリモート アクセス トラフィックに関連することを示しま
す。

－ Username/Tunnel Group：セッションのユーザ名またはログイン名、およびトンネル グルー
プを示します。 クライアントが認証にデジタル証明書を使用している場合、フィールドに
証明書の Subject CN または Subject OU が表示されます。

－ Assigned IP Address/Public IP Address：このセッションのリモート クライアントに割り当て
られているプライベート（「割り当てられた」）IP アドレスが表示されます。 これは「内部」
または「仮想」IP アドレスとも呼ばれ、クライアントはプライベート ネットワーク上のホ
ストとして表示されます。 また、このリモート アクセス セッションのクライアントのパブ
リック IP アドレスも表示します。 パブリック IP アドレスは、「外部」IP アドレスとも呼ば
れます。 通常、これは ISP によってクライアントに割り当てられます。このアドレスによ
り、クライアントは、パブリック ネットワーク上のホストとして機能することができます。
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－ Protocol/Encryption：このセッションで使用しているプロトコルとデータ暗号化アルゴリズ
ムがある場合に表示します。

－ Login Time/Duration：セッションがログインした日付と時刻（MMM DD HH:MM:SS）と、
セッションの長さを表示します。 時刻は 24 時間表記で表示されます。

－ Client Type/Version：接続されているクライアントのタイプとソフトウェア バージョン番号
（rel. 7.0_int 50 など）をユーザ名別に表示します。

－ Bytes Tx/Bytes Rx：セキュリティ アプライアンスとリモート ピアまたはクライアントの間
で送受信される合計バイト数を表示します。

－ NAC Result and Posture Token：セキュリティ アプライアンスでネットワーク アドミッショ
ン コントロールを設定している場合のみ、このカラムに値が表示されます。 

NAC Result には、次の値のいずれかが表示されます。

Accepted：ACS は、リモート ホストのポスチャを正常に検証しました。
Rejected：ACS は、リモート ホストのポスチャを正常に検証できませんでした。
Exempted：リモート ホストは、セキュリティ アプライアンスで設定した Posture Validation
Exception リストに従って、ポスチャ検証から除外されています。
Non-Responsive：リモート ホストは、EAPoUDP Hello メッセージに応答しませんでした。
Hold-off：セキュリティ アプライアンスは、ポスチャ検証に成功した後、リモート ホスト
との EAPoUDP 通信を失いました。
N/A：NAC は、VPN NAC グループ ポリシーに従ってリモート ホストでディセーブルに
なっています。

Unknown：ポスチャ検証が進行中です。
ポスチャ トークンは、Access Control Server で設定可能な情報文字列です。 ACS は、システ
ムの監視やレポート作成、デバッグ、ロギングに役立つ情報の取得を目的として、ポスチャ
トークンをセキュリティ アプライアンスにダウンロードします。 NAC Result フィールドに
続く Posture Token フィールドの一般的な値は、Healthy、Checkup、Quarantine、Infected ま
たは Unknown です。

• LAN-to-LAN：このテーブルの値が LAN 間のトラフィックに関連することを示します。

－ Tunnel Group/IP Address：トンネル グループの名前とピアの IP アドレスを示します。

－ Protocol/Encryption：このセッションで使用しているプロトコルとデータ暗号化アルゴリズ
ムがある場合に表示されます。

－ Login Time/Duration：セッションがログインした日付と時刻（MMM DD HH:MM:SS）と、
セッションの長さを表示します。 時刻は 24 時間表記で表示されます。

－ Bytes Tx/Bytes Rx：セキュリティ アプライアンスとリモート ピアまたはクライアントの間
で送受信される合計バイト数を示します。

• WebVPN：このテーブルの値が WebVPN トラフィックに関連することを示します。

－ Username/IP Address：セッションのユーザ名またはログイン名、およびクライアントの IP
アドレスを示します。

－ Protocol/Encryption：このセッションで使用しているプロトコルとデータ暗号化アルゴリズ
ムがある場合に表示されます。

－ Login Time/Duration：セッションがログインした日付と時刻（MMM DD HH:MM:SS）と、
セッションの長さを表示します。 時刻は 24 時間表記で表示されます。

－ Client Type/Version：接続されているクライアントのタイプとソフトウェア バージョン番号
（rel. 7.0_int 50 など）をユーザ名別に表示します。

－ Bytes Tx/Bytes Rx：セキュリティ アプライアンスとリモート ピアまたはクライアントの間
で送受信される合計バイト数を示します。

• E-Mail Proxy：このテーブルの値が WebVPN トラフィックに関連することを示します。

－ Username/IP Address：セッションのユーザ名またはログイン名、およびクライアントの IP
アドレスを示します。



第 42章      VPN のモニタリング
VPN Statistics

42-6
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

－ Protocol/Encryption：このセッションで使用しているプロトコルとデータ暗号化アルゴリズ
ムがある場合に表示されます。

－ Login Time/Duration：セッションがログインした日付と時刻（MMM DD HH:MM:SS）と、
セッションの長さを表示します。 時刻は 24 時間表記で表示されます。

－ Client Type/Version：接続されているクライアントのタイプとソフトウェア バージョン番号
（rel. 7.0_int 50 など）をユーザ名別に表示します。

－ Bytes Tx/Bytes Rx：セキュリティ アプライアンスとリモート ピアまたはクライアントの間
で送受信される合計バイト数を示します。

この項の残りの部分では、テーブルの近くや下にあるボタンおよびフィールドについて説明しま

す。

• Details：選択したセッションの詳細を表示します。 パラメータと値は、セッションのタイプに
よって異なります。

• Logout：選択したセッションを終了します。

• Ping：ネットワークの接続テストのために、ICMP ping（Packet Internet Groper）パケットを送
信します。 具体的には、セキュリティ アプライアンスは、選択したホストに ICMP Echo Request
メッセージを送信します。 ホストが到達可能な場合、Echo Reply メッセージを返し、セキュリ
ティ アプライアンスはテストしたホストの名前が記された Success メッセージ、および要求を
送信して応答を受信するまでの経過時間を表示します。 何らかの理由でシステムが到達不可能
な場合（ホストがダウンしている、ICMP がホストで実行していない、ルートが設定されてい
ない、中間ルータがダウンしている、ネットワークがダウンまたは輻輳しているなど）、セキュ

リティ アプライアンスには、テストしたホストの名前が記された Error 画面が表示されます。

• Logout By：ログアウトするセッションのフィルタリングに使う基準を選択します。 --All 
Sessions-- 以外を選択した場合、Logout By リストの右側のボックスがアクティブになります。
値 Protocol for Logout By を選択した場合、ボックスがリストに変わり、ログアウト フィルタと
して使用するプロトコル タイプを選択できます。 このリストのデフォルト値は IPSec です。
Protocol 以外の値を選択した場合は、このボックスに適切な値を入力する必要があります。

• Logout Sessions：指定した Logout By 基準に合うすべてのセッションを終了します。

• Refresh：画面とそのデータを更新します。 日付と時刻は、画面が最後に更新された日時を示し
ます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Sessions Details
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Sessions >Details

Session Details ウィンドウには、選択したセッションのコンフィギュレーション設定、統計情報お
よびステート情報が表示されます。

Session Details ウィンドウの一番上にある Remote Detailed テーブルには、次のカラムが表示されま
す。

• Username：セッションに関連付けられているユーザ名またはログイン名を示します。 リモート
ピアが認証にデジタル証明書を使用している場合、フィールドに証明書の Subject CN または
Subject OU が表示されます。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Group Policy and Tunnel Group：セッションに割り当てられているグループ ポリシーとセッショ
ンが確立されたトンネル グループの名前。

• Assigned IP Address and Public IP Address：このセッションのリモート ピアに割り当てられてい
るプライベート IP アドレス。 内部または仮想 IP アドレスとも呼ばれ、割り当てられている IP
アドレスによって、リモート ピアはプライベート ネットワーク上にあるように見えます。 2 番
目のフィールドには、このセッションのリモート コンピュータのパブリック IP アドレスが表
示されます。 外部 IP アドレスとも呼ばれ、通常、パブリック IP アドレスは ISP によってリモー
ト コンピュータに割り当てられます。 これによって、リモート コンピュータはパブリック ネッ
トワークのホストとして機能できます。

• Protocol/Encryption：このセッションで使用しているプロトコルとデータ暗号化アルゴリズムが
ある場合に表示されます。

• Login Time and Duration：セッションの開始日時とセッションの長さ。 セッションの開始時刻は、
24 時間表記で表示されます。

• Client Type and Version：リモート コンピュータ上のクライアントのタイプとソフトウェア バー
ジョン番号（rel. 7.0_int 50 など）。

• Bytes Tx and Bytes Rx：セキュリティ アプライアンスとリモート ピアの間で送受信される合計
バイト数を示します。

• NAC Result and Posture Token：ASDM では、セキュリティ アプライアンスでネットワーク アド
ミッション コントロールを設定している場合のみ、このカラムに値が表示されます。 

NAC Result には、次の値のいずれかが表示されます。

－ Accepted：ACS は、リモート ホストのポスチャを正常に検証しました。

－ Rejected：ACS は、リモート ホストのポスチャを正常に検証できませんでした。

－ Exempted：リモート ホストは、セキュリティ アプライアンスで設定した Posture Validation
Exception リストに従って、ポスチャ検証から除外されています。

－ Non-Responsive：リモート ホストは、EAPoUDP Hello メッセージに応答しませんでした。

－ Hold-off：セキュリティ アプライアンスは、ポスチャ検証に成功した後、リモート ホスト
との EAPoUDP 通信を失いました。

－ N/A：NAC は、VPN NAC グループ ポリシーに従ってリモート ホストで無効になっていま
す。

－ Unknown：ポスチャ検証が進行中です。

ポスチャ トークンは、Access Control Server で設定可能な情報文字列です。 ACS は、システム
の監視やレポート作成、デバッグ、ロギングに役立つ情報の取得を目的として、ポスチャ トー
クンをセキュリティ アプライアンスにダウンロードします。 NAC Result に続く一般的なポス
チャ トークンは、Healthy、Checkup、Quarantine、Infected または Unknown です。

Session Details ウィンドウの Details タブには、次のカラムが表示されます。

• ID：セッションにダイナミックに割り当てられた一意の ID。 ID は、セッションへのセキュリ
ティ アプライアンスのインデックスとして機能します。 このインデックスを使用して、セッ
ションに関する情報を維持および表示します。

• Type：セッションのタイプ。IKE、IPSec または NAC。

• Local Addr., Subnet Mask, Protocol, Port, Remote Addr., Subnet Mask, Protocol, and Port：実際の（ロー
カル）ピアの両方に割り当てられているアドレスとポートと外部ルーティングのためにそのピ

アに割り当てられているアドレスとポート。

• Encryption：このセッションで使用しているデータ暗号化アルゴリズム（ある場合）。

• Assigned IP Address and Public IP Address：このセッションのリモート ピアに割り当てられてい
るプライベート IP アドレスを示します。 内部または仮想 IP アドレスとも呼ばれ、割り当てら
れている IP アドレスによって、リモート ピアはプライベート ネットワーク上にあるように見
えます。 2 番目のフィールドには、このセッションのリモート コンピュータのパブリック IP ア
ドレスが表示されます。 外部 IP アドレスとも呼ばれ、通常、パブリック IP アドレスは ISP に
よってリモート コンピュータに割り当てられます。 これによって、リモート コンピュータはパ
ブリック ネットワークのホストとして機能できます。
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• Other：セッションに関連付けられているその他のアトリビュート。

次のアトリビュートは、IKE セッションに適用されます。

次のアトリビュートは、IPSec セッションに適用されます。

次のアトリビュートは、NAC セッションに適用されます。

－ Revalidation Time Interval：成功した各ポスチャ検証間に必要とされる間隔（秒数）。

－ Time Until Next Revalidation：最後のポスチャ検証試行が成功しなかった場合は 0 です。 成
功した場合は、Revalidation Time Interval と最後に成功したポスチャ検証から経過した秒数
との差となります。

－ Status Query Time Interval：成功したポスチャ検証またはステータス クエリーの応答と次の
ステータス クエリーの応答との間に許容される時間（秒数）。 ステータス クエリーは、最
後のポスチャ検証からポスチャで変更があったかどうかを示すために、セキュリティ アプ
ライアンスがリモート ホストに行う要求です。

－ EAPoUDP Session Age：最後に成功したポスチャ検証から経過した秒数。

－ Hold-Off Time Remaining：最後のポスチャ検証が成功した場合は 0 秒です。 成功しなかった
場合は、次のポスチャ検証試行までの残り秒数になります。

－ Posture Token：Access Control Server で設定可能な情報文字列。 ACS は、システムの監視や
レポート作成、デバッグ、ロギングに役立つ情報の取得を目的として、ポスチャ トークン
をセキュリティ アプライアンスにダウンロードします。一般的なポスチャ トークンには、
Healthy、Checkup、Quarantine、Infected、Unknown があります。

－ Redirect URL：ポスチャ検証またはクライアントなしの認証が終わると、ACS はセッショ
ン用のアクセス ポリシーをセキュリティ アプライアンスにダウンロードします。 Redirect
URL は、アクセス ポリシー ペイロードのオプションの一部です。 セキュリティ アプライ
アンスは、リモート ホストの HTTP（ポート 80）および HTTPS（ポート 443）要求がある
場合に、Redirect URL にリダイレクトします。 アクセス ポリシーに Redirect URL が含まれ
ていない場合、セキュリティ アプライアンスはリモート ホストから HTTP および HTTPS
要求をリダイレクトしません。

Redirect URL は、IPSec セッションが終了するかポスチャが検証されるまで有効です。その
ため、ACS は新しいアクセス ポリシーをダウンロードしますが、新しいアクセス ポリシー
には、別のリダイレクト URL が含まれている場合もまったく含まれていない場合もありま
す。

More：このボタンを押して、セッションやトンネル グループを再検証または初期化します。

ACL タブには、セッションに一致した ACE が含まれる ACL が表示されます。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Sub-session Details – NAC Details

Monitoring > VPN > VPN Statistics > Sessions >Details >More

NAC Details ウィンドウでは、NAC セッションの統計情報およびステート情報を表示したり、セッ
ションやトンネル グループを再検証または初期化することができます。 

このウィンドウの統計情報およびステート情報のアトリビュートは次のとおりです。

• Reval Int (T)：再検証の時間間隔。 成功した各ポスチャ検証の間に必要とされる間隔（秒数）です。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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• Reval Left (T)：次の再検証までの時間。 最後のポスチャ検証試行が失敗した場合は 0 です。 成功
した場合は、Revalidation Time Interval と最後に成功したポスチャ検証から経過した秒数との差
となります。

• SQ Int (T)：ステート クエリーの時間間隔。 成功したポスチャ検証またはステータス クエリーの
応答と次のステータス クエリーの応答との間に許容される時間（秒数）。 ステータス クエリー
は、最後のポスチャ検証からポスチャで変更があったかどうかを示すために、セキュリティ ア
プライアンスがリモート ホストに行う要求です。

• EoU Age (T)：EAPoUDP セッション経過時間。 最後に成功したポスチャ検証から経過した秒数。

• Hold Left (T)：残りの遅延時間。 最後のポスチャ検証が成功した場合は 0 秒です。 失敗した場合
は、次のポスチャ検証試行までの残り秒数になります。

• Posture Token：Access Control Server で設定可能な情報文字列。 ACS は、システムの監視やレ
ポート作成、デバッグ、ロギングを支援するための情報提供を目的として、ポスチャ トークン
をセキュリティ アプライアンスにダウンロードします。一般的なポスチャ トークンには、
Healthy、Checkup、Quarantine、Infected、Unknown があります。

• Redirect URL：ポスチャ検証またはクライアントなしの認証が終わると、ACS はセッション用
のアクセス ポリシーをセキュリティ アプライアンスにダウンロードします。 Redirect URL は、
アクセス ポリシー ペイロードのオプション部分です。 セキュリティ アプライアンスは、リモー
ト ホストの HTTP（ポート 80）および HTTPS（ポート 443）要求がある場合に、Redirect URL
にリダイレクトします。 アクセス ポリシーに Redirect URL が含まれない場合、セキュリティ ア
プライアンスはリモート ホストから HTTP および HTTPS 要求をリダイレクトしません。

Redirect URL は、IPSec セッションが終了するかポスチャが検証されるまで有効です。そのた
め、ACS は新しいアクセス ポリシーをダウンロードしますが、新しいアクセス ポリシーには、
別のリダイレクト URL が含まれている場合もまったく含まれていない場合もあります。

このウィンドウのボタンは、次のとおりです。

（注） ポスチャ検証の対象のセッションをすべて再検証または初期化する場合は、Monitoring > VPN >
VPN Statistics > NAC Session Summary を選択します。

• Revalidate Session：ピアのポスチャまたは割り当てられているアクセス ポリシー（ある場合に
はダウンロードされた ACL）が変更された場合にクリックします。 このボタンをクリックする
と、新しい無条件のポスチャ検証を開始します。 このボタンをクリックするまで有効なポス
チャ検証と割り当てられているアクセス ポリシーは、新しいポスチャ検証が成功または失敗す
るまで有効のままとなります。 セッションがポスチャ検証から免除されている場合、このボタ
ンをクリックしてもセッションに影響はありません。

• Initialize Session：ピアのポスチャ、または割り当てられているアクセス ポリシー（ある場合に
はダウンロードされた ACL）が変更され、セッションに割り当てられているリソースをクリア
する場合にクリックします。 このボタンをクリックすると、EAPoUDP アソシエーションがパー
ジされ、新しい無条件のポスチャ検証が開始されます。 再検証の間は NAC のデフォルトの ACL
が有効になるため、セッションの初期化によってユーザ トラフィックが中断されることがあり
ます。 セッションがポスチャ検証から免除されている場合、このボタンをクリックしてもセッ
ションに影響はありません。

• Revalidate Tunnel Group：選択したセッション、または割り当てられているアクセス ポリシー
（ダウンロードされた ACL）の専用のトンネル グループにあるピアのポスチャが変更された場
合にクリックします。 このボタンをクリックすると、新しい無条件のポスチャ検証を開始しま
す。 このボタンをクリックするまでトンネル グループの各セッションで有効なポスチャ検証と
割り当てられているアクセス ポリシーは、新しいポスチャ検証が成功または失敗するまで有効
のままとなります。 ポスチャ検証から免除されているセッションには、このボタンをクリック
しても影響はありません。

• Initialize Tunnel Group：選択したセッションまたは割り当てられているアクセス ポリシー（ダ
ウンロードされた ACL）の専用のトンネル グループにあるピアのポスチャが変更され、セッ
ションに割り当てられているリソースをクリアする場合にクリックします。 このボタンをク
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リックすると、選択したセッションの専用のトンネル グループにあるポスチャ検証で使用され
る EAPoUDP アソシエーションと、アクセス ポリシー（ある場合にはダウンロードされた ACL）
がパージされ、有効なピアの新しい無条件のポスチャ検証が開始されます。 再検証の間は NAC
のデフォルトの ACL が有効になるため、セッションの初期化によってユーザ トラフィックが
中断されることがあります。 ポスチャ検証から免除されているセッションには、このボタンを
クリックしても影響はありません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Encryption Statistics
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Encryption Statistics

このパネルには、セキュリティ アプライアンスで、現在アクティブなユーザおよび管理者セッショ
ンによって使用されるデータ暗号化アルゴリズムが表示されます。 テーブルの各行は、1 つの暗号
化アルゴリズム タイプを表します。

フィールド

• Show Statistics For：特定のサーバやグループ、またはすべてのトンネル グループを選択します。

• Encryption Statistics：現在アクティブなセッションで使用中のすべてのデータ暗号化アルゴリズ
ムの統計情報を示します。

－ Encryption Algorithm：この行の統計情報が適用される暗号化アルゴリズムを一覧表示しま
す。

－ Sessions：このアルゴリズムを使用するセッションの数を一覧表示します。

－ Percentage：アクティブなセッションの合計に対する、このアルゴリズムを使用している
セッションの割合を数値で示します。 このカラムの合計は 100 % になります（端数は処
理）。

• Total Active Sessions：現在アクティブなセッションの数を示します。

• Cumulative Sessions：セキュリティ アプライアンスを最後にブートまたはリセットしたときか
らのセッションの合計数を示します。

• Refresh：Encryption Statistics テーブルに表示される統計情報を更新します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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NAC Session Summary
Monitoring > VPN > VPN Statistics > NAC Session Summary

NAC Session Summary ウィンドウでは、アクティブな累積ネットワーク アドミッション コントロー
ル セッションを表示できます。 

フィールド

• Active NAC Sessions：ポスチャ検証の対象のリモート ピアに関する一般的な統計情報。

• Cumulative NAC Sessions：現在ポスチャ検証の対象か、または以前から対象だったリモート ピ
アに関する一般的な統計情報。

• Accepted：ポスチャ検証に成功し、Access Control Server によってアクセス ポリシーが与えられ
たピアの数。

• Rejected：ポスチャ検証に失敗し、Access Control Server によってアクセス ポリシーが与えられ
なかったピアの数。

• Exempted：セキュリティ アプライアンスで設定された Posture Validation Exception リストのエ
ントリに一致するため、ポスチャ検証の対象になっていないピアの数。

• Non-responsive：Extensible Authentication Protocol（EAP）over UDP のポスチャ検証要求に応答
しないピアの数。 CTA が実行されていないピアは、これらの要求に応答しません。 セキュリ
ティ アプライアンスの設定でクライアントレス ホストがサポートされている場合、Access
Control Server は、それらのピアのセキュリティ アプライアンスに、クライアントレス ホスト
に関連付けられているアクセス ポリシーをダウンロードします。 サポートされていない場合、
セキュリティ アプライアンスは NAC のデフォルトのポリシーを割り当てます。

• Hold-off：ポスチャ検証が成功した後に、セキュリティ アプライアンスが EAPoUDP 通信を失っ
たピアの数。 NAC Hold Timer アトリビュート（Configuration > VPN > NAC）は、このタイプの
イベントと次のポスチャ検証試行との間の遅延時間を判定します。

• N/A：VPN NAC グループ ポリシーに従って NAC が無効になっているピアの数。

• Revalidate All：ピアのポスチャまたは割り当てられているアクセス ポリシー（ダウンロードさ
れた ACL）が変更された場合にクリックします。 このボタンをクリックすると、セキュリティ
アプライアンスによって管理されるすべての NAC セッションの新しい無条件のポスチャ検証
を開始します。 このボタンをクリックするまで各セッションに対して有効なポスチャ検証と、
割り当てられているアクセス ポリシーは、新しいポスチャ検証が成功または失敗するまで有効
のままとなります。 ポスチャ検証から免除されているセッションには、このボタンをクリック
しても影響はありません。

• Initialize All：ピアのポスチャまたは割り当てられているアクセス ポリシー（ダウンロードされ
た ACL）が変更され、セッションに割り当てられているリソースをクリアする場合にクリック
します。 このボタンをクリックすると、セキュリティ アプライアンスによって管理されるすべ
ての NAC セッションのポスチャ検証で使用される EAPoUDP アソシエーションと割り当てら
れているアクセス ポリシーをパージし、新しい無条件のポスチャ検証を開始します。 再検証の
間は NAC のデフォルトの ACL が有効になるため、セッションの初期化によってユーザ トラ
フィックが中断されることがあります。 ポスチャ検証から免除されているセッションには、こ
のボタンをクリックしても影響はありません。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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Protocol Statistics
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Protocol Statistics

このパネルには、セキュリティ アプライアンスで現在アクティブなユーザおよび管理者セッション
によって使用されるプロトコルが表示されます。 テーブルの各行は、1 つのプロトコル タイプを表
します。

フィールド

• Show Statistics For：特定のサーバやグループ、またはすべてのトンネル グループを選択します。

• Protocol Statistics：現在アクティブなセッションで使用中のすべてのプロトコルの統計情報を示
します。

－ Protocol：この行の統計情報が適用されるプロトコルを一覧表示します。

－ Sessions：このプロトコルを使用するセッションの数を一覧表示します。

－ Percentage：アクティブなセッションの合計に対する、このプロトコルを使用しているセッ
ションの割合を数値で示します。 このカラムの合計は 100 % になります（端数は処理）。

• Total Active Sessions：現在アクティブなセッションの数を示します。

• Cumulative Sessions：セキュリティ アプライアンスが最後にブートまたはリセットされてから
のセッションの合計数を示します。

• Refresh：Protocol Statistics テーブルに表示される統計情報を更新します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Global IKE/IPSec Statistics
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Global IKE/IPSec Statistics

このパネルには、セキュリティ アプライアンスで現在アクティブなユーザおよび管理者セッション
のグローバル IKE/IPSec 統計情報が表示されます。 テーブルの各行は、1 つのグローバル統計情報を
表します。

フィールド

• Show Statistics For：特定のプロトコル、IKE Protocol（デフォルト）または IPSec Protocol を選
択します。

• Global IKE/IPSec Statistics：現在アクティブなセッションで使用中のすべてのプロトコルの統計
情報を示します。

－ Statistic：統計変数の名前を一覧表示します。 このカラムの内容は、Show Statistics For パラ
メータで選択した値によって異なります。

－ Value：この行にある統計情報の数値。

• Refresh：Global IKE/IPSec Statistics テーブルに表示される統計情報を更新します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Crypto Statistics
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Crypto Statistics

このパネルには、セキュリティ アプライアンスで現在アクティブなユーザおよび管理者セッション
の暗号統計情報が表示されます。 テーブルの各行は、1 つの暗号統計情報を表します。

フィールド

• Show Statistics For：特定のプロトコル、IKE Protocol（デフォルト）、IPSec Protocol、SSL Protocol、
または他のプロトコルを選択します。

• Crypto Statistics：現在アクティブなセッションで使用中のすべてのプロトコルの統計情報を示
します。

－ Statistic：統計変数の名前を一覧表示します。 このカラムの内容は、Show Statistics For パラ
メータで選択した値によって異なります。

－ Value：この行にある統計情報の数値。

• Refresh：Crypto Statistics テーブルに表示される統計情報を更新します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Compression Statistics
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Compression Statistics

このパネルには、セキュリティ アプライアンスで現在アクティブなユーザおよび管理者セッション
の圧縮統計情報が表示されます。 テーブルの各行は、1 つの圧縮統計情報を表します。

フィールド

• Show Statistics For：IPSec VPN、WebVPN または SSL VPN Client などのすべての VPN タイプ、
または 1 つの VPN タイプの圧縮統計情報を選択できます。

• Statistics：選択した VPN タイプの統計情報をすべて表示します。

－ Statistic：統計変数の名前を一覧表示します。 このカラムの内容は、Show Statistics For パラ
メータで選択した値によって異なります。

－ Value：この行にある統計情報の数値。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 42章      VPN のモニタリング
VPN Statistics

42-14
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Refresh：Compression Statistics テーブルに表示される統計情報を更新します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Cluster Loads
Monitoring > VPN > VPN Statistics > Cluster Loads

このパネルを使用して、VPN ロードバランシング クラスタ内のサーバ間における現在のトラ
フィックの負荷分散を表示します。 サーバがクラスタの一部でない場合、このサーバが VPN ロード
バランシング クラスタに参加していない旨を伝える情報メッセージが表示されます。

フィールド

• VPN Cluster Loads：VPN ロードバランシング クラスタの現在の負荷分散を表示します。 カラム
ヘッダーをクリックすると、選択したカラムをソート キーとしてテーブルがソートされます。

－ Public IP Address：外部から可視となっているサーバの IP アドレスを表示します。

－ Role：このサーバが、クラスタ内のマスター デバイスかバックアップ デバイスかを示しま
す。

－ Priority：クラスタ内のこのサーバに割り当てられているプライオリティを示します。 プラ
イオリティは、1（最下位）～ 10（最上位）の整数にする必要があります。 プライオリティ
は、VPN ロードバランシング クラスタ内のどのデバイスがクラスタのマスター デバイス
またはプライマリ デバイスになるのかを決定するための 1 つの方法として、マスター選定
プロセスで使われます。

－ Model：このサーバのセキュリティ アプライアンスのモデル名と番号を示します。

－ Load %：サーバの容量に基づいて、サーバの合計容量のうち使用中の割合を示します。

－ Session：現在アクティブなセッションの数を示します。

• Refresh：テーブルに更新後の統計情報をロードします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —
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WebVPN SSO Statistics
Monitoring > VPN > WebVPN > SSO Statistics

このパネルには、セキュリティ アプライアンスに設定されている現在アクティブなシングル サイ
ンオン（SSO）サーバの SSO 統計情報が表示されます。 

（注） これらの統計情報は、SiteMinder サーバの SSO に関するものだけです。

フィールド

• Show Statistics For：SSO サーバを選択します。 

• SSO Statistics：選択した SSO サーバで現在アクティブなセッションの統計情報を示します。

次のような SSO 統計情報が表示されます。

－ SSO サーバの名前

－ SSO サーバのタイプ

－ 認証スキームのバージョン

－ Web エージェントの URL

－ 保留中の要求の数

－ 認可要求の数

－ 再送信の数

－ 許可の数

－ 拒否の数

－ タイムアウトの数

－ 認識されなかった応答の数 
• Refresh：SSO Statistics テーブルに表示される統計情報を更新します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• — • — —



第 42章      VPN のモニタリング
VPN Statistics

42-16
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J



C H A P T E R

43-1
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

43

プロパティのモニタリング

プロパティには次の項目が含まれています。

• AAA Servers

• CRL

• Connection Graphs

• DNS Cache

• Device Access

• IP Audit

• System Resources Graphs

AAA Servers
Monitoring > Properties > AAA Servers

AAA Server ペインでは、AAA Server のコンフィギュレーションを表示できます。

前提条件

なし。

フィールド

AAA Server ペインには、次のフィールドが表示されます。

• Server Group：設定されているサーバ グループ、または何も設定されていない場合は LOCAL を
表示します。

• Protocol：AAA でサーバ グループが使用するプロトコルを表示します。

• IP Address：設定されている AAA サーバの IP アドレスを表示します。

AAA サーバのリストの下は、設定されている各サーバの統計情報です。 Clear Server Stats ボタンを
使って統計情報をクリアできます。
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

CRL
Monitoring > Properties > CRL

このペインでは、選択したトラストポイントの関連付けられた CRL を表示またはクリアできます。
トラストポイントは、Configuration > Device Administration > Certificates > Trustpoints で設定されます。

フィールド

• Trustpoint name：選択したトラストポイントの名前。

• View CRL：選択した CRL を表示します。

• Clear CRL：選択した CRL をキャッシュからクリアします。

• CRL info：表示のみ。 詳細な CRL 情報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Connection Graphs
Connection Graphs ペインでは、セキュリティ アプライアンスの接続情報をグラフ形式で表示できま
す。 NAT に関する情報と、UDP 接続、AAA パフォーマンスおよび検査情報などのモニタリング情
報を表示できます。詳細については、次の項目も参照してください。

• Xlates

• Perfmon

Xlates
Monitoring > Properties > Connection Graphs > Xlates

Xlates では、アクティブなネットワーク アドレス変換をグラフ形式で表示できます。 1 つのフレー
ムに最大で 4 つのグラフを表示することができます。

フィールド

• Available Graphs For:：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ Xlate Utilization：セキュリティ アプライアンスの NAT の使用状況を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs フィールドに表示
されます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：このボタンをクリックして、Available Graphs For フィールドで選択したエントリを 
Selected Graphs フィールドに移動します。

• Remove：Selected Graphs フィールドから、選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Perfmon
Monitoring > Properties > Connection Graphs > Perfmon

Perfmon ペインでは、パフォーマンス情報をグラフ形式で表示できます。 1 つのフレームに最大で 4
つのグラフを表示することができます。

この情報には、変換、接続、Websense 要求、アドレス変換、および毎秒実行される AAA トランザ
クションの数が含まれます。

フィールド

• Available Graphs For:：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ AAA Perfmon：セキュリティ アプライアンスの AAA パフォーマンス情報を表示します。

－ Inspection Perfmon：セキュリティ アプライアンスの検査パフォーマンス情報を表示します。

－ Web Perfmon：URL アクセスおよび URL サーバ要求などのセキュリティ アプライアンス
の Web パフォーマンス情報を表示します。

－ Connections Perfmon：セキュリティ アプライアンスの接続パフォーマンス情報を表示しま
す。

－ Xlate Perfmon：セキュリティ アプライアンスの NAT パフォーマンス情報を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を示します。 すでにグラフ ウィンド
ウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開い
ているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択しま
す。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs フィールドに表示さ
れます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：このボタンをクリックして、Available Graphs For フィールドで選択したエントリを 
Selected Graphs フィールドに移動します。

• Remove：Selected Graphs フィールドから、選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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DNS Cache
Monitoring > Properties > DNS Cache

セキュリティ アプライアンスでは、特定の WebVPN および Certificate コマンドに送信された外部
DNS クエリーの DNS 情報にローカル キャッシュを提供します。 各 DNS 変換要求は、ローカル
キャッシュで最初に検索されます。 ローカル キャッシュに情報がある場合、結果の IP アドレスが
戻されます。 ローカル キャッシュで要求を解決できない場合、設定されているさまざまな DNS サー
バに DNS クエリーが送信されます。 外部 DNS サーバよって要求が解決された場合、結果の IP アド
レスと対応するホスト名が一緒にローカル キャッシュに格納されます。

特記事項

• DNS キャッシュ エントリには、タイムスタンプが付いています。 タイムスタンプは、未使用
のエントリをエージング アウトするために使われます。 エントリがキャッシュに追加される
と、タイムスタンプが初期化されます。 エントリにアクセスするたびに、タイムスタンプは更
新されます。 DNS キャッシュは、設定されている時間間隔ですべてのエントリをチェックし、
設定されているエージング アウト タイマーを過ぎたエントリをパージします。

• 新しいエントリが到着して、サイズを超えているかメモリ不足のためにキャッシュに空き領域

がない場合、エントリの経過時間に基づいてキャッシュを 3 分の 1 に減らします。 一番古いエ
ントリが削除されます。

• Clear Cache ボタンをクリックすると、キャッシュ全体をクリアできます。

フィールド

• Host：ホストの DNS 名。 

• IP Address：ホスト名に解決するアドレスを示します。 

• Permanent：エントリが name コマンドで作成されたかどうかを示します。 

• Idle Time：セキュリティ アプライアンスが最後にそのエントリを参照してからの経過時間を示
します。

• Active：エントリがエージング アウトしたかどうかを示します。 キャッシュに十分なスペース
がないときに、このエントリは削除されることがあります。

• Clear Cache：DNS キャッシュをクリアします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Device Access
Monitoring > Properties >Device Access

Device Access では、管理セッション、AAA にロックアウトされたユーザ、および認証されたユー
ザを監視できます。

Device Access には、次の項目が含まれています。

• AAA Local Locked Out Users

• Authenticated Users

• HTTPS/ASDM Sessions

• Secure Shell Sessions

• Telnet Sessions

AAA Local Locked Out Users
Monitoring > Properties > Device Access > AAA Local Locked Out Users

AAA Local Locked Out Users ペインでは、ログイン試行が失敗したために、ASDM からロックアウ
トされたユーザのリストを表示できます。 また、選択したロックアウト条件またはすべてのロック
アウトをクリアすることもできます。

フィールド

AAA Local Lockouts エリアには、次のフィールドが表示されます。

• Currently locked out users：現在ロックアウトされているユーザのリスト。

• Lock Time：ユーザがシステムへのアクセスをロックアウトされてからの経過時間。

• Failed Attempts：失敗したログイン試行回数。

• User：ログイン試行に失敗したユーザ名。

次のボタンも使用できます。

• Refresh：最新情報で画面を更新します。

• Clear lockout：選択したユーザのロックアウト条件をクリアします。

• Clear all lockouts：すべてのユーザのロックアウト条件をクリアします。 すべてのロックアウト
をクリアする前に、ロックアウト条件のリストを更新することをお勧めします。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Authenticated Users
Monitoring > Properties > Device Access > Authenticated Users

このペインでは、セキュリティ アプライアンスに認証されているユーザを表示できます。

フィールド

• User：セキュリティ アプライアンスに認証されているユーザ名を表示します。 

• IP Address：セキュリティ アプライアンスに認証されているユーザの IP アドレスを表示します。 

• Dynamic ACL：セキュリティ アプライアンスに認証されているユーザのダイナミック アクセス
リストを表示します。 

• Inactivity Timeout：セッションがタイムアウトになり、選択したユーザを切断するまでにユー
ザを非アクティブな状態にしておく時間を表示します。

• Absolute Timeout：セッションを閉じ、選択したユーザを切断するまでにユーザを接続したまま
にできる時間を表示します。 

• Refresh：現在認証されているユーザのリストを更新します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

HTTPS/ASDM Sessions
Monitoring > Properties > Device Access > HTTPS/ASDM

HTTPS/ASDM ペインでは、現在接続中の HTTPS/ASDM セッションを表示できます。 

ネットワーク ブラウザ ウィンドウで ASDM を実行している PC またはワークステーションが、セ
キュリティ アプライアンスと通信するために、セキュアな接続が必要です。 

フィールド

HTTPS/ASDM ペインには、次のフィールドが表示されます。

• Session ID：接続中の HTTPS/ASDM セッションの名前を表示します。

• IP Address：このセキュリティ アプライアンスへの接続が許可されている各ホストまたはネッ
トワークの IP アドレスを表示します。 

• Refresh：現在接続中の HTTPS/ASDM セッションのリストを更新します。 

• Disconnect：接続中の HTTPS/ASDM セッションを切断します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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Secure Shell Sessions
Monitoring > Properties > Device Access > Secure Shell Sessions

Secure Shell Sessions ペインでは、SSH プロトコルを使用した管理アクセスのために、セキュリティ
アプライアンスに接続されているホストを表示できます。 

フィールド

Currently Connected Secure Shell Sessions ペインには、次のフィールドが表示されます。

• Client：選択した SSH セッションのクライアント タイプを表示します。 

• User：選択した SSH セッションのユーザ名を表示します。 

• State：選択した SSH セッションのステートを表示します。 

• Version：セキュリティ アプライアンスへの接続に使われる SSH のバージョンを表示します。 

• Encryption (in)：選択したセッションで使われているインバウンド暗号化方法を表示します。 

• Encryption (out)：選択したセッションで使われているアウトバウンド暗号化方法を表示します。 

• HMAC (in)：選択したインバウンド SSH セッションに設定されている HMAC を表示します。

• HMAC (out)：選択したアウトバウンド SSH セッションに設定されている HMAC を表示します。

• SID：選択したセッションのセキュア ID を表示します。

• Refresh：現在選択中の SSH セッションのリストを更新します。 

• Disconnect：接続中の SSH セッションを切断します。 

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Telnet Sessions
Monitoring > Properties > Device Access > Telnet

Telnet Sessions ペインでは、現在接続中の Telnet セッションを表示できます。 

フィールド

Telnet Sessions ペインには、次のフィールドが表示されます。

• Session ID：接続中の Telnet セッションの名前を表示します。

• IP Address：Telnet を通したセキュリティ アプライアンスへの接続が許可されている各ホスト
の IP アドレスを表示します。 

• Refresh：現在選択中の Telnet セッションのリストを更新します。 

• Disconnect：接続中の Telnet セッションを切断します。 

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

IP Audit
Monitoring > Properties > IP Audit

IP Audit ペインでは、情報シグニチャおよび攻撃シグニチャに一致するパケットの数をグラフ形式、
またはテーブル形式で表示できます。 各統計タイプには、IP 監査がイネーブルになっているすべて
のインターフェイスの組み合せたパケットが表示されます。

フィールド

• Available Graphs for：モニタリングに使用可能なシグニチャのタイプを一覧表示します。 各シグ
ニチャ タイプの詳細については、「IP Audit Signatures」を参照してください。 1 つのグラフ ウィ
ンドウに表示する統計情報のタイプは 4 つまで選択できます。 複数のグラフ ウィンドウを同時
に開くことができます。

－ IP Options：次のシグニチャのパケット数を示します。

Bad Options List (1000)
Timestamp (1002)
Provide s, c, h, tcc (1003)
SATNET ID (1005)

－ IP Route Options：次のシグニチャのパケット数を示します。

Loose Source Route (1004)
Record Packet Route (1001)
Strict Source Route (1006)

－ IP Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

IP Fragment Attack (1100)
Impossible IP Packet (1102)
IP Teardrop (1103)

－ ICMP Requests：次のシグニチャのパケット数を示します。

Echo Request (2004)

Time Request (2007)
Info Request (2009)
Address Mask Request (2011)

－ ICMP Responses：次のシグニチャのパケット数を示します。

Echo Reply (2000)

Source Quench (2002)
Redirect (2003)
Time Exceeded (2005)
Parameter Problem (2006)

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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－ ICMP Replies：次のシグニチャのパケット数を示します。

Unreachable (2001)
Time Reply (2008)
Info Reply (2010)

Address Mask reply (2012)
－ ICMP Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

Fragmented ICMP (2150)
Large ICMP (2151)
Ping of Death (2154)

－ TCP Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

No Flags (3040)
SYN & FIN Flags Only (3041)
FIN Flag Only (3042)

－ UDP Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

Bomb (4050)
Snork (4051)
Chargen (4052)

－ DNS Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

Host Info (6050)
Zone Transfer (6051)
Zone Transfer High Port (6052)
All Records (6053)

－ FTP Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

Improper Address (3153)
Improper Port (3154)

－ RPC Requests to Target Hosts：次のシグニチャのパケット数を示します。

Port Registration (6100)

Port Unregistration (6101)
Dump (6102)

－ YP Daemon Portmap Requests：次のシグニチャのパケット数を示します。

ypserv Portmap Request (6150)
ypbind Portmap Request (6151)

yppasswdd Portmap Request (6152)
ypupdated Portmap Request (6153)
ypxfrd Portmap Request (6154)

－ Miscellaneous Portmap Requests：次のシグニチャのパケット数を示します。

mountd Portmap Request (6155)

rexd Portmap Request (6175)
－ Miscellaneous RPC Calls：次のシグニチャのパケット数を示します。

rexd Attempt (6180)
－ RPC Attacks：次のシグニチャのパケット数を示します。

statd Buffer Overflow (6190)
Proxied RPC (6103)

• Add：選択した統計タイプを選択したグラフ ウィンドウに追加します。



第 43章      プロパティのモニタリング
IP Audit

43-11
ASDM ユーザ ガイド

OL-10106-02-J

• Remove：選択したグラフ ウィンドウから、選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を表示します。 すでにグラフ ウィン
ドウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開
いているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択し
ます。 グラフに含まれている統計情報が Selected Graphs ペインに表示され、タイプを追加する
ことができます。 グラフ ウィンドウには、ASDM、インターフェイスの IP アドレス、「Graph」
という形式で名前が付けられます。 後続のグラフは、「Graph (2)」のように名前が付けられます。

• Selected Graphs：選択したグラフ ウィンドウに表示する統計タイプを示します。 タイプを 4 つ
まで含めることができます。

－ Show Graphs：グラフ ウィンドウを表示するか、または、追加した場合は追加の統計タイ
プでグラフを更新します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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System Resources Graphs
Monitoring > Properties > System Resources Graphs

System Resources Graphs では、セキュリティ アプライアンスのメモリ、CPU およびブロックの使用
状況を表示できます。 1 つのフレームに最大で 4 つのグラフを表示することができます。

System Resources Graphs には、次の項目が含まれています。

• Blocks

• CPU

• Memory

Blocks
Monitoring > Properties > System Resources Graphs> Blocks

Blocks では、空きメモリ ブロックと使用中のメモリ ブロックをグラフ形式で表示できます。 1 つの
フレームに最大で 4 つのグラフを表示することができます。

フィールド

• Available Graphs For:：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ Blocks Used：セキュリティ アプライアンスで使用中のメモリ ブロックを表示します。

－ Blocks Free：セキュリティ アプライアンスの空きメモリ ブロックを表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を示します。 すでにグラフ ウィンド
ウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開い
ているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択しま
す。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs フィールドに表示さ
れます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：このボタンをクリックして、Available Graphs For フィールドで選択したエントリを
Selected Graphs フィールドに移動します。

• Remove：Selected Graphs フィールドから、選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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CPU
Monitoring > Properties > System Resources Graphs > CPU

CPU では、CPU の使用状況をグラフ形式で表示できます。 1 つのフレームに最大で 4 つのグラフを
表示することができます。

フィールド

• Available Graphs For:：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ CPU Utilization：セキュリティ アプライアンスの CPU の使用状況を表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を示します。 すでにグラフ ウィンド
ウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開い
ているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択しま
す。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs フィールドに表示さ
れます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：このボタンをクリックして、Available Graphs For フィールドで選択したエントリを 
Selected Graphs フィールドに移動します。

• Remove：Selected Graphs フィールドから、選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

Memory
Monitoring > Properties > System Resources Graphs > Memory

Memory では、メモリの使用状況をグラフ形式で表示できます。 空きメモリと使用中のメモリをリ
アルタイムで監視できます。 1 つのフレームに最大で 4 つのグラフを表示することができます。

フィールド

• Available Graphs For:：グラフ化できるコンポーネントを一覧表示します。

－ Free Memory：セキュリティ アプライアンスの空きメモリを表示します。

－ Used Memory：セキュリティ アプライアンスの使用中のメモリを表示します。

• Graph Window：統計タイプを追加するグラフ ウィンドウ名を示します。 すでにグラフ ウィンド
ウを開いている場合は、デフォルトで新しいグラフ ウィンドウがリストされます。 すでに開い
ているグラフに統計タイプを追加する場合は、開いているグラフ ウィンドウの名前を選択しま
す。 グラフ ウィンドウにすでに含まれている統計情報は、Selected Graphs フィールドに表示さ
れます。ここでタイプを追加することができます（1 つのウィンドウに最大 4 つ）。 

• Add：このボタンをクリックして、Available Graphs For フィールドで選択したエントリを 
Selected Graphs フィールドに移動します。

• Remove：Selected Graphs フィールドから、選択した統計タイプを削除します。

• Show Graphs：新しいグラフ ウィンドウ、または更新したグラフ ウィンドウに選択した統計情
報を表示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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モード

次の表に、この機能を使用できるモードを示します。

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド 透過 シングル

マルチ

コンテキスト システム

• • • • —
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