Cisco ASA の概要
Cisco ASA は、追加モジュールとの統合サービスに加え、高度なステートフル ファイアウォー
ルおよび VPN コンセントレータ機能を 1 つのデバイスで提供します。ASA は、複数のセキュ
リティコンテキスト（仮想ファイアウォールに類似）、クラスタリング（複数のファイアウォー
ルを 1 つのファイアウォールに統合）、トランスペアレント（レイヤ 2）ファイアウォールま
たはルーテッド（レイヤ 3）ファイアウォール オペレーション、高度なインスペクション エン
ジン、IPsec VPN、SSL VPN、クライアントレス SSL VPN サポートなど、多数の高度な機能を
含みます。
• ハードウェアとソフトウェアの互換性 （1 ページ）
• VPN の互換性 （1 ページ）
• 新機能 （1 ページ）
• ファイアウォール機能の概要 （7 ページ）
• VPN 機能の概要 （11 ページ）
• セキュリティ コンテキストの概要 （12 ページ）
• ASA クラスタリングの概要 （13 ページ）
• 特殊なサービスおよびレガシー サービス （13 ページ）

ハードウェアとソフトウェアの互換性
サポートされるすべてのハードウェアおよびソフトウェアの一覧は、『Cisco ASA Compatibility
（Cisco ASA の互換性）』[英語] を参照してください。

VPN の互換性
『Supported VPN Platforms, Cisco ASA Series』[英語] を参照してください。

新機能
このセクションでは、各リリースの新機能を示します。
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ASA 9.12(2) の新機能

（注）

『syslog メッセージ ガイド』に、新規、変更済み、および廃止された syslog メッセージを記載
しています。

ASA 9.12(2) の新機能
リリース日：2019 年 5 月 30 日
機能

説明

Firepower 9300 SM-56 のサポート セキュリティ モジュール、SM-56 を導入しました。
FXOS 2.6.1.157 が必要です。
変更されたコマンドはありません。

ASA 9.12(1) の新機能
リリース：2019 年 3 月 13 日
機能

説明

プラットフォーム機能
Firepower 4115、4125、および
4145 向け ASA

Firepower 4115、4125、および 4145 が導入されました。
FXOS 2.6.1 が必要です。
変更されたコマンドはありません。

ASA および FTD を同じ Firepower ASA および FTD 論理デバイスを同じ Firepower 9300 上で展開できるようになりま
9300 の別のモジュールでサポー した。
ト
FXOS 2.6.1 が必要です。
変更されたコマンドはありません。
Firepower 9300 SM-40 および
SM-48 のサポート

2 つのセキュリティ モジュール、SM-40 および SM-48 が導入されました。
FXOS 2.6.1 が必要です。
変更されたコマンドはありません。

ファイアウォール機能
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ASA 9.12(1) の新機能

機能

説明

GTPv1 リリース 10.12 のサポート システムで GTPv1 リリース 10.12 がサポートされるようになりました。以前は、リ
リース 6.1 がサポートされていました。新しいサポートでは、25 件の GTPv1 メッ
セージおよび 66 件の情報要素の認識が追加されています。
さらに、動作の変更もあります。不明なメッセージ ID が許可されるようになりま
した。以前は、不明なメッセージはドロップされ、ログに記録されていました。
変更されたコマンドはありません。
Cisco Umbrella の強化

Cisco Umbrella をバイパスする必要があるローカル ドメイン名を特定できるように
なりました。これらのドメインの DNS 要求は、Umbrella を処理せず DNS サーバに
直接送信されます。また、DNS 要求の解決に使用する Umbrella サーバも特定でき
るようになりました。さらに、Umbrella サーバを使用できない場合は、DNS 要求が
ブロックされないように、Umbrella インスペクション ポリシーをフェール オープ
ンに定義することができます。
新規/変更されたコマンド：local-domain-bypass、resolver、umbrella fail-open

オブジェクト グループの検索し これまではオブジェクト グループの検索が有効になると、この機能によりしきい値
きい値がデフォルトで無効にな が適用され、パフォーマンスの低下を防止していました。そのしきい値が、デフォ
りました。
ルトで無効になりました。しきい値は、object-group-search threshold コマンドを使
用して有効にできます。
新規/変更されたコマンド：object-group-search threshold
NAT のポート ブロック割り当て NAT のポート ブロックの割り当てを有効にすると、ポート ブロックの作成および
に対する暫定ログ
削除中にシステムで syslog メッセージが生成されます。暫定ログの記録を有効にす
ると、指定した間隔でメッセージ 305017 が生成されます。メッセージは、その時
点で割り当てられているすべてのアクティブ ポート ブロックをレポートします（プ
ロトコル（ICMP、TCP、UDP）、送信元および宛先インターフェイス、IP アドレ
ス、ポート ブロックを含む）。
新規/変更されたコマンド：xlate block-allocation pba-interim-logging seconds
VPN 機能
debug aaa の新しい condition オ condition オプションが debug aaa コマンドに追加されました。このオプションを使
用すると、グループ名、ユーザ名またはピア IP アドレスに基づいて VPN デバッグ
プション
をフィルタ処理できます。
新規/変更されたコマンド： debug aaa condition
IKEv2 での RSA SHA-1 のサポー IKEv2 の RSA SHA-1 ハッシュ アルゴリズムを使用して署名を生成できるようにな
ト
りました。
新規/変更されたコマンド： rsa-sig-sha1
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機能

説明

DES と3DES の両方の暗号化ライ 3DES 暗号化ライセンスの有無にかかわらず、デフォルトの SSL 設定を表示できる
センス、および使用可能な暗号 ようになりました。さらに、デバイスでサポートされているすべての暗号を表示す
のデフォルトの SSL 設定を表示 ることもできます。
します。
新規/変更されたコマンド： show ssl information
webVPN HSTS へのサブドメイン ドメイン所有者は、Web ブラウザの HSTS プリロード リストに含める必要があるド
の追加
メインを送信できます。
新規/変更されたコマンド： hostname(config-webvpn) includesubdomains
ハイ アベイラビリティとスケーラビリティの各機能
サイトごとのクラスタリング用
Gratuitous ARP

ASA では、Gratuitous ARP（GARP）パケットを生成してスイッチング インフラス
トラクチャを常に最新の状態に保つようになりました。各サイトの優先順位値が最
も高いメンバによって、グローバル MAC/IP アドレスの GARP トラフィックが定期
的に生成されます。クラスタから送信されたサイトごとの MAC および IP アドレス
とパケットがサイト固有の MAC アドレスおよび IP アドレスを使用するのに対し、
クラスタで受信したパケットは、グローバル MAC アドレスおよび IP アドレスを使
用します。トラフィックがグローバル MAC アドレスから定期的に生成されない場
合、グローバル MAC アドレスのスイッチで MAC アドレスのタイムアウトが発生
する可能性があります。タイムアウト後にグローバル MAC アドレスへのトラフィッ
クがスイッチング インフラストラクチャ全体にわたりフラッディングされ、これに
よりパフォーマンスおよびセキュリティ上の問題が発生することがあります。各ス
パンド EtherChannel のユニットおよびサイト MAC アドレスごとにサイト ID を設定
すると、GARP がデフォルトで有効になります。
新規/変更されたコマンド： site-periodic-garp interval

ルーティング機能
認証のための OSPF キー チェー OSPF は、MD5 キーを使用してネイバーおよびルート アップデートを認証します。
ASA では、MD5 ダイジェストの生成に使用されるキーには関連付けられている有
ンのサポート
効期間がありませんでした。したがって、キーを定期的に変更するにはユーザによ
る介入が必要でした。この制限を打破するために、OSPFv2 は循環キーを使用した
MD5 認証をサポートしています。
キー チェーンのキーの承認と送信の有効期間に基づいて、OSPF 認証でキーおよび
フォームの隣接関係を承認または拒否します。
新規/変更されたコマンド：accept-lifetime、area virtual-link authentication、
cryptographic-algorithm、key、key chain、key-string、ospf authentication、
send-lifetime
証明書の機能
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機能

説明

登録用 URL のローカル CA を設 ASA の構成済み FQDN を使用する代わりに設定可能な登録用 URL の FQDN を作成
するため、新しい CLI オプションが導入されました。この新しいオプションは、
定可能な FQDN
crypto ca server の smpt モードに追加されます。
新規/変更されたコマンド： fqdn
管理、モニタリング、およびトラブルシューティングの機能
enable ログイン時にパスワード デフォルトの enable のパスワードは空白です。ASA で特権 EXEC モードへのアク
セスを試行する場合に、パスワードを 3 文字以上の値に変更することが必須となり
の変更が必要になりました
ました。空白のままにすることはできません。no enable password コマンドは現在
サポートされていません。
CLI で aaa authorization exec auto-enable を有効にすると、enable コマンド、login
コマンド（特権レベル 2 以上のユーザ）、または SSH/Telnet セッションを使用して
特権 EXEC モードにアクセスできます。これらの方法ではすべて、イネーブル パス
ワードを設定する必要があります。
このパスワード変更の要件は、ASDM のログインには適用されません。ASDM のデ
フォルトでは、ユーザ名を使用せず enable パスワードを使用してログインすること
ができます。
新規/変更されたコマンド： enable password
管理セッションの設定可能な制
限

集約、ユーザ単位、およびプロトコル単位の管理セッションの最大数を設定できま
す。これまでは、セッションの集約数しか設定できませんでした。この機能がコン
ソール セッションに影響を与えることはありません。マルチ コンテキスト モード
では HTTPS セッションの数を設定することはできず、最大セッション数は 5 で固
定されています。また、quota management-session コマンドはシステム コンフィ
ギュレーションでは受け入れられず、代わりにコンテキスト コンフィギュレーショ
ンで使用できるようになっています。集約セッションの最大数が 15 になりました。
0（無制限）または 16 以上に設定してアップグレードすると、値は 15 に変更され
ます。
新規/変更されたコマンド：quota management-session、show quota management-session

管理権限レベルの変更通知

有効なアクセス（aaa authentication enable console）を認証するか、または特権 EXEC
への直接アクセス（aaa authorization exec auto-enable）を許可すると、前回のログ
イン以降に割り当てられたアクセス レベルが変更された場合に ASA からユーザへ
通知されるようになりました。
新規/変更されたコマンド： show aaa login-history

IPv6 での NTP サポート

NTP サーバに IPv6 アドレスを指定できるようになりました。
新規/変更されたコマンド： ntp server
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機能

説明

SSH によるセキュリティの強化 次の SSH セキュリティの改善を参照してください。
• SSH バージョン 1 はサポートされなくなりました。バージョン 2 のみがサポー
トされています。
• Diffie-Hellman Group 14 SHA256 キー交換のサポート。この設定がデフォルトに
なりました。以前のデフォルトは Group 1 SHA1 でした。
• HMAC-SHA256 整合性暗号のサポート。デフォルトは、高セキュリティの暗号
セット（hmac-sha1 および hmac-sha2-256）になりました。以前のデフォルトは
中程度のセットでした。
新規/変更されたコマンド：ssh cipher integrity 、ssh key-exchange group
dh-group14-sha256、ssh version
非ブラウザベースの HTTPS クラ 非ブラウザベースの HTTPS クライアントが ASA 上の HTTPS サービスにアクセス
イアントによる ASA へのアクセ できるようにすることができます。デフォルトでは、ASDM、CSM、および REST
スの許可
API が許可されています。
新規/変更されたコマンド： http server basic-auth-client
クラスタ制御リンク上でのみの クラスタ制御リンク（およびデータ プレーン パケットなし）でのみコントロール
コントロール プレーン パケット プレーン パケットをキャプチャできるようになりました。このオプションは、マル
のキャプチャ
チコンテキスト モードのシステムで、ACL を使用してトラフィックを照合できな
い場合に役立ちます。
新規/変更されたコマンド： capture interface cluster cp-cluster
debug conncommand

接続処理を記録する 2 つの履歴メカニズムを提供するために debug conn コマンドが
追加されました。1 つ目の履歴リストはスレッドの操作を記録するスレッドごとの
リストです。2 つ目の履歴リストは conn グループに操作を記録するリストです。接
続が有効になっている場合、接続のロック、ロック解除、削除などの処理イベント
が 2 つの履歴リストに記録されます。問題が発生すると、これら 2 つのリストを使
用して不正なロジックを判断する処理で確認することができます。
新規/変更されたコマンド： debug conn

show tech-support に追加の出力 show tech-support の出力が拡張され、次の出力が表示されるようになりました。
が含まれている
• show ipv6 interface
• show aaa-server
• show fragment
新規/変更されたコマンド： show tech-support
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ファイアウォール機能の概要
ファイアウォールは、外部ネットワーク上のユーザによる不正アクセスから内部ネットワーク
を保護します。また、ファイアウォールは、人事部門ネットワークをユーザ ネットワークから
分離するなど、内部ネットワーク同士の保護も行います。Web サーバまたは FTP サーバなど、
外部のユーザが使用できるようにする必要のあるネットワーク リソースがあれば、ファイア
ウォールで保護された別のネットワーク（非武装地帯（DMZ）と呼ばれる）上に配置します。
ファイアウォールによって DMZ に許可されるアクセスは限定されますが、DMZ にあるのは公
開サーバだけのため、この地帯が攻撃されても影響を受けるのは公開サーバに限定され、他の
内部ネットワークに影響が及ぶことはありません。また、特定アドレスだけに許可する、認証
または認可を義務づける、または外部の URL フィルタリング サーバと協調するといった手段
によって、内部ユーザが外部ネットワーク（インターネットなど）にアクセスする機会を制御
することもできます。
ファイアウォールに接続されているネットワークに言及する場合、外部ネットワークはファイ
アウォールの手前にあるネットワーク、内部ネットワークはファイアウォールの背後にある保
護されているネットワーク、そして DMZ はファイアウォールの背後にあるが、外部ユーザに
制限付きのアクセスが許されているネットワークです。ASA を使用すると、数多くのインター
フェイスに対してさまざまなセキュリティ ポリシーが設定できます。このインターフェイスに
は、多数の内部インターフェイス、多数の DMZ、および必要に応じて多数の外部インターフェ
イスが含まれるため、ここでは、このインターフェイスの区分は一般的な意味で使用するだけ
です。

セキュリティ ポリシーの概要
他のネットワークにアクセスするために、ファイアウォールを通過することが許可されるトラ
フィックがセキュリティ ポリシーによって決められます。デフォルトでは、内部ネットワーク
（高セキュリティ レベル）から外部ネットワーク（低セキュリティ レベル）へのトラフィッ
クは、自由に流れることが ASA によって許可されます。トラフィックにアクションを適用し
てセキュリティ ポリシーをカスタマイズすることができます。

アクセス ルールによるトラフィックの許可または拒否
アクセス ルールを適用することで、内部から外部に向けたトラフィックを制限したり、外部か
ら内部に向けたトラフィックを許可したりできます。ブリッジグループ インターフェイスで
は、EtherType アクセス ルールを適用して、非 IP トラフィックを許可できます。

NAT の適用
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。
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• 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。

IP フラグメントからの保護
ASA は、IP グラグメント保護を提供します。この機能は、すべての ICMP エラー メッセージ
の完全なリアセンブリと、ASA 経由でルーティングされる残りの IP フラグメントの仮想リア
センブリを実行します。セキュリティ チェックに失敗したフラグメントは、ドロップされログ
に記録されます。仮想リアセンブリはディセーブルにできません。

HTTP、HTTPS、または FTP フィルタリングの適用
アクセス リストを使用して、特定の Web サイトまたは FTP サーバへの発信アクセスを禁止で
きますが、このような方法で Web サイトの使用方法を設定し管理することは、インターネッ
トの規模とダイナミックな特性から、実用的とはいえません。
ASA でクラウド Web セキュリティを設定したり、URL およびその他のフィルタリング サービ
ス（ASA CX や ASA FirePOWER など）を提供する ASA モジュールをインストールすることが
できます。ASA は、Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）などの外部製品ととも
に使用することも可能です。

アプリケーション インスペクションの適用
インスペクション 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、ASA によるディープ パケット インスペクションの実行
を必要とします。

サポート対象のハードウェアモジュールまたはソフトウェアモジュールへのトラフィッ
クの送信
一部の ASA モデルでは、ソフトウェア モジュールの設定、またはハードウェア モジュールの
シャーシへの挿入を行うことで、高度なサービスを提供することができます。これらのモジュー
ルを通じてトラフィック インスペクションを追加することにより、設定済みのポリシーに基づ
いてトラフィックをブロックできます。また、これらのモジュールにトラフィックを送信する
ことで、高度なサービスを利用することができます。

QoS ポリシーの適用
音声やストリーミング ビデオなどのネットワーク トラフィックでは、長時間の遅延は許容さ
れません。QoS は、この種のトラフィックにプライオリティを設定するネットワーク機能で
す。QoS とは、選択したネットワーク トラフィックによりよいサービスを提供するネットワー
クの機能です。
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接続制限と TCP 正規化の適用
TCP 接続、UDP 接続、および初期接続を制限することができます。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。ASA 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 正規化は、正常に見えないパケットをドロップするように設計された高度な TCP 接続設
定で構成される機能です。

脅威検出のイネーブル化
スキャン脅威検出と基本脅威検出、さらに統計情報を使用して脅威を分析する方法を設定でき
ます。
基本脅威検出は、DoS 攻撃などの攻撃に関係している可能性のあるアクティビティを検出し、
自動的にシステム ログ メッセージを送信します。
典型的なスキャン攻撃では、あるホストがサブネット内の IP アドレスにアクセスできるかど
うかを 1 つずつ試します（サブネット内の複数のホストすべてを順にスキャンするか、1 つの
ホストまたはサブネットの複数のポートすべてを順にスイープする）。スキャン脅威検出機能
は、いつホストがスキャンを実行するかを判別します。トラフィック署名に基づく IPS スキャ
ン検出とは異なり、ASA のスキャニング脅威検出機能は、スキャン アクティビティに関して
分析できるホスト統計を含む膨大なデータベースを維持します。
ホスト データベースは、不審なアクティビティを追跡します。このようなアクティビティに
は、戻りアクティビティのない接続、閉じているサービス ポートへのアクセス、脆弱な TCP
動作（非ランダム IPID など）、およびその他の多くの動作が含まれます。
攻撃者に関するシステム ログ メッセージを送信するように ASA を設定できます。または、自
動的にホストを排除できます。

ファイアウォール モードの概要
ASA は、次の 2 つのファイアウォール モードで動作します。
• ルーテッド
• トランスペアレント
ルーテッド モードでは、ASA は、ネットワークのルータ ホップと見なされます。
トランスペアレント モードでは、ASA は「Bump In The Wire」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 ホップとは見なされません。ASA は「ブリッジグループ」
の内部および外部インターフェイスと同じネットワークに接続します。
トランスペアレント ファイアウォールは、ネットワーク コンフィギュレーションを簡単にす
るために使用できます。トランスペアレント モードは、攻撃者からファイアウォールが見えな
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いようにする場合にも有効です。トランスペアレント 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、トランスペアレン
ト ファイアウォールでは、EtherType アクセス リストを使用するマルチキャスト ストリームが
許可されます。
ルーテッド モードでブリッジ グループの設定、およびブリッジ グループと通常インターフェ
イスの間のルートの設定を行えるように、ルーテッド モードでは Integrated Routing and Bridging
をサポートしてます。ルーテッド モードでは、トランスペアレント モードの機能を複製でき
ます。マルチ コンテキスト モードまたはクラスタリングが必要ではない場合、代わりにルー
テッド モードを使用することを検討してください。

ステートフル インスペクションの概要
ASA を通過するトラフィックはすべて、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、通過が許可されるか、またはドロップされます。単純なパケット フィルタは、送信
元アドレス、宛先アドレス、およびポートが正しいかどうかはチェックできますが、パケット
シーケンスまたはフラグが正しいかどうかはチェックしません。また、フィルタはすべてのパ
ケットをフィルタと照合してチェックするため、処理が低速になる場合があります。

（注）

TCP ステート バイパス機能を使用すると、パケット フローをカスタマイズできます。
ただし、ASA のようなステートフル ファイアウォールは、パケットの次のようなステートに
ついて検討します。
• 新規の接続かどうか。
新規の接続の場合、ASA は、パケットをアクセス リストと照合してチェックする必要が
あり、これ以外の各種のタスクを実行してパケットの許可または拒否を決定する必要があ
ります。このチェックを行うために、セッションの最初のパケットは「セッション管理パ
ス」を通過しますが、トラフィックのタイプに応じて、「コントロール プレーン パス」
も通過する場合があります。
セッション管理パスで行われるタスクは次のとおりです。
• アクセス リストとの照合チェック
• ルート ルックアップ
• NAT 変換（xlates）の割り当て
• 「ファスト パス」でのセッションの確立
ASA は、TCP トラフィックのファスト パスに転送フローとリバース フローを作成しま
す。ASA は、高速パスも使用できるように、UDP、ICMP（ICMP インスペクションがイ
ネーブルの場合）などのコネクションレス型プロトコルの接続状態の情報も作成するの
で、これらのプロトコルもファスト パスを使用できます。
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（注）

SCTP などの他の IP プロトコルの場合、ASA はリバース パス フ
ローを作成しません。そのため、これらの接続を参照する ICMP
エラー パケットはドロップされます。

レイヤ 7 インスペクションが必要なパケット（パケットのペイロードの検査または変更が
必要）は、コントロール プレーン パスに渡されます。レイヤ 7 インスペクション エンジ
ンは、2 つ以上のチャネルを持つプロトコルで必要です。2 つ以上のチャネルの 1 つは周
知のポート番号を使用するデータ チャネルで、その他はセッションごとに異なるポート番
号を使用するコントロール チャネルです。このようなプロトコルには、FTP、H.323、お
よび SNMP があります。
• 確立済みの接続かどうか。
接続がすでに確立されている場合は、ASA でパケットの再チェックを行う必要はありませ
ん。一致するパケットの大部分は、両方向で「ファースト」パスを通過できます。高速パ
スで行われるタスクは次のとおりです。
• IP チェックサム検証
• セッション ルックアップ
• TCP シーケンス番号のチェック
• 既存セッションに基づく NAT 変換
• レイヤ 3 ヘッダー調整およびレイヤ 4 ヘッダー調整
レイヤ 7 インスペクションを必要とするプロトコルに合致するデータ パケットも高速パス
を通過できます。
確立済みセッション パケットの中には、セッション管理パスまたはコントロール プレー
ン パスを引き続き通過しなければならないものがあります。セッション管理パスを通過す
るパケットには、インスペクションまたはコンテンツ フィルタリングを必要とする HTTP
パケットが含まれます。コントロール プレーン パスを通過するパケットには、レイヤ 7
インスペクションを必要とするプロトコルのコントロール パケットが含まれます。

VPN 機能の概要
VPN は、TCP/IP ネットワーク（インターネットなど）上のセキュアな接続で、プライベート
な接続として表示されます。このセキュアな接続はトンネルと呼ばれます。ASA 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。ASA は、双方向トンネルの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エンドポイ
ント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を解除され、
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
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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。ASA
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。
ASA は、次の機能を実行します。
• 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
• 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
ASA 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。

セキュリティ コンテキストの概要
単一の ASA は、セキュリティ コンテキストと呼ばれる複数の仮想デバイスにパーティション
化できます。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デバイスです。マルチ コンテキストは、複数のスタンドアロン デバイス
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、さまざまな機能がサポートされています。ただし、サポー
トされていない機能もあります。詳細については、機能に関する各章を参照してください。
マルチ コンテキスト モードの場合、ASA 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 デバイス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。システム管理者がコンテキストを追加および管理
するには、コンテキストをシステム コンフィギュレーションに設定します。これが、シングル
モード設定と同じく、スタートアップ コンフィギュレーションとなります。システム コンフィ
ギュレーションは、ASA 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、
ネットワーク インターフェイスやネットワーク設定は含まれません。その代わりに、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に（サーバからコンテキストをダウンロード
するなど）、システムは管理コンテキストとして指定されている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。ただし、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。
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ASA クラスタリングの概要
ASA クラスタリングを利用すると、複数の ASA をグループ化して、1 つの論理デバイスにす
ることができます。クラスタは、単一デバイスのすべての利便性（管理、ネットワークへの統
合）を備える一方で、複数デバイスによって高いスループットおよび冗長性を達成します。
すべてのコンフィギュレーション作業（ブートストラップ コンフィギュレーションを除く）
は、マスター ユニット上でのみ実行します。コンフィギュレーションは、メンバ ユニットに
複製されます。

特殊なサービスおよびレガシー サービス
一部のサービスのマニュアルは、主要な設定ガイドおよびオンライン ヘルプとは別の場所にあ
ります。
特殊なサービスに関するガイド
特殊なサービスを利用して、たとえば、電話サービス（Unified Communications）用のセ
キュリティ プロキシを提供したり、ボットネット トラフィック フィルタリングを Cisco
アップデート サーバのダイナミック データベースと組み合わせて提供したり、Cisco Web
セキュリティ アプライアンス用の WCCP サービスを提供したりすることにより、ASA と
他のシスコ製品の相互運用が可能になります。これらの特殊なサービスの一部について
は、別のガイドで説明されています。
• 『Cisco ASA Botnet Traffic Filter Guide』
• 『Cisco ASA NetFlow Implementation Guide』
• 『Cisco ASA Unified Communications Guide』
• 『Cisco ASA WCCP Traffic Redirection Guide』
• 『SNMP Version 3 Tools Implementation Guide』
レガシー サービス ガイド
レガシー サービスは現在も ASA でサポートされていますが、より高度なサービスを代わ
りに使用できる場合があります。レガシー サービスについては別のガイドで説明されてい
ます。
『Cisco ASA Legacy Feature Guide』
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
• RIP の設定
• ネットワーク アクセスの AAA 規則
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• IP スプーフィングの防止などの保護ツールの使用（ip verify reverse-path）、フラグ
メント サイズの設定（fragment）、不要な接続のブロック（shun）、TCP オプショ
ンの設定（ASDM 用）、および基本 IPS をサポートする IP 監査の設定（ip audit）。
• フィルタリング サービスの設定
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