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ネットワーク可視性モジュールについて
ユーザが管理対象外デバイスを使用する状況が増加しているため、企業内管理者はネットワーク
内外の状況を把握しにくくなっています。ネットワーク可視性モジュール（NVM）により、企業
内管理者がキャパシティとサービスの計画、監査、コンプライアンス、およびセキュリティ分析
を実行する能力が強化されます。NVM は次のサービスを提供します。
• ネットワーク設計を情報に基づいてより適切に改善する（VzFlow プロトコル仕様の IPFIX コ
レクタ要素の拡張）ために、アプリケーションの使用状況をモニタする
• アプリケーション、ユーザ、またはエンドポイントを論理グループに分類する
• 企業の資産を追跡し、移行アクティビティを計画するため、潜在的な異常を洗い出す
この機能により、インフラストラクチャ導入環境全体ではなく、テレメトリを対象とするかどう
かを選択できます。NVM は、次の情報に対するより正確な可視性を得るため、エンドポイント
テレメトリを収集します。
• デバイス：エンドポイント（場所に関係なく）
• ユーザ：エンドポイントにログインしているユーザ
• アプリケーション：トラフィックを生成するアプリケーション
• 場所：トラフィックが生成されるネットワークの場所
• 宛先：このトラフィックの宛先の実際の FQDN

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client リリース 4.4 管理者ガイド
1

ネットワーク可視性モジュール
NVM プロファイル エディタ

信頼ネットワークでは、AnyConnect NVM はフロー レコードをコレクタ（Landcope や LiveAction
などのサードパーティ ベンダー）にエクスポートし、このコレクタがファイル分析を実行し、UI
インターフェイスを提供します。Splunk などのサードパーティ ベンダーも、レポートを表示する
ための UI インターフェイスを提供します。ほとんどの企業内 IT 管理者は、データを使用して独
自の可視化テンプレートを作成することを望みますが、シスコは Splunk アプリケーション プラグ
インを介していくつかのサンプル ベース テンプレートを提供しています。
従来、シスコの NetFlow コレクタには IP ネットワーク トラフィックがインターフェイスに入る時
点またはインターフェイスから出る時点でこのトラフィックを収集できる機能がありました。こ
れにより、ネットワークでの輻輳の原因を判別できる可能性がありました。NVM でエクスポート
されるデータは、現在の Cisco NetFlow コレクタとは互換性がありません。これは、現在の Cisco
NetFlow コレクタは IPFIX プロトコルを使用しているためです。
NVM の AnyConnect プロファイルは、ISE または ASA ヘッドエンドからプッシュされます（この
機能が有効な場合）。ISE ヘッドエンドでは、スタンドアロン プロファイル エディタを使用し、
NVM サービス プロファイル XML を生成して ISE にアップロードし、新しい NVM モジュールに
対してマップできます。これは、Web セキュリティ、ネットワーク アクセス マネージャなどでの
操作と同様です。ASA ヘッドエンドでは、スタンドアロン プロファイル エディタまたは ASDM
プロファイル エディタのいずれかを使用できます。
ネットワーク可視性モジュールのインストールを選択すると、AnyConnect Secure Mobility Client
UI の [バージョン情報（About）] 画面に、このモジュールがインストール済みとしてリストされ
ます。NVM の実行中、AnyConnect UI に他の表示はありません。
VPN の状態が接続済みに変更した時点と、エンドポイントが信頼ネットワーク内にある場合に、
NVM に通知が送信されます。

NVM プロファイル エディタ
このプロファイル エディタでは、コレクタ サーバの IP/FQDN を設定し、データが匿名化される
かどうかを決定します。
コレクタによって共有されるデータの匿名化をより詳細に制御したい場合は、カスタムデータコ
レクション ポリシーを作成できます。
ネットワーク可視性モジュールは、OS で優先される IP アドレスに対して、IPv4 アドレスのシン
グル スタック IPv4、IPv6 アドレスのシングル スタック IPv6、または デュアル スタック IPv4/IPv6
で接続を確立できます。
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（注）

ネットワーク可視性モジュールがフロー情報を送信するのは、信頼できるネットワーク上に限
られます。デフォルトで、エンドポイントが非信頼ネットワークに接続されている場合は引き
続きデータが収集され、エンドポイントが信頼ネットワーク上に存在する場合はデータが送信
用にキャッシュされます。NVM は、VPN の TND 機能を使用してエンドポイントが信頼ネッ
トワーク上にあるかどうかを確認します。また、VPN 接続状態にある場合、エンドポイント
は信頼ネットワークにあると見なされ、フロー情報が送信されます。TND パラメータの設定
については、AnyConnect プロファイル エディタ、プリファレンス（Part 2）を参照してくださ
い。

手順
ステップ 1

コレクタとして使用される IPv4 IP アドレス/FQDN を入力します。

ステップ 2

コレクタがリスニングするポート番号を入力します。

ステップ 3

以前はキャッシュ サイズに制限がありましたが、プロファイル内で設定できるようになりまし
た。キャッシュのデータは暗号化された形式で保存され、ルート権限のプロセスのみがデータを
復号化できます。[最大サイズ（Max Size）] で、DB が到達可能な最大サイズを入力します。
サイズ制限に到達すると、最新データの代わりに最も古いデータがスペースからドロップされま
す。

ステップ 4

[最高期間（Max Duration）] で、データを保存する日数を入力します。最大サイズも設定している
場合は、最初に到達した制限が優先されます。
日数制限に到達すると、最新の日付の代わりに最も古い日付のデータがスペースからドロップさ
れます。[最高期間（Max Duration）] のみを設定している場合は、サイズの制限はありません。ど
ちらも無効にしている場合は、サイズが 50MB に制限されます。

ステップ 5

設定した間隔でフロー（サーバ接続、ダウンロードなど）を追跡する定期的なフロー レポートの
有効化をオンにします。この間隔を設定すると、フロー情報を定期的に信頼ネットワークの VPN
から送信することができます。
デフォルトでは定期的なフロー レポートは無効です。

ステップ 6

NVM タイマーをカスタマイズして、Cisco nvzFlow がデータをエクスポートするタイミングを定
義できます。コレクタ環境がオーバーランしないように、値がエクスポートされる間隔を指定し
ます。デフォルトは 5 秒です。

ステップ 7

スロットリングは、エンド ユーザへの影響が最小限になるように、キャッシュからコレクタに
データが送信されるレートを制御します。キャッシュされたデータがある限り、リアルタイム
データとキャッシュされたデータの両方にスロットリングを適用できます。スロットル レートを
Kbps 単位で入力します。デフォルト値は 500 Kbps です。
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キャッシュ データはこの一定期間後にエクスポートされます。この機能を無効にするには 0 を入
力します。
ステップ 8

エンドポイントのデータを収集する時点を指定するには、[収集モードがオフ（collection mode is
off）]、[信頼ネットワークのみ（trusted network only）]、[信頼できないネットワークのみ（untrusted
network only）]、または[すべてのネットワーク（all networks）] を選択します。

ステップ 9

データ収集期間に不要なブロードキャストを減らすことによって、関連データだけを分析できる
ようになります。デフォルトで、ブロードキャストパケットとマルチキャストパケットがオフに
なるため、バックエンドリソースにかかる時間が削減されます。ブロードキャストパケットとマ
ルチキャスト パケットの収集を有効にし、データをフィルタリングするチェックボックスをオン
にする必要があります。

ステップ 10

データ コレクション ポリシーを追加して、それをネットワーク タイプまたは接続シナリオに関
連付けることができます。複数のインターフェイスを同時にアクティブにすることができるため、
あるプロファイルを VPN トラフィックに適用し、別のプロファイルを非 VPN トラフィックに適
用できます。
[追加（Add）] をクリックすると、[データ収集ポリシー（Data Collection Policy）] ウィンドウが表
示されます。

ステップ 11

作成するポリシーの名前を入力します。ポリシーを作成するときに、次の点に留意してください。
• ポリシーを作成していない場合、またはポリシーをネットワーク タイプに関連付けていない
場合は、デフォルトでは、すべてのフィールドがレポートおよび収集されます。
• それぞれのデータ コレクション ポリシーを少なくとも 1 つのネットワーク タイプに関連付
ける必要がありますが、2 つのポリシーを同じネットワーク タイプに関連付けることはでき
ません。
• より具体的なネットワーク タイプを含むポリシーが優先されます。たとえば、VPN は信頼
ネットワークに属しているため、VPN をネットワーク タイプとして含むポリシーはネット
ワーク タイプとして信頼が指定されたポリシーより優先されます。
• 選択したコレクション モードに基づいて適用されるネットワークに対してのみデータ コレ
クション ポリシーを作成できます。たとえば、コレクション モードが信頼済みである場合、
信頼できないネットワーク タイプのデータ コレクション ポリシーを作成することはできま
せん。
• 以前の AnyConnect リリースのプロファイルを新しい AnyConnect リリース プロファイル エ
ディタで開くと、以前に匿名としていたのと同じフィールドを除外するすべてのネットワー
ク用のデータ コレクション ポリシーを追加して、新しいリリースに自動的にプロファイル
が変換されます。

ステップ 12

コレクション モードを指定するか、[ネットワーク タイプ（Network Type）] フィールドで VPN、
信頼、または非信頼を選択してデータコレクションポリシーを適用するネットワークを指定しま
す。信頼を選択した場合は、ポリシーが VPN ケースにも適用されます。

ステップ 13

データ コレクション ポリシーに対して設定できるフィールドが、[フィールド（Fields）] ドロッ
プダウン メニューに表示されます。どのフィールドを含め、除外するかを指定します。デフォル
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トは除外です。ネットワーク タイプと包含/除外するフィールドに基づいて、NVM はエンドポイ
ント上で該当するデータを収集します。
AnyConnect リリース 4.4（およびそれ以降）では、インターフェイスの状態と SSID を選択できる
ようになりました。これによりインターフェイスのネットワーク状態を、信頼するかしないかを
指定します。
ステップ 14

（オプション）プライバシーを保ちながら、同じエンドポイントのレコードを関連付ける場合は、
匿名化のハッシュを使用することができます。フィールドを匿名に指定して実際の値ではなく値
のハッシュを送信するには、[オプションの匿名化（Optional Anonymization）] ドロップダウン リ
ストで必要なフィールドを選択します。
包含/除外を指定したフィールドは匿名化では使用できません。同様に、匿名化と指定したフィー
ルドは包含/除外では使用できません。
次のフィールドは匿名化でき、<AnonFields> タグで示されます。
• LoggedInUser
• ProcessName
• ProcessAccount
• ParentProcessName
• ParentProcessAccount
• DestinationHostname
• DNSSuffix
• VirtualStationName
• OSName
• OSVersion
• SystemManufacturer
• SystemType
• OSEdition
• InterfaceName
• InterfaceDetailsList の属性：SSID と State

ステップ 15

プロファイルを NVM_ServiceProfile.xml として保存します。
この名前でプロファイルを保存する必要があります。そうしないと、NVM はデータの収集と送信
に失敗します。

NVM のコレクション パラメータ
エンドポイントで収集され、コレクタにエクスポートされるパラメータを次に示します。

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client リリース 4.4 管理者ガイド
5

ネットワーク可視性モジュール
NVM のコレクション パラメータ

フローの詳細
• [送信元IP（Source IP）]：エンドポイントの IP アドレス。
• [送信元ポート（Source Port）]：接続元エンドポイントのポート。
• [宛先IP（Destination IP）]：ホストの IP アドレス。
• [宛先ポート（Destination Port）]：ホスト エンドポイントが接続しようとしているポート。
[SSID]：接続で使用された SSID。
[インターフェイス名（Interface Name）]
インターフェイス タイプ
インターフェイス インデックス
インターフェイス UID
[インターフェイスの状態（Interface State）]：インターフェイスのネットワーク状態を信頼するか
信頼しないかを指定します。
[UDID]：固有識別子。各フローに対応するエンドポイントを一意に識別します。
[OS名（OS Name）]
OS のバージョン
OS のエディション
[システム製造元（System Manufacturer）]
[システムタイプ（System Type）]：x86 または x64
[プロセスアカウント（Process Account）]：フローに関連付けられているプロセスの権限/ユーザ名
[親プロセスアカウント（Parent Process Account）]：フローに関連付けられているプロセスの親の
権限/ユーザ名
[プロセス名（Process Name）]：フローに関連付けられているプロセスの名前
[プロセスハッシュ（Process Hash）]：フローに関連付けられているプロセス イメージの SHA256
ハッシュ
[親プロセス名（Parent Process Name）]：フローに関連付けられているプロセスの親の名前
[親プロセスハッシュ（Parent Process Hash）]：フローに関連付けられている親プロセスのプロセ
ス イメージの SHA256 ハッシュ
[DNSサフィックス（DNS suffix）]：エンドポイントでフローに関連付けられているインターフェ
イスで設定されている DNS サフィックス
[宛先ホスト名（Destination hostname）]：エンドポイントの宛先 IP に解決される実際の FQDN/ホ
スト名
[L4ByteCountIn]：レイヤ 4 でのそのフローの入力バイト合計数（ペイロードのみ、L4 ヘッダーは
含まない）
[L4ByteCountOut]：レイヤ 4 でのそのフローの出力バイト合計数（ペイロードのみ、L4 ヘッダー
は含まない）
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モジュール名リスト
モジュールのハッシュ リスト

（注）

また NVM は、エンドポイントのアイデンティティに関する情報を定期的に送信します。

カスタマーフィードバックモジュールによるNVMステー
タスの提供
カスタマー フィードバック モジュールのコレクションの一部は、NVM がインストールされてい
るかどうか、1 日のフロー数、および DB サイズについてのデータを提供します。
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