
Umbrella ローミングセキュリティ

Umbrellaローミングセキュリティモジュールには、Professional、Insights、Platform、MSPのい
ずれかのパッケージでのCiscoUmbrellaローミングサービスのサブスクリプションが必要です。
Cisco Umbrellaローミングはアクティブな VPNがないときに DNSレイヤセキュリティを提供
し、Cisco Umbrellaサブスクリプションはネットワークがオンのときとオフのときの両方でイン
テリジェントプロキシと IPレイヤの適用機能を追加します。さらに、CiscoUmbrellaサブスクリ
プションはコンテンツフィルタリング、複数ポリシー、強力なレポート、Active Directoryの統
合などの機能を提供します。サブスクリプションに関係なく、同じ Umbrellaローミングセキュ
リティモジュールが使用されます。

Umbrellaローミングモジュールのプロファイル（OrgInfo.json）は、各展開を対応するサービス
に関連付け、対応する保護機能は自動的に有効化されます。

Umbrellaダッシュボードは、ローミングセキュリティモジュールから発信されるすべてのイン
ターネットアクティビティについてリアルタイムの可視性を提供します。ポリシーおよびレポー

トの精度のレベルは Umbrellaサブスクリプションによって異なります。

サービスレベルサブスクリプションごとに含まれる機能の詳細な比較については、https://
umbrella.cisco.com/products/packagesを参照してください。

• Umbrellaローミングクライアントと Umbrellaローミングセキュリティモジュールの非互換
性, 2 ページ

• Cisco Umbrellaアカウントの取得, 2 ページ

• ダッシュボードからの OrgInfoファイルのダウンロード, 2 ページ

• Umbrellaローミングセキュリティの起動と実行, 3 ページ

• OrgInfo.jsonファイルの設定, 3 ページ

• クラウド最新情報, 4 ページ

• セキュリティポリシーの設定とレポートの確認, 5 ページ

• エンドポイントに表示される UIの変更内容解説, 5 ページ

• 診断の解釈, 10 ページ
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Umbrella ローミングクライアントと Umbrella ローミング
セキュリティモジュールの非互換性

Umbrellaローミングセキュリティモジュールと Umbrellaローミングクライアントは互換性があ
りません。Umbrellaローミングセキュリティモジュールを展開している場合は、ローミングセ
キュリティモジュールのインストール中に Umbrellaローミングクライアントのすべての既存の
インストールが検出され、競合を防ぐために自動的に削除されます。Umbrellaローミングクライ
アントの既存インストールを Umbrellaサービスサブスクリプションに関連付けている場合は、
OrgInfo.jsonファイルを AnyConnectインストーラと同じ場所に配置して Umbrellaモジュールの
ディレクトリでWeb展開または事前展開を設定していない限り、Umbrellaローミングセキュリ
ティモジュールに自動的に移行されます。Umbrellaローミングセキュリティモジュールを展開
する前に、手動で Umbrellaローミングクライアントをアンインストールすることもできます。

Cisco Umbrella アカウントの取得
Umbrellaダッシュボード（http://dashboard.umbrella.com/）は、展開に含める AnyConnect Umbrella
ローミングセキュリティモジュールのプロファイル（OrgInfo.json）を取得できるログインペー
ジです。このページでは、ローミングクライアントのアクティビティのポリシーとレポートを制

御することもできます。

ダッシュボードからの OrgInfo ファイルのダウンロード
OrgInfo.jsonファイルは、ローミングセキュリティモジュールにレポートの送信先と適用するポ
リシーを知らせる、Umbrellaダッシュボードインスタンスについての詳細情報です。

Umbrellaローミングセキュリティモジュール展開の準備をするには、Umbrellaダッシュボード
（https://dashboard2.opendns.com）からOrgInfo.jsonファイルを取得し、[ID（Identities）] > [ローミ
ングコンピュータ（Roaming Computers）]（または、サブスクリプションによっては [設定
（Configuration）] > [ローミングコンピュータ（Roaming Computers）]のみ）の順に参照して、
ページ右上隅にある+記号をクリックします。AnyConnectローミングセキュリティモジュールと
マークされたセクションまで下にスクロールして [ダウンロード（Download）]をクリックします。
特定のインストール/展開手順と特定のパッケージおよびファイルについては、AnyConnect展開の
概要を参照してください。

OrgInfo.jsonファイルを初めて展開すると、データサブディレクトリ（/umbrella/data）にコピー
されて、他のいくつかの登録ファイルも作成されます。したがって、OrgInfo.json置換ファイ
ルを展開する必要がある場合は、このデータサブディレクトリを削除する必要があります。

または、Umbrellaローミングセキュリティモジュールをアンインストールし（データサブ
ディレクトリが削除されます）、新しい OrgInfo.jsonファイルを再インストールすることもで
きます。

（注）
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Umbrella ローミングセキュリティの起動と実行
AnyConnectを展開するとき、Umbrellaローミングセキュリティモジュールは、追加機能を有効
にするために含めることができるオプションモジュールの 1つです。

UmbrellaローミングセキュリティモジュールとWebセキュリティモジュールを展開している
場合は、Webセキュリティとローミングセキュリティの互換性に必須のホスト例外とWebセ
キュリティと Umbrellaローミングセキュリティモジュールの互換性に必須の静的な例外を参
照して静的な例外の除外とホスト例外を設定する必要があります。

（注）

Windows 7 SP1ユーザは、インストールまたは初回使用前に、Microsoft .NET Framework 4.0をイン
ストールすることを推奨します。起動時に、Umbrellaサービスは .NET Framework 4.0（または以
上）がインストールされているかどうかを確認します。検出されない場合は、Umbrellaローミン
グセキュリティモジュールはアクティブにならず、メッセージが表示されます。.NETFramework
にアクセスし、これをインストールするには、再起動して Umbrellaローミングセキュリティモ
ジュールを有効にする必要があります。

OrgInfo.json ファイルの設定
orginfo.jsonファイルには、セキュリティローミングモジュールにレポートの送信先と適用するポ
リシーを知らせる、Umbrellaサービスサブスクリプションについての詳細が含まれています。
OrgInfo.jsonファイルを展開し、CLIまたは GUIを使用して ASAまたは ISEから Umbrellaローミ
ングセキュリティモジュールを有効にすることができます。次の手順では、最初に ASAから有
効にする方法、次に ISEから有効にする方法を示します。

ASA CLI

1 Umbrellaダッシュボード（https://dashboard.umbrella.com）から ASAファイルシステムに取得
した OrgInfo.jsonをアップロードします。

2 設定に応じてグループポリシー名を適切に調整して、次のコマンドを実行します。

webvpn
anyconnect profiles orginfo disk0:/orginfo.json

group-policy DfltGrpPolicy attribute
webvpn
anyconnect profiles value orginfo type umbrella

ASDM GUI

1 [設定（Configuration）] > [リモートアクセスVPN（Remote Access VPN）] > [ネットワーク（ク
ライアント）アクセス（Network (Client) Access）] > [AnyConnectクライアントプロファイル
（AnyConnect Client Profile）]の順に移動します。

2 [追加（Add）]を選択します。

3 プロファイルの名前を入力します。
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4 [プロファイルの使用（Profile Usage）]ドロップダウンメニューから Umbrellaセキュリティ
ローミングクライアントタイプを選択します。OrgInfo.jsonファイルが、[プロファイルの場所
（Profile Location）]フィールドに入力されます。

5 [アップロード（Upload）]をクリックして、ダッシュボードからダウンロードしたOrgInfo.json
ファイルの場所を参照します。

6 [グループポリシー（Group Policy）]ドロップダウンメニューで DfltGrpPolicyに関連付けま
す。グループポリシーで新しいモジュール名を指定するには、追加の AnyConnectモジュール
の有効化を参照してください。

ISE
ISEからイネーブルにするには、以下の手順に従います。

1 Umbrellaダッシュボード（https://dashboard.umbrella.com）から OrgInfo.jsonをアップロードし
ます。

2 ファイル OrgInfo.xmlの名前を変更します。

3 AnyConnectを展開するための ISEの設定の手順に従います。

クラウド最新情報
Umbrellaローミングセキュリティモジュールは、Umbrellaクラウドインフラストラクチャから
インストールされたすべてのAnyConnectモジュールの自動更新を提供できます。クラウド更新で
は、ソフトウェアアップグレードは Umbrellaクラウドインフラストラクチャから自動的に得ら
れます。更新トラックは管理者のアクションではなくこれによって決まります。

デフォルトでは、クラウド更新からの自動更新は無効です。Umbrellaローミングセキュリティと
その他のAnyConnectのクラウド更新を有効にするには、Umbrellaダッシュボードにログインしま
す。[ID（Identities）] > [ローミングコンピュータ（Roaming Computers）] >設定アイコン（歯車
アイコン）の下で、[新しいバージョンがリリースされたら常に、VPNモジュールを含むAnyConnect
を自動的に更新する（Automatically update AnyConnect, including VPNmodule, whenever new versions
are released）]をオンにします。更新はVPNが有効である間は実行されません。デフォルトでは、
このオプションは選択されていません。

クラウド更新に関して以下を検討してください。

•現在インストールされているソフトウェアモジュールのみが更新されます。

•カスタマイズ、ローカリゼーション、およびその他の展開タイプはサポートされません。

•更新は、デスクトップにログインしたときにのみ実行され、VPNが確立されているときは実
行されません。

•更新を無効にすると、最新のソフトウェア機能と更新を利用できません。

•クラウド更新を無効にしても、他の更新メカニズムや設定（Web展開、遅延更新など）には
影響しません。
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•クラウド更新は、AnyConnectのより新しいバージョンや未公開バージョン（暫定リリース、
修繕公開されたバージョンなど）を持つデバイスを無視します。

セキュリティポリシーの設定とレポートの確認
保護を受信し、レポート情報を表示し、ポリシーを設定するには、Cisco Umbrellaローミングア
カウントが必要です。詳細な説明については、https://docs.umbrella.com/product/umbrella/または
https://support.umbrella.com にアクセスして追加情報を参照してください。

インストール後 90分から 2時間以内に、ローミングコンピュータが Umbrellaダッシュボードに
表示されます。https://dashboard2.umbrella.comに移動して認証し、[ID（Identities）] > [ローミング
コンピュータ（Roaming Computers）]の順にアクセスすると、ローミングクライアントのリスト
（アクティブクライアントと非アクティブクライアントの両方）とインストールされている各ク

ライアントの詳細が表示されます。

最初は、セキュリティフィルタリングが基本レベルのデフォルトのポリシーがローミングコン

ピュータに適用されています。このデフォルトのポリシーは、ダッシュボードの [ポリシー
（Policies）]セクション（または [設定（Configuration）] > [Cisco Umbrellaアカウントのポリシー
（Policy for Cisco Umbrella accounts）]）にあります。

ローミングクライアントのレポートは、[レポート（Reports）]セクションにあります。Umbrella
ローミングセキュリティモジュールがインストールされ VPNがオフにされているコンピュータ
からの DNSトラフィックを確認するには、アクティビティ検索レポートをチェックします。

エンドポイントに表示される UI の変更内容解説
AnyConnect UIでは、Umbrellaローミングセキュリティモジュールのタイルに現在のステータス
が表示されます。

条件説明アイコンの

色

状態

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

•モジュールが最初にアクティブ
にされたとき。

•ネットワークインターフェイス
の変更（新しいネットワークア

ダプタの検出、既存アダプタの

IPの変更、新しい VPNトンネ
ルの確立または中断）が発生し

たとき。

接続ステータスをチェックしてい

ます。Umbrellaモジュールは保護
状態をまだ確認していません。

オレンジ

（Orange）
予約済

（Reserved）
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条件説明アイコンの

色

状態

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

• Umbrellaリゾルバ
（208.67.222.222）に UDPポー
ト 443または UDPポート 53で
接続していない。

• Umbrella DNS VAがローカル
ネットワークで設定されていな

い。

• VPNトンネルが一時的に中断ま
たは確立状態になっている可能

性がある。

現在、Umbrellaによって保護さ
れていません。Umbrellaリゾルバ
との接続の問題が原因で、ローカ

ルUmbrellaモジュールのDNS保
護がアクティブになっていませ

ん。少なくとも1つのアクティブ
なネットワーク接続が存在しま

す。ただし、ローミングクライ

アントは、アクティブな接続の

Umbrellaサービスに接続できませ
ん。

システムの DNS設定は元の設定
（DHCPまたは固定）に戻りま
す。

黄オープン

（Open）

このステータスは、モジュールが最

初にアクティブ化されたときか、

ネットワークインターフェイスの変

更があるときに発生する可能性があ

ります。

Umbrellaによって保護されていま
す。DNSクエリーが暗号化されて
いません。ローカル Umbrellaモ
ジュールの DNS保護がアクティ
ブで、DNS要求は暗号化されず
に Umbrellaリゾルバに送信され
ます。

グリーン保護済み

（Protected）

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

• Umbrellaリゾルバ
（209.67.222.222）に UDPポー
ト 443で接続している。

• Umbrellaリゾルバ
（208.67.222.222）に TCPポー
ト 443および TCPポート 53で
接続している。

Umbrellaによって保護されていま
す。DNSクエリーが暗号化されて
います。ローカル Umbrellaモ
ジュールの DNS保護がアクティ
ブで、DNS要求は暗号化されて
Umbrellaリゾルバに送信されま
す。

グリーン暗号化
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条件説明アイコンの

色

状態

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

•現在のエンドポイントネット
ワーク出力 IPアドレスが、エン
ドポイントと同じUmbrellaアカ
ウントに登録されている。

•使用されるリゾルバがUmbrella
クラウドリゾルバ

（208.67.222.222、
208.67.220.220）である。

• Umbrellaダッシュボード（[保護
されたネットワークでは無効に

する（Disable Behind Protected
Networks）]）で設定されたポリ
シーで、保護されたネットワー

クではUmbrellaモジュールを無
効にすることが指定されてい

る。

ネットワークレベルの保護

がないため、すべての

Cisco Umbrellaローミング
パッケージのお客様がこの

ステータスになることはあ

りません。

（注）

Umbrellaによって保護されたネッ
トワーク上にいます。現在のエン

ドポイントネットワークが

Umbrellaリゾルバを使用して保護
されているため、ローカル

Umbrellaモジュール DNS保護は
アクティブではありません。ロー

ミングクライアントにより、DNS
設定が DHCP経由または固定設
定で設定されていた内容に戻され

ました。接続は暗号化されていま

せん。

グリーン保護され

たネット

ワーク

（Protected
Network）

この動作ステータスは、エンドポイ

ントで設定された DNSアドレス
（DHCP経由または固定）が
Umbrella VAアドレスであるときに
発生します。

Umbrella仮想アプライアンスに
よって保護されています。

Umbrella仮想アプライアンスはオ
ンプレミスの DNSリゾルバとし
て設定されているため、ローカル

Umbrellaモジュールの DNS保護
はアクティブではありません。

ローミングクライアントは無効

になり、DNS設定が DHCP経由
または固定設定で設定されていた

内容に戻されました。接続は暗号

化されていません。

グリーン仮想アプ

ライアン

スの背後

（Behind
Virtual
Appliance）
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条件説明アイコンの

色

状態

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

• Umbrellaダッシュボードがマ
ジックドメイン名で設定されて

いる。

•対応するマジックドメイン名ま
たはレコードがローカル DNS
リゾルバで設定されている。

信頼できるネットワーク上では無

効。現在のエンドポイントネッ

トワークが Umbrella信頼ネット
ワークとして設定されているた

め、ローカル Umbrellaモジュー
ルの DNS保護はアクティブでは
ありません。

グレーUmbrella
信頼ネッ

トワーク

ステータ

ス

（Umbrella
Trusted
Network
State）

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

• AnyConnect VPNモジュールが
信頼ネットワーク検出の状態を

信頼できると報告している。

• AnyConnect VPNトンネルが接
続されていないか、完全トンネ

ルモードで確立されていない。

• Umbrellaダッシュボードで設定
されたポリシーで、AnyConnect
VPN信頼ネットワークにあると
きはUmbrellaモジュールを無効
にすると指定されている。

この設定は、すべてのロー

ミングパッケージのお客

様に対して適用され、管理

者が変更することはできま

せん。

（注）

信頼できるネットワーク上では無

効。現在のエンドポイントネッ

トワークがAnyConnectVPN信頼
ネットワークとして設定されてい

るため、ローカル Umbrellaモ
ジュールの DNS保護はアクティ
ブではありません。

グレーVPN信頼
ネット

ワークス

テータス

（VPN
Trusted
Network
State）
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条件説明アイコンの

色

状態

この動作ステータスは次の条件で発

生します。

• AnyConnect VPNモジュールが
信頼ネットワーク検出の状態を

信頼できないと報告している。

• AnyConnect VPNトンネルが完
全トンネルモードで確立されて

いる。

• Umbrellaダッシュボードで設定
されたポリシーで、AnyConnect
VPNトンネルが確立されている
ときはUmbrellaモジュールを無
効にすると指定されている。

この設定は、すべての

ローミングパッケー

ジのお客様に対して適

用され、管理者が変更

することはできませ

ん。

（注）

VPNがアクティブな間は無効。
現在エンドポイントでアクティブ

なAnyConnectVPNトンネルが確
立されているため、ローカル

Umbrellaモジュールの DNS保護
はアクティブではありません。

グレーVPN状態
が原因で

無効

（Disabled
Due to
VPN
State）

この動作ステータスは、OrgInfo.json
ファイルが次の適切なディレクトリ

に配置されていない場合に発生しま

す。

Windows：%ProgramData%\Cisco\Cisco
AnyConnect Secure Mobility
Client\Umbrella

Mac：opt/cisco/anyconnect/umbrella

現在、Umbrellaによって保護さ
れていません。プロファイルが見

つかりません。現在エンドポイン

トでアクティブな AnyConnect
VPNトンネルが確立されている
ため、ローカル Umbrellaモ
ジュールの DNS保護はアクティ
ブではありません。

赤OrgInfo.json
ステート

なし（No
OrgInfo.json
State）

この動作ステータスは、Umbrella
エージェントサービスが現在実行し

ていないとき（クラッシュまたは手

動によるサービス停止のため）に発

生します。

現在、Umbrellaによって保護さ
れていません。サービスは利用で

きません。Umbrellaエージェント
が実行されていないため、ローカ

ルUmbrellaモジュールのDNS保
護はアクティブではありません。

赤エージェ

ント利用

不可ス

テート

（Agent
Unavailable
State）

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client リリース 4.4 管理者ガイド
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条件説明アイコンの

色

状態

この動作ステータスは、.NET 4.0ラ
ンタイムが見つからないために

Umbrellaエージェントサービスが実
行していないときに発生します。

現在、Umbrellaによって保護さ
れていません。Microsoft 4.0 NET
Frameworkはインストールされて
いません。Umbrellaエージェント
が実行されていないため、ローカ

ルUmbrellaモジュールのDNS保
護はアクティブではありませ

ん。.NETランタイムフレーム
ワークが見つかりません。

赤.NET依存
ステータ

スが見つ

からない

（Missing
.NET
Dependency
State）
（Windows
のみ）

AnyConnect UIは、Umbrellaローミングセキュリティモジュールの統計とメッセージ履歴を表示
します。

診断の解釈
Cisco Umbrellaローミングセキュリティモジュールの問題を診断するには、DARTレポートを実
行する必要があります。Umbrellaの問題とトラブルシューティングの詳細については、
docs.umbrella.comを参照してください。

   Cisco AnyConnect Secure Mobility Client リリース 4.4 管理者ガイド
10

Umbrella ローミングセキュリティ
診断の解釈

docs.umbrella.com

	Umbrella ローミング セキュリティ
	Umbrella ローミング クライアントと Umbrella ローミング セキュリティ モジュールの非互換性
	Cisco Umbrella アカウントの取得
	ダッシュボードからの OrgInfo ファイルのダウンロード
	Umbrella ローミング セキュリティの起動と実行
	OrgInfo.json ファイルの設定
	クラウド最新情報
	セキュリティ ポリシーの設定とレポートの確認
	エンドポイントに表示される UI の変更内容解説
	診断の解釈


