
モバイルデバイスの AnyConnect

モバイルデバイスの AnyConnectは、Windows、Mac、および Linuxプラットフォームの
AnyConnectに似ています。この章では、モバイルデバイスでのAnyConnectに固有のデバイス
情報、設定情報、サポート情報、およびその他の管理タスクについて説明します。

•モバイルデバイスでの AnyConnectの動作およびオプション（1ページ）
• ASAセキュアゲートウェイでのモバイルデバイスの VPN接続の設定（8ページ）
• AnyConnect VPNプロファイルでのモバイルデバイス接続の設定（10ページ）
•モバイルデバイスでの AnyConnectのトラブルシューティング（11ページ）

モバイルデバイスでのAnyConnectの動作およびオプショ
ン

AnyConnect Mobile VPN接続について
このリリースのAnyConnect SecureMobility Clientは、次のモバイルプラットフォームに対応し
ています。

Cisco AnyConnectは、サポートされている各プラットフォームのアプリストアに用意されてい
ます。www.cisco.comでは入手できません。また、セキュリティで保護されたゲートウェイか
ら配布されていません。

AnyConnectモバイルアプリには、コア VPNクライアントのみが含まれています。ネットワー
クアクセスマネージャ、ポスチャ、Webセキュリティなどの他のAnyConnectモジュールは含
まれていません。VPNが接続中の場合は、モバイルポスチャと呼ばれるポスチャ情報が、
AnyConnect Identify Extensions（ACIDex）を使用してヘッドエンドに提供されます。

AnyConnect VPN接続は、次のいずれかの方法で確立できます。

•ユーザが手動で確立する。

•ユーザが管理者により提供された自動接続アクションをクリックする際に手動で確立する
（Androidおよび Apple iOSのみ）。
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•自動：Connect on-Demand機能により確立される（Apple iOSのみ）。

モバイルデバイスでの AnyConnect VPN接続エントリ
接続エントリは、セキュアゲートウェイのアドレスを完全修飾ドメイン名または IPアドレス
（必要に応じてトンネルグループ URLを含む）で識別します。また、他の接続属性を含める
こともできます。

AnyConnectでは、1台のモバイルデバイス上の複数の接続エントリをサポートすることで、
異なるセキュアゲートウェイやVPNトンネルグループに対応します。複数の接続エントリが
設定されている場合は、VPN接続を開始するためにユーザがどれを使用するかを理解すること
が重要です。接続エントリは次の方法のいずれかで設定されます。

•ユーザが手動で設定します。モバイルデバイスの接続エントリを設定する手順について
は、該当するプラットフォームのユーザガイドを参照してください。

• Anyconnect VPNクライアントプロファイルで定義されます。

AnyConnect VPNクライアントプロファイルでは、クライアント動作を指定し、VPN接続
エントリを定義します。詳細については、「AnyConnect VPNプロファイルでのモバイル
デバイス接続の設定（10ページ）」を参照してください。

トンネリングモード

AnyConnectは、マネージド BYODまたはアンマネージド BYOD環境で動作可能です。これら
の環境での VPNトンネリングは、次のいずれかのモードでのみ動作します。

•システムトンネリングモード：VPN接続が、すべてのデータをトンネリングするために
（完全トンネリング）、または特定のドメインまたはアドレスとの間で送受信されるデー

タのみをトンネリングするために（スプリットトンネリング）使用されます。このモード

は、すべてのモバイルプラットフォームで使用できます。

•アプリケーション単位VPNモード：VPN接続はモバイルデバイス上の特定のアプリケー
ションセットで使用されます（Androidおよび Apple iOSのみ）。

AnyConnectでは、管理者によってヘッドエンドで定義されているアプリケーションのセッ
トを使用できます。このリストを定義するには、ASAのカスタム属性のメカニズムを使用
します。このリストは AnyConnectクライアントに送信され、デバイスで適用されます。
他のすべてのアプリケーションに対しては、データはトンネルを介さずに、または暗号化

されずに送信されます。

Apple iOSでこのモードで実行するには、マネージド環境が必要です。Androidでは、マ
ネージドとアンマネージドの両方の環境がサポートされます。いずれのプラットフォーム

でも、マネージド環境では、AnyConnectでトンネリングするように設定されている一連
のアプリケーションと同じアプリケーションをトンネリングするようにMobile Device
Managerでデバイスを設定する必要があります。

モバイルデバイスの AnyConnect
2

モバイルデバイスの AnyConnect

モバイルデバイスでの AnyConnect VPN接続エントリ



AnyConnectは、ASAヘッドエンドから受信した設定情報で決定したモードで動作します。具
体的には、接続に関連付けられたグループポリシーまたはダイナミックアクセスポリシー

（DAP）内に、アプリケーション単位VPNのリストがあるかどうかに基づきます。アプリケー
ション単位 VPNのリストが存在する場合、AnyConnectはアプリケーション単位 VPNモード
で動作し、存在しない場合は AnyConnectはシステムトンネリングモードで動作します。

モバイルデバイスでのセキュアゲートウェイ認証

信頼されていないサーバのブロック

VPN接続を確立するときに、AnyConnectはセキュアゲートウェイから受信したデジタル証明
書を使用してサーバの身元を確認します。サーバ証明書が無効な場合（期限切れか無効な日

付、キーの誤用、名前の不一致により証明書エラーがある）、または信頼できない場合（認証

局が確認できない）場合、接続はブロックされます。ブロッキングメッセージが表示されるた

め、ユーザは処理を選択する必要があります。

[信頼されていないサーバをブロック（Block Untrusted Servers）]アプリケーション設定は、セ
キュアゲートウェイを識別できない場合、AnyConnectがどのように反応するかを決定します。
この保護はデフォルトではオンです。ユーザはオフにできますが、これは推奨されません。

[信頼されていないサーバをブロック（Block Untrusted Servers）]がオンの場合、信頼できない
VPNサーバをブロックするという通知によって、ユーザにセキュリティ上の脅威が警告されま
す。ユーザは以下を選択できます。

• [安全を確保（Keep Me Safe）]を選択して、この接続を終わらせ、安全にしておきます。

• [設定の変更（ChangeSettings）]を選択して、[信頼されていないサーバをブロック（Block
Untrusted Servers）]アプリケーションプリファレンスをオフにします。ただし、これは推
奨されません。ユーザがこのセキュリティ保護を無効にすると、VPN接続を再起動しなく
てはなりません。

[信頼されていないサーバをブロック（Block Untrusted Servers）]がオフの場合、信頼できない
VPNサーバをブロックしないという通知によって、ユーザにセキュリティ上の脅威が警告され
ます。ユーザは以下を選択できます。

• [キャンセル（Cancel）]を選択して、接続をキャンセルし、安全にしておきます。

• [続行（Continue）]を選択して、接続を続行します。ただし、これは推奨されません。

• [詳細の表示（ViewDetails）]を選択して、証明書の詳細を表示して受け入れるかどうかを
判断します。

ユーザが確認している証明書が有効であるが信頼できない場合、ユーザは次のことを実行

できます。

•再使用できるようにサーバ証明書をAnyConnect証明書ストアにインポートし、[イン
ポートおよび継続（Import and Continue）]を選択して接続を継続します。

AnyConnectストアにこの証明書がインポートされると、このデジタル証明書を使用
しているそのサーバに対する後続の接続は自動的に受け入れられます。
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•前の画面に戻り、[キャンセル（Cancel）]または [続行（Continue）]を選択します。

証明書が無効な場合、または何らかの理由で、ユーザが前の画面にだけ戻ることができる

場合、[キャンセル（Cancel）]または [続行（Continue）]を選択します。

VPN接続の最も安全な設定では、[信頼されていないサーバをブロック（BlockUntrustedServers）]
の設定をオン（デフォルト設定）のままにし、自身のセキュアゲートウェイで設定された（有

効で信頼できる）サーバ証明書を所有し、モバイルユーザには常に [安全を確保（Keep Me
Safe）]を選択させる必要があります。

[厳格な証明書トラスト（Strict Certificate Trust）]はこの設定を上書きします（以下の説明を参
照）。

（注）

モバイルデバイスでのクライアント認証

VPN接続を完了するには、ユーザはユーザ名とパスワード、もしくはデジタル証明書、または
その両方の形式でクレデンシャルを提供して認証する必要があります。管理者は、トンネルグ

ループの認証方式を定義します。モバイルデバイスでの最適なユーザエクスペリエンスを達

成するために、認証設定に応じて複数の AnyConnect接続プロファイルを使用することをお勧
めします。ユーザエクスペリエンスとセキュリティのバランスを最適に保つ方法を決める必要

があります。推奨事項は次のとおりです。

•モバイルデバイスのAAA対応認証トンネルグループについては、クライアントを再接続
状態にし、ユーザが再認証しなくても済むよう、グループポリシーは 24時間など非常に
長時間のアイドルタイムアウトが必要になります。

•最もトランスペアレントなユーザエクスペリエンスを達成するには、証明書のみの認証を
使用します。デジタル証明書を使用すると、VPN接続は、ユーザとの対話なしで確立され
ます。

証明書を使用してセキュアゲートウェイにモバイルデバイスを認証するため、エンドユーザ

は、デバイスに証明書をインポートする必要があります。インポートすると、この証明書が自

動証明書選択の対象として有効になり、特定の接続エントリに手動で関連付けることもできる

ようになります。証明書は、次の方法を使用してインポートされます。

•ユーザが手動でインポートします。モバイルデバイスに証明書をインポートする手順につ
いては、適切なユーザガイドを参照してください。

• SCEPを使用します。詳細については、「証明書登録の設定」を参照してください。
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モバイルデバイスでのローカリゼーション

AndroidおよびApple iOS用AnyConnect SecureMobility Clientは、ローカリゼーションをサポー
トし、AnyConnectユーザインターフェイスやメッセージをユーザのロケールに適用していま
す。

パッケージ済みのローカリゼーション

AnyConnect Androidおよび Apple iOSアプリには、次の言語訳が含まれます。

•カナダフランス語（fr-ca）

•中国語（台湾）（zh-tw）

•チェコ語（cs-cz）

•オランダ語（nl-nl）

•フランス語（fr-fr）

•ドイツ語（de-de）

•ハンガリー語（hu-hu）

•イタリア語（it-it）

•日本語（ja-jp）

•韓国語（ko-kr）

•中南米スペイン語（es-co）

•ポーランド語（pl-pl）

•ポルトガル語（ブラジル）（pt-br）

•ロシア語（ru-ru）

•簡体字中国語（zh-cn）

•スペイン語（es-es）

AnyConnectのインストール時には、これらの言語のローカリゼーションデータがモバイルデ
バイスにインストールされます。モバイルデバイスで指定されている地域に従って、表示され

る言語が決定します。AnyConnectは最適なものを判断するため、言語仕様を使用してから、
リージョン仕様を使用します。たとえば、インストール後にロケール設定をスイスフランス語

（fr-ch）にすると、カナダフランス語（fr-ca）表示になります。AnyConnectのUIとメッセー
ジは、AnyConnectの起動時に変換されます。

ダウンロードされたローカリゼーション

AnyConnectパッケージにはない言語に関して、管理者は、AnyConnect VPN接続のデバイスに
ダウンロードされるローカライズデータを ASAに追加します。
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シスコでは、ローカライズ可能な AnyConnect文字列をすべて含む anyconnect.poファイルを
Cisco.comの製品ダウンロードセンターで提供しています。AnyConnect管理者は、anyconnect.po
ファイルをダウンロードし、使用可能な文字列を翻訳してから、ASAにファイルをアップロー
ドします。anyconnect.poファイルを ASAにすでにインストールしている AnyConnect管理者
は、この更新バージョンをダウンロードしてください。

初期状態では、AnyConnectユーザインターフェイスおよびメッセージがインストールした言
語でユーザに表示されます。デバイスユーザがASAへの初めての接続を確立すると、AnyConnect
では、デバイスの優先言語と ASA上で使用可能なローカリゼーション言語が比較されます。
一致するローカリゼーションファイルが検索されると、ローカライズされたファイルがダウン

ロードされます。ダウンロードが完了すると、AnyConnectは anyconnect.poファイルに追加さ
れた変換文字列を使用してユーザインターフェイスおよびユーザメッセージを表示します。

文字列が翻訳されていない場合、AnyConnectではデフォルトの英語文字列が表示されます。

ASAでのローカリゼーションの設定手順については、「適応型セキュリティアプライアンス
への変換テーブルのインポート（6ページ）」を参照してください。ASAにデバイスのロ
ケールのローカリゼーションデータが含まれていない場合、AnyConnectアプリケーション
パッケージにプリインストールされたローカリゼーションデータを引き続き使用します。

モバイルデバイスにローカリゼーションを提供するその他の方法

モバイルデバイスのユーザに、所有するデバイスでのローカリゼーションデータの管理を依

頼します。次のローカリゼーションアクティビティを実行する手順については、該当するユー

ザガイドを参照してください。

•指定したサーバからのローカリゼーションデータのインポート。ユーザは、ローカリゼー
ションデータのインポートを選択し、セキュアゲートウェイのアドレスとロケールを指

定します。ロケールは ISO 639-1で指定されており、適用可能な場合には国コードが追加
されます（たとえば、en-US、fr-CA、ar-IQなど）。このローカリゼーションデータは、
インストールされたローカリゼーションデータの代わりに使用されます。

•デフォルトのローカリゼーションデータのリストア。AnyConnectパッケージから事前ロー
ドされたローカリゼーションデータの使用を復元し、インポートされたローカリゼーショ

ンデータをすべて削除します。

適応型セキュリティアプライアンスへの変換テーブルのインポート

手順

ステップ 1 www.cisco.comから目的の変換テーブルをダウンロードします。

ステップ 2 ASDMで、[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カスタマイゼー
ション/ローカリゼーション（AnyConnect Customization/Localization）] > [GUIテキストおよ
びメッセージ（GUI Text and Messages）]に移動します。

ステップ 3 [インポート（Import）]をクリックします。[言語ローカリゼーションエントリのインポート
（Import Language Localization Entry）]ウィンドウが表示されます。
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ステップ 4 ドロップダウンリストから適切な言語を選択します。

ステップ 5 変換テーブルのインポート元を指定します。

ステップ 6 [今すぐインポート（Import Now）]をクリックします。この変換テーブルが、この優先言語で
AnyConnectクライアントに展開されます。ローカリゼーションは、AnyConnectがリスタート
し、再接続した後に適用されます。

非モバイルデバイスで実行される AnyConnectの場合、Cisco Secure Desktopが使用されていな
い場合でも、ホストスキャンメッセージがローカライズされるためには、適応型セキュリティ

アプライアンスに Cisco Secure Desktop変換テーブルもインポートする必要があります。

（注）

モバイルデバイスでの FIPSおよび Suite B暗号化
モバイルデバイス向け AnyConnectには、Cisco Common Cryptographic Module（C3M）が組み
込まれています。これは、新世代の暗号化（NGE）アルゴリズムの一部としてFIPS140-2に準
拠した暗号化モジュールや NSA Suite B暗号化が含まれる Cisco SSLの実装です。Suite-B暗号
化は、IPSec VPNでのみ使用可能です。FIPS準拠の暗号化は、IPSec VPNおよび SSL VPNの
両方で使用可能です。

暗号化アルゴリズムを使用すると、接続の間、ヘッドエンドルータとネゴシエートされます。

ネゴシエーションは、VPN接続の両端の機能によって異なります。したがって、セキュアゲー
トウェイは、FIPSに準拠する暗号化および Suite Bの暗号化をサポートする必要があります。

ユーザは、AnyConnectアプリケーション設定のFIPSモードを有効にすることで、ネゴシエー
ションにおいて NGEアルゴリズムだけを受け入れるように AnyConnectを設定します。FIPS
モードが無効の場合、AnyConnectは VPN接続の非 FIPS暗号アルゴリズムも受け入れます。

モバイルのその他のガイドラインと制限事項

• Apple iOS 5.0以降が Suite Bの暗号化に必要です。これは Suite Bで使用される ECDSAの
証明書をサポートする Apple iOSの最も低いバージョンです。

• Android 4.0（Ice Cream Sandwich）以降が Suite Bの暗号化に必要です。これは、SuiteBで
使用される ECDSAの証明書をサポートする Androidの最も低いバージョンです。

• FIPSモードで動作しているデバイスには、プロキシ方式または従来の方法でデジタル証明
書をモバイルユーザに提供するためのSCEPの使用との互換性がありません。状況に応じ
た展開計画を立ててください。
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ASAセキュアゲートウェイでのモバイルデバイスのVPN
接続の設定

手順

ステップ 1 デスクトップ/モバイルエンドポイントに共通の設定手順については、該当するリリースの
『Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewall構成ガイド』を参照してください。モバイ
ルデバイスの場合は以下を考慮してください。

例外ASDMロケーション属性

AnyConnect Mobileは、ホームページの URL
設定を無視します。認証の成功後に、モバイ

ルクライアントをリダイレクトすることはで

きません。

[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）] > [グ
ループポリシー（Group
Policies）] > [追加/編集
（Add / Edit）] > [詳細
（Advanced）] >
[AnyConnectクライアント
（AnyConnect Client）] >
[カスタマイズ
（Customization）]

[ホームページ
URL（Home Page
URL）]

AnyConnectモバイルクライアント接続に使用
するトンネルグループ（接続プロファイル）

の [名前（Name）]または [エイリアス
（Aliases）]フィールドに特殊文字を使用しな
いでください。特殊文字を使用すると、[ゲー
トウェイからの応答を処理できません（Unable
to process response fromGateway）] とログに記
録された後、[接続に失敗しました（Connect
attempt has failed）] というエラーメッセージ
がAnyConnectクライアントに表示される場合
があります。

[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接続プロファ
イル（AnyConnect
Connection Profiles）] > [追
加/編集（Add / Edit）]

AnyConnect接続
プロファイル名お

よびエイリアス

モバイルデバイスの AnyConnect
8

モバイルデバイスの AnyConnect

ASAセキュアゲートウェイでのモバイルデバイスの VPN接続の設定

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html


例外ASDMロケーション属性

サーバ側のデッドピア検出機能はデバイスが

スリープ状態になることを防ぐため、オフに

切り替えます。ただし、ネットワークの接続

性が失われたことによってトンネルが終了し

たとき、そのことをクライアントが判断でき

るように、クライアント側のデッドピア検出

はオンにしておく必要があります。

[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）] > [グ
ループポリシー（Group
Policies）] > [追加/編集
（Add / Edit）] > [詳細
（Advanced）] >
[AnyConnectクライアント
（AnyConnect Client）]

デッドピア検出

クライアント側のデッドピア検出がすでに有

効になっている場合、モバイルデバイスのバッ

テリ寿命を延ばすため、これらのキープアラ

イブメッセージを無効にすることを推奨しま

す。

[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）] > [グ
ループポリシー（Group
Policies）] > [追加/編集
（Add / Edit）] > [詳細
（Advanced）] >
[AnyConnectクライアント
（AnyConnect Client）]

SSLキープアライ
ブメッセージ

AnyConnect IPsecが機能するようにするには、
[IPsec over NAT-Tの有効化（Enable IPsec over
NAT-T）]を選択する必要があります。有効に
すると、デフォルトではNATキープアライブ
メッセージが20秒ごとに送信されるため、モ
バイルデバイスのバッテリーが過剰に消費さ

れます。

これらのメッセージを無効にすることはでき

ないため、モバイルデバイスのバッテリ消費

への影響を最小限に抑えるには、NAT-Tキー
プアライブを最大値（3600）に設定すること
を推奨します。

ASA CLIでこれを指定するには、crypto

isakmp nat-traversal 3600コマンドを使用し

ます。

[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）] > [詳細設
定（Advanced）] > [IPsec]
> [IKEポリシー（IKE
Policies）]

IPsec over NAT-T
キープアライブ

メッセージ

ステップ 2 必要に応じてモバイルの接続を受け入れるか、拒否するか、または制限するようにモバイルポ
スチャ（AnyConnect Identity Extensions（ACIDex）とも呼ばれる）を設定します。

モバイルデバイスの AnyConnect
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適切なリリースの『CiscoASA5500-XSeriesNext-GenerationFirewall構成ガイド』で「Configuring
Endpoint Attributes Used in DAPs」の手順を参照してください。

例：

接続の確立時に Apple iOSで AnyConnectによりヘッドエンドに送信される属性を次に示しま
す。

endpoint.anyconnect.clientversion="4.0.03004";
endpoint.anyconnect.platform="apple-ios";
endpoint.anyconnect.devicetype="iPhone7,2";
endpoint.anyconnect.platformversion="9.0";
endpoint.anyconnect.deviceuniqueid="11025f84e99351e807f3583343bfec96351cb416";

AnyConnect VPNプロファイルでのモバイルデバイス接続
の設定

AnyConnect VPNクライアントプロファイルは XMLファイルであり、クライアントの動作を
指定し、VPN接続エントリを識別します。各接続エントリは、このエンドポイントデバイス
にアクセス可能なセキュアゲートウェイとその他の接続属性、ポリシー、および制約を指定し

ます。モバイルデバイスのホスト接続エントリを含むVPNクライアントプロファイルを作成
するには、AnyConnectプロファイルエディタを使用します。

ASAからモバイルデバイスに配信される VPNプロファイルで定義された接続エントリを、
ユーザが変更したり削除したりすることはできません。ユーザは、手動で作成する接続エント

リだけを変更および削除できます。

AnyConnectは、モバイルデバイス上で一度に 1つの現在の VPNクライアントプロファイル
のみ維持します。自動または手動のVPN接続を開始すると、現在のプロファイルが新しいVPN
プロファイルによって完全に置き換えられます。ユーザが手動で現在のプロファイルを削除し

た場合、そのプロファイルは削除され、そのプロファイルに定義されているすべての接続エン

トリが削除されます。

手順

ステップ 1 基本的な VPNアクセスを設定します。

次の例外を考慮した、デスクトップ/モバイルエンドポイントに共通の手順については、「VPN
アクセスの設定」を参照してください。

モバイルデバイスの AnyConnect
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例外プロファイル属性

Apple iOS以外のすべてのプラットフォームでは、自動再接続の
指定に関係なく、AnyConnectMobileは常にReconnectAfterResume
を試行します。

Apple iOSの場合のみ、[中断時に接続解除（Disconnect On
Suspend）]がサポートされています。[中断時に接続解除
（Disconnect On Suspend）]を選択すると、AnyConnectは切断し
てから、VPNセッションに割り当てられたリソースを解放しま
す。ユーザの手動接続またはオンデマンド接続（設定されている

場合）に応答する形でのみ再接続されます。

自動再接続

AnyConnectMobileはローカルLANアクセス設定を無視し、クラ
イアントプロファイルの設定に関係なく常にローカル LANアク
セスを許可します。

ローカル LANへのアクセ
ス

ステップ 2 モバイル固有の属性を設定します。

a) VPNクライアントプロファイルで、ナビゲーションペインの [サーバリスト（ServerList）]
を選択します。

b) リストに新しいサーバエントリを追加するには、[追加（Add）]を選択するか、リストか
らサーバエントリを選択し、サーバリストの [エントリ（Entry）]ダイアログボックスを
開くには、[編集（Edit）]をクリックします。

c) 「AnyConnectプロファイルエディタのモバイル設定」の説明に従ってモバイル固有のパ
ラメータを設定します。

d) [OK]をクリックします。

ステップ 3 次のいずれかの方法で VPNクライアントプロファイルを配布します。

• VPN接続のモバイルデバイス設定にクライアントプロファイルをアップロードするよう
に ASAを設定します。

VPNクライアントプロファイルをASAにインポートして、グループポリシーに関連付け
る方法については、「AnyConnectプロファイルエディタ」の章を参照してください。

モバイルデバイスでのAnyConnectのトラブルシューティ
ング

始める前に

モバイルデバイスでロギングを有効にし、適切なユーザガイドのトラブルシューティングの

指示に従ってください。

モバイルデバイスの AnyConnect
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これらの指示に従っても問題が解決しない場合は、次のことを試してください。

手順

ステップ 1 同じ問題がデスクトップクライアントまたは別のモバイルOSで発生するかどうかを確認しま
す。

ステップ 2 適切なライセンスが ASAにインストールされていることを確認します。

ステップ 3 証明書認証が失敗する場合は、次のことを確認してください。

a) 適切な証明書が選択されていることを確認します。
b) デバイスのクライアント証明書に Extended Key Usageとして Client Authenticationがあるこ
とを確認します。

c) AnyConnectプロファイルの証明書一致規則によってユーザの選択した証明書を除外されて
いないことを確認します。

ユーザが証明書を選択しても、プロファイルのフィルタリングルールに一致しなければ認

証には使用されません。

d) 認証メカニズムでASAに関連するアカウンティングポリシーが使用されている場合、ユー
ザが正常に認証できることを確認します。

e) 証明書のみの認証を使用しようとしている場合に認証画面が表示されたら、グループURL
を使用するよう接続を設定し、トンネルグループのセカンダリ認証が設定されていないこ

とを確認します。

次のタスク

それでも問題が解決されない場合は、クライアントのロギングを有効にし、ASAのデバッグ
ロギングを有効にします。詳細については、適切なリリースの Cisco ASA 5500-X Series
Next-Generation Firewall構成ガイドを参照してください。
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